
高齢者に役立つ情報一覧（非営利団体サービス）

　高齢者のあらゆる困りごとを支援する非営利団体のサービス情報

を、ニーズごとにまとめています。困ったとき、大変なときは一人

で抱え込まず、一度連絡をしてみてください。
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①NPO法人アダージョちくさ

住所 名古屋市千種区仲田1-9-12
TEL 052-731-3070
FAX 052-731-3070
E-mail gruppe@mediacat.ne.jp
活動エリア 公共交通機関沿線
 その他応相談  
団体HP http://hota.soragoto.net/ada/

サービス内容
ちょっとした家事（料理、掃除、
洗濯）　ゴミだし
家具の移動　家屋の修理　草取り
花木の手入れ
引っ越しの準備　片付け　大掃除
の手伝い

詳細情報
どんな仕事でもできる限り対応し
ます。
清掃作業はプロの清掃会社で勉強
し洗剤もプロ仕様のものを使って
います。
※精神障がいのある方の職業訓練
の一環として行っています。

料金
事前に下見にお伺いし、お見積もり
をします。
人件費　一人1,000円/時間（15
分刻みで計算します。)
その他別途経費実費負担あり。
（例：粗大ゴミに出せない大型ゴ
ミの処分代、家庭ゴミを収集車で
はなく施設で処分する場合の処分
代、その他ゴミ袋等必要品を調達
した場合など。）

対象者
高齢者や子育て中など困りごとの
ある方

③いきいきワーカーズおばた

住所 名古屋市東区山口町15-3
TEL 052-936-2867
FAX 052-936-2853
E-mail obacom@gctv.ne.jp
活動エリア 愛知県尾張地域
 
団体HP http://www.gc-net.jp/obacom/

サービス内容
ちょっとした家事　ゴミだし　家
具などの移動　家屋の修繕　引っ
越しの準備、片付け　大掃除の手
伝い　襖の張り替え　タタミの表
替え、修理　家具の転倒防止　ペ
ンキ塗り　不用品の手配　留守中
の庭の水やり等

詳細情報
基本的にどのサービスに関しても
活動を行える人材がいれば受け付
けます。

料金
１時間1,500円から
大工などの専門職は１時間2,000
円から。状況により往復時間を作
業時間に導入させていただくこと
があります。ガソリン30円/㌔実
費請求。

対象者
特に定めはありません。

②NPO法人生き生きネットワークてとろ

住所 名古屋市北区大曽根2-9-66 1F
TEL 052-918-7600
FAX 052-508-4100
E-mail info@tetoro.com
活動エリア 北区とその近郊
 守山区の交通の便の良い所
団体HP http://www.tetoro.com/

サービス内容
ちょっとした家事（掃除、洗濯）
草取り
大掃除の手伝い

詳細情報
介護保険ではカバーできない部分
で特別な技術等がいらない家事援
助を行っています。
基本的には単発の活動を引き受け
ています。

料金
「会員」700円/時間+交通費
「非会員」700円/時間+交通費
+200円（てとろ活動維持管理費
として）

対象者
高齢者、障がい者

⑤ お 助 け 隊

住所 名古屋市守山区幸心4-201 
 県営幸心住宅内
TEL 052-793-0132
FAX 052-793-0132
E-mail 
活動エリア 幸心住宅内
団体HP 

サービス内容
幸心住宅内におけるゴミだし 

詳細情報
週２回の可燃ごみ、資源ごみのゴ
ミだしを行います。（玄関先から
収集所まで）
また、ゴミだしを行う際に安否確
認も行っています。

料金
無料

対象者
幸心住宅在住の65才以上の方

⑫生活協同組合コープあいち 生活支援ネット ちくさ

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館気付
TEL 090-3563-9835
FAX 
E-mail 
活動エリア 愛知県
団体HP 

サービス内容
ちょっとした家具　ゴミだし（粗
大ゴミ）　家具などの移動　家屋
の修理　草取り　花木の手入れ
引っ越しの準備、片付け　大掃除
の手伝い　趣味の相手　水道パッ
キンの取替え　障子の張り替え　動
かなくなった掃除機の修理　パイプ
のつまり除去

詳細情報

料金
1,400円/時間（休日・時間外は２
割増し）+交通費
提供にかかった実費

対象者
特に定めはありません。

⑩生活協同組合コープあいち くらしたすけあいの会

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館3階
TEL 052-781-6179
FAX 052-781-8833
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
ちょっとした家事
ゴミだし
草取り　花木の手入れ
留守宅の庭木の水やり　話相手

詳細情報
主婦が空いた時間にお手伝いでき
る内容を行っています。

料金
800円/時間　交通費別途

対象者
コープあいち組合員

⑮ＮＰＯ法人御用利きと出前授業

住所 名古屋市天白区天白町
 大字野並字上大塚124-1
TEL 052-891-3114
FAX 052-891-3135
E-mail goyoukiki@m2.dion.ne.jp
活動エリア 名古屋市と近郊 
 （上記住所より車で４０分程度まで）
団体HP http://www.h3.dion.ne.jp/̃npogoyou/

サービス内容
施設入所に伴う引っ越し準備、片
付け
家屋の修理　空家の片付け

詳細情報

料金
支払は「安心・住マイルチケッ
ト」にて精算　5,000円/１冊　そ
の他入会金5,000円
基本料金）1,500円/時間+交通費
500円+事業協力費500円
土日祝と平日夜間（17：00～翌
朝9：00）は基本料金１時間当た
り500円アップ
作業内容によって異なるため事前
にお見積もりにお伺いします。 

対象者
特に定めはありません。

㉒ＮＰＯ法人てすりなごや
住所 名古屋市北区志賀町４丁目60-5
 アーバンラフレ志賀14棟505
TEL 052-916-0642
FAX 052-916-0642
E-mail tesurinagoya@live.jp
活動エリア 名古屋市とその近郊

団体HP http://www9.plala.or.jp/tesurinagoya/

サービス内容
手すり各種　企画設計施工・バリ
アフリー段差解消等工事 
介護保険に係る住宅改修工事　住
宅リフォーム　営繕　福祉店舗　
企画設計・施工
家具転倒防止等屋内地震対策工事
上記に関する講習会、講座の開
催、企画
上記の依頼のついでにちょっとし
た困りごと（電球の交換等）にも
対応します。

詳細情報

料金
事前にお見積もりにお伺いします。

対象者
特に定めはありません。

⑲ＮＰＯ法人生活応援隊

住所 瀬戸市孫田町63番地の49

TEL 0561-82-5885
FAX 0561-82-5985
E-mail 
活動エリア 瀬戸市　守山区及びその近郊
 （上記住所より車で40分程度まで）
団体HP http://www.seikatu-ouentai.com/

サービス内容
部屋の掃除（大掃除の手伝い含
む）　粗大ゴミだし　家具などの
移動
草取り　花木の手入れ
その他（家の補修、リフォーム、
水回りの修理　風呂給湯器、温水
便座の取替え等）

詳細情報

料金
入会金1,000円（税込）　利用料
金　作業基本料金　1,500円/１時
間+500円（税込）（交通費/１
回）

対象者
特に定めはありません。

㉔公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 北部支部

住所 名古屋市北区萩野通１丁目34番地
 市営萩野荘１・２階
 
TEL 052-938-3628
FAX 052-934-7020
E-mail nagoyahokubu@sjc.ne.jp
活動エリア 守山区　千種区　東区　名東区
団体HP http://www.sjc.ne.jp/nagoyasj/

サービス内容
①掃除・洗濯・調理・買い物・ゴ
　ミ出しなどの家事援助
②植木剪定
③除草
④筆耕

詳細情報

料金
作業内容によって異なります。
事前にお見積もりにお伺いします。
（無料）

対象者
特に定めはありません。

㉗ボランティアグループ まごの手
住所 名古屋市守山区小幡南1-24-10
 守山区社会福祉協議会
 守山区ボランティア連絡協議会
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail 
活動エリア 守山区
団体HP 

サービス内容
家具の補修　蝶番の取替え　
建具の戸車・レールの取替え　水道の水
栓からの水漏れ　蛍光灯の取替え
網戸の張り替え　衣料品・身の回り品の
補修、修理（寝具・衣料・カーテン）
庭木の枝切り　草取り　など
その他困ったときには相談してくださ
い。

詳細情報
だいたい３時間以内でできるもの
を引き受けます。
修繕できないもの
危険を伴うもの、（高所作業）お
よび免許を要するもの
（例）屋根・雨漏れ・電気配線・
ガス器具など

料金
活動費：300円/回　材料代実費利
用者負担　工賃無料
事前にお見積もりにお伺いします。

対象者
一人暮らしの高齢者（おおよそ60
歳以上）
高齢者のみの世帯　障がい者世帯

㉖愛知県高齢者生活協同組合ヘルプサービスあまこだ

住所 名古屋市守山区向台1-1218

TEL 052-739-7757
FAX 052-771-1275
E-mail 
活動エリア 守山区　名東区　尾張旭市
団体HP 

サービス内容
ちょっとした家事（料理、掃除、
洗濯）
ゴミだし　粗大ゴミだし　家具な
どの移動　家屋の修理　草取り　
花木の手入れ
引っ越しの準備　片付け　大掃除
の手伝い　趣味の相手　押入れ等
の整理整頓

詳細情報
「趣味の相手」はカラオケの相手な
どを行います。
ヘルパーが行うことが適当ではない
と判断した場合はお断りすることが
あります。
日をまたいだサービス（宿泊を伴う
もの）は行いません。

料金
３０分以内　1,000円　３０分以上１
時間未満　2,000円　１時間以上１時
間３０分未満　2,800円以降３０分ご
とに800円加算　夜間（１８時以降
サービス開始）は25％増し（夜間サー
ビスについてはまずご相談ください。）
サービスにかかった経費（交通費等）は
実費利用者負担。キャンセル料は１回に
つき1,000円営業地域以外へ訪問し
サービス提供を行う場合は、通勤にかか
る交通費（往復分）をいただきます。

対象者
高齢者生協組合員（一口1,000
円、簡単な手続きで組合員に加入
できます。）   
   

家の中のお手伝い1



⑭生活協同組合 コープあいち コープの夕食宅配 コープ宅配

住所 名古屋市名東区上社字井堀25-1
TEL 0120-370-502
FAX 
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県
 
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
夕食の宅配　食材等宅配

詳細情報
夕食宅配）月～金の毎日のお届け
（一日単位でのお届け不可。土・
日・祝・年末年始、お盆は休み）
コープ宅配）高齢者世帯に対する
宅配料減額制度（ほほえみ制度）
があります。 

     
   

料金
おかずコース　604円（税込）
お弁当コース　554円（税込） 
    

対象者
コープあいち組合員

㉘守山区社会福祉協議会　守山区給食ボランティア

住所 名古屋市守山区小幡南１丁目24-10
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail moriyamaVC@nagoya-shakyo.or.jp
活動エリア 守山区

団体HP http://www.moriyama-shakyo.jp/ 
 
サービス内容

お弁当の宅配（昼食）

詳細情報
お弁当を手渡しし、安否確認と体
調確認も行っています。
志段味学区（水曜日）
その他の学区（火・木）
原則月８回で祝日休み  
     
  

料金
360円/一食   
 

対象者
一人暮らしの高齢者（65歳以上）
必要に応じて高齢者のみの世帯や
障がい者世帯にも配達します。 
  

㉓社会福祉法人 ＴＵＴＴＩ
住所 名古屋市名東区藤森西町301番地の１
TEL 052-760-5055
FAX 052-760-5056
E-mail tutti@gol.com 
活動エリア 守山区、名東区の一部 
 守山区は天子田　向台 森孝　四軒家 
団体HP http://tutti.cc/

サービス内容
お弁当の宅配（夕食）（50食限
定）

詳細情報
月・火・木・金・土（水・日・祝
休み）　
配達時間15：30-18：00
キャンセル：当日10：00まで受
け付け    
ごはんの固さや個人の好みへの対
応などできる事は行います。 
お弁当配達時、手渡しを基本とし
安否確認を行っています。ご不在
時にはご本人へ電話を入れ安否を
確認しています。またどうしても連
絡がとれない場合も家族やケアマ
ネジャーへ連絡を入れています。

料金
介護保険利用　520円
（うち２０円は配達料）  
一般　　　　　650円  
ごはんなし　　　50円引き  
一か月分まとめて前月下旬に現金
払いでお願いしています。 

対象者
高齢者、障がい者

お弁当の宅配サービス2



①ＮＰＯ法人アダージョちくさ

住所 名古屋市千種区仲田1-9-12
TEL 052-731-3070
FAX 052-731-3070
E-mail gruppe@mediacat.ne.jp
活動エリア 公共交通機関沿線 
 その他応相談  
団体HP http://hota.soragoto.net/ada/

サービス内容
お墓参り　通院同行　その他の外
出（趣味活動、旅行等）

詳細情報
市内　市外　県外ともに可
※精神障がいのある方の職業訓練
の一環として行っています。

料金
事前に下見にお伺いし、お見積もり
をします。
人件費　一人1,000円/時間（15
分刻みで計算します。)

対象者
高齢者や子育て中など困りごとの
ある方

③いきいきワーカーズおばた

住所 名古屋市東区山口町15-3
TEL 052-936-2867
FAX 052-936-2853
E-mail obacom@gctv.ne.jp
活動エリア 愛知県尾張地域

団体HP http://www.gc-net.jp/obacom/ 
 
サービス内容

お墓参り　通院同行等

詳細情報
基本的にはご要望があれば何でも
受け付けます。その時点で人材を
探します。

料金
基本は１時間1,500円ですが、長
時間になる場合はご相談に応じま
す。

対象者
特に定めはありません。

②NPO法人生き生きネットワークてとろ

住所 名古屋市北区大曽根2-9-66 1F
TEL 052-918-7600
FAX 052-508-4100
E-mail info@tetoro.com
活動エリア 北区とその近郊
 守山区の交通の便の良い所
団体HP http://www.tetoro.com/

サービス内容
お墓参り　通院同行　観劇など趣
味の外出　日帰り旅行

詳細情報
市内、市外、県外ともに可

料金
「会員」700円/時間+交通費
「非会員」700円/時間+交通費
+200円（てとろ活動維持管理費
として）
※提供にかかった実費（交通費
等）は利用者負担となります。 
     
   

対象者
高齢者、障がい者

⑥外出支援ボランティア かすみ草

住所 名古屋市守山区小幡南1-24-10 
 守山区社会福祉協議会内  
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail 
活動エリア 守山区内全域
団体HP 

サービス内容
お墓参り　通院同行　旅行　観劇
など趣味の外出
美容院や食事の付き添い

詳細情報
外出時の付き添いや車いすの介助
市内　市外　県外の日帰りに対応
します。

料金
提供にかかった実費を利用者に負
担していただいています。
交通費についてはボランティア宅---
利用者宅（ボランティア負担）
利用者宅--目的地（利用者負担）と
させていただいています。
また食事の付き添いの場合、食事
代は利用者負担をお願いしていま
す。

対象者
高齢者、障がい者

⑩生活協同組合コープあいち くらしたすけあいの会

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館3階
TEL 052-781-6179
FAX 052-781-8833
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
お墓参り（市内～県外まで対応し
ます。）　通院同行
旅行、観劇など趣味の外出　（日
帰り　泊り）
主婦が空いた時間にお手伝いでき
る内容を行っています。  
    

詳細情報
ショートステイ中落ち着かなく
なった方の散歩の相手などもお引
き受けします。
活動会員の活動の都合があえば海
外旅行等も引き受け可能です。 
     
   

料金
800円/時間　交通費別途

対象者
コープあいち組合員

⑦ガイドボランティア　守山ききょう

住所 名古屋市守山区小幡南1-24-10 
 守山区社会福祉協議会内 
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail 
活動エリア 守山区
団体HP 

サービス内容
旅行　観劇など趣味の外出　散歩 
食事の付き添い

詳細情報
市内　市外　県外の日帰りに対応
します。

料金
提供にかかった実費を利用者に負
担していただいています。
交通費についてはボランティア宅---
利用者宅（ボランティア負担）
利用者宅--目的地（利用者負担）と
させていただいています。
また食事の付き添いの場合、食事
代やツアー同行のツアー代は利用
者負担をお願いしています。 
 

対象者
視覚障がい者

⑫生活協同組合コープあいち 生活支援ネット ちくさ

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館気付
TEL 090-3563-9835
FAX 
E-mail
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
通院同行　旅行　観劇など趣味の
外出（日帰り、泊りともに可）

詳細情報
介護保険対応の時間を大幅に超過
してしまう場合は、制度外利用と
して通院・院内介助の付き添い支
援等をします。   
     
 

料金
1,400円/時間（休日・時間外は２
割増し）+交通費
提供にかかった実費（交通費等） 
   

対象者
特に定めはありません。

㉔公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 北部支部

住所 名古屋市北区萩野通１丁目34番地
 市営萩野荘１・２階 
TEL 052-938-3628
FAX 052-934-7020
E-mail nagoyahokubu@sjc.ne.jp
活動エリア 守山区　千種区　東区　名東区
団体HP http://www.sjc.ne.jp/nagoyasj/

サービス内容
外出の付き添い

詳細情報

料金
作業内容によって異なります。
事前にお見積もりにお伺いします。
（無料）

対象者
特に定めはありません。

㉖愛知県高齢者生活協同組合ヘルプサービスあまこだ

住所 名古屋市守山区向台1-1218

TEL 052-739-7757
FAX 052-771-1275
E-mail 
活動エリア 守山区　名東区　尾張旭市
団体HP 

サービス内容
お墓参り　通院同行　その他の外
出（遠方への買い物）
理美容　病院の見舞い　喫茶店へ
の外食  
 

詳細情報
守山区　名東区　尾張旭市など相
談に応じます。
遠方の場合は常識の範囲内でお願
いします。
ヘルパーが行うことが適当ではな
いと判断した場合はお断りするこ
とがあります。
日をまたいだサービス（宿泊を伴
うもの）は行いません。

料金
３０分以内　1,000円　３０分以
上１時間未満　2,000円　１時間
以上１時間３０分未満　2,800円
以降３０分ごとに800円加算　夜
間（１８時以降サービス開始）は
25％増し（夜間サービスについて
はまずご相談ください。）
サービスにかかった経費（交通費
等）は実費利用者負担。キャンセ
ル料は１回につき1,000円 
営業地域以外へ訪問しサービス提
供を行う場合は、通勤にかかる交
通費（往復分）をいただきます。

対象者
高齢者生協組合員（一口1,000
円、簡単な手続きで組合員に加入
できます。）

外出のお手伝い3



①ＮＰＯ法人アダージョちくさ

住所 名古屋市千種区仲田1-9-12
TEL 052-731-3070
FAX 052-731-3070
E-mail gruppe@mediacat.ne.jp
活動エリア 公共交通機関沿線 
 その他応相談  
団体HP http://hota.soragoto.net/ada/

サービス内容
買い物同行　買い物代行

詳細情報
市内　市外　県外ともに可
※精神障がいのある方の職業訓練
の一環として行っています。

料金
事前に下見にお伺いし、お見積もり
をします。
人件費　一人1,000円/時間（１５
分刻みで計算します。)  
     
  

対象者
高齢者や子育て中など困りごとの
ある方

③いきいきワーカーズおばた

住所 名古屋市東区山口町15-3
TEL 052-936-2867
FAX 052-936-2853
E-mail obacom@gctv.ne.jp
活動エリア 愛知県尾張地域

団体HP http://www.gc-net.jp/obacom/ 
 
サービス内容

買い物同行　買い物代行

詳細情報
どこにでも行きます。

料金
基本は１時間1,500円ですが、長
時間になる場合はご相談に応じま
す。

対象者
特に定めはありません。

②NPO法人生き生きネットワークてとろ

住所 名古屋市北区大曽根2-9-66 1F
TEL 052-918-7600
FAX 052-508-4100
E-mail info@tetoro.com
活動エリア 北区とその近郊
 守山区の交通の便の良い所
団体HP http://www.tetoro.com/

サービス内容
買い物同行　買い物代行

詳細情報
近隣から市内まで特別な買い物の
同行をします。（例：家具やお歳
暮）、携帯電話の契約への付き添
いなど。 （手続きのお手伝いは不
可）    
     

料金
「会員」700円/時間+交通費
「非会員」700円/時間+交通費
+200円（てとろ活動維持管理費
として）
※提供にかかった実費（交通費
等）は利用者負担となります。 
     
   

対象者
高齢者、障がい者

⑩生活協同組合コープあいち くらしたすけあいの会

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館3階
TEL 052-781-6179
FAX 052-781-8833
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
買い物同行（近所のお店～市内の
お店）
買い物代行（近所のお店～市内の
お店）    
     

詳細情報
介護保険利用者に対しては介護保
険で対応できない部分を行いま
す。
主婦が空いた時間にお手伝いでき
る内容を行っています。  
     
  

料金
800円/時間　交通費別途

対象者
コープあいち組合員

⑬生活協同組合コープあいち　ふれんず便

住所 名古屋市名東区上社字井堀25-1

TEL 052-703-6022
FAX 052-703-3387
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 瀬古学区　本地丘学区
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
移動販売

     
 

詳細情報
水曜日　10：30～　ＵＲ瀬古団地
　　　　11：45～　市営瀬古荘 
土曜日　10：30～　本地荘 
（Ｈ26/11現在）   
     
     

料金

対象者
地域住民（組合員以外もＯＫ）

⑫生活協同組合コープあいち 生活支援ネット ちくさ

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館気付
TEL 090-3563-9835
FAX 
E-mail 
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
買い物同行　買い物代行

詳細情報
     
    

料金
1,400円/時間（休日・時間外は２
割増し）+交通費
提供にかかった実費

  

対象者
特に定めはありません。

㉔公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 北部支部

住所 名古屋市北区萩野通１丁目34番地
 市営萩野荘１・２階 
TEL 052-938-3628
FAX 052-934-7020
E-mail nagoyahokubu@sjc.ne.jp
活動エリア 守山区　千種区　東区　名東区
団体HP http://www.sjc.ne.jp/nagoyasj/

サービス内容
買い物代行

詳細情報

料金
作業内容によって異なります。
事前にお見積もりにお伺いします。
（無料）

対象者
特に定めはありません。

㉖愛知県高齢者生活協同組合ヘルプサービスあまこだ

住所 名古屋市守山区向台1-1218

TEL 052-739-7757
FAX 052-771-1275
E-mail 
活動エリア 守山区　名東区　尾張旭市
団体HP 

サービス内容
買い物同行　買い物代行

詳細情報
要望に応じて、近所のお店だけで
なく市内であれば同行します。

     
   

料金
３０分以内　1,000円　３０分以
上１時間未満　2,000円　１時間
以上１時間３０分未満　2,800円
以降３０分ごとに800円加算　夜
間（１８時以降サービス開始）は
25％増し（夜間サービスについて
はまずご相談ください。）
サービスにかかった経費（交通費
等）は実費利用者負担。キャンセ
ル料は１回につき1,000円 
営業地域以外へ訪問しサービス提
供を行う場合は、通勤にかかる交
通費（往復分）をいただきます。

対象者
高齢者生協組合員（一口1,000
円、簡単な手続きで組合員に加入
できます。）

買い物のお手伝い4



①NPO法人アダージョちくさ

住所 名古屋市千種区仲田1-9-12
TEL 052-731-3070
FAX 052-731-3070
E-mail gruppe@mediacat.ne.jp
活動エリア 公共交通機関沿線
 その他応相談  
団体HP http://hota.soragoto.net/ada/

サービス内容
傾聴

詳細情報
※精神障がいのある方の職業訓練
の一環として行っています。

料金
事前に下見にお伺いし、お見積も
りをします。
人件費　一人1,000円/時間（15
分刻みで計算します。)

対象者
高齢者や子育て中など困りごとの
ある方

④M2WAY「手書きの会」

住所 名古屋市守山区
TEL 080-3078-5016
FAX 
E-mail 
活動エリア 守山区　北区
 希望があれば地域は問いません。
団体HP 

サービス内容
文通による安否確認

詳細情報
お手紙コース：月２回はがきによ
るお手紙のお届け
文通コース：月２回往復はがきに
よる「手書きの会」会員との文通
文通コースの場合返信がない時に
は予めお知らせのある連絡先へ連
絡を入れます。  

料金
お手紙コース：月300円　年
4,000円（年払い）
文通コース：月500円　年7,000
円（年払い）   
     
 

対象者
特に定めはありません。

③いきいきワーカーズおばた

住所 名古屋市東区山口町15-3
TEL 052-936-2867
FAX 052-936-2853
E-mail obacom@gctv.ne.jp
活動エリア 愛知県尾張地域
 
団体HP http://www.gc-net.jp/obacom/

サービス内容
傾聴（個人宅にて行います。）　
安否確認

詳細情報
安否確認（見守りそくしん隊）
ご依頼をいただければ目的地の近
くに住む登録された私たちのメン
バーに連絡し、様子を伺いに訪問
の後、報告します。安否確認以外
でも有償のボランティアも含め対
応します。
現在メンバーが愛知県尾張地域に
203名おり見守り活動を行ってい
ます。

料金
無償

対象者
特に定めはありません。

⑤ お 助 け 隊

住所 名古屋市守山区幸心4-201 
 県営幸心住宅内
TEL 052-793-0132
FAX 052-793-0132
E-mail 
活動エリア 幸心住宅内
団体HP 

サービス内容
幸心住宅内におけるゴミだしを
通しての安否確認 

詳細情報
週２回の可燃ごみ、資源ごみのゴ
ミだしを行います。（玄関先から
収集所まで）
また、ゴミだしを行うことで安否
確認も行っています。

料金
無料

対象者
幸心住宅在住の65才以上の方

⑨傾聴ボランティア みみずく

住所 名古屋市守山区小幡南1-24-10 
 守山区社会福祉協議会内 
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail 
活動エリア 守山区　名東区
団体HP 

サービス内容
傾聴

詳細情報
現在は施設への訪問、傾聴がほと
んどです。
個人宅の場合は２人一組で行いま
す。介護保険を利用されている方
の場合、初回訪問時はケアマネ
ジャーの同行をお願いしています。
傾聴の時間は１時間位を目安にし
ています。
  

料金
無料   

対象者
特に定めはありません。

⑧傾聴ボランティア あおぞら

住所 名古屋市守山区小幡南1-24-10 
 守山区社会福祉協議会内 
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail 
活動エリア 守山区　尾張旭　長久手
団体HP 

サービス内容
傾聴

詳細情報
現在は施設への訪問、傾聴がほと
んどです。
個人宅の場合は２人一組で行いま
す。
傾聴の時間は１時間位を目安にし
ています。   
 

料金
無料   

対象者
特に定めはありません。

⑩生活協同組合コープあいち くらしたすけあいの会

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館3階
TEL 052-781-6179
FAX 052-781-8833
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
傾聴（施設、個人宅ともに可）

詳細情報
組合員向けに傾聴の学習会を行
い、そこで学んだ方が自主的に傾
聴活動を行っています。
その他、くらしたすけあいの会と
しても傾聴活動を行っています。
主婦が空いた時間にお手伝いでき
る内容を行っています。 

料金
自主活動は無料 
くらしたすけあいの会の活動で
行った場合800円/時間  
     
  

対象者
コープあいち組合員

⑯ＮＰＯ法人在宅医療サポート協会

住所 名古屋市中村区名駅南2丁目10番22号 
 ＯＲＥ名駅南ビル6階 
TEL 052-589-6089
FAX 052-533-0306
E-mail support@npo-hms.jp
活動エリア 愛知県全域
団体HP http://www.hms-npo.org/

サービス内容
緊急端末機（携帯含む）を活用し
た毎日の安否確認

詳細情報
ささいな相談から、緊急対応まで
24時間、365日コールセンターが
対応し、必要に応じて緊急連絡先
へ連絡を入れたり救急車の手配を
します。    
     

料金
据置型：設置取付料　8,640円
　　　　月々使用料　3,996円
携帯型：初期費用　　 4,212円
　　　　月々使用料　3,456円 
     
   

対象者
特に定めはありません。

⑫生活協同組合コープあいち 生活支援ネット ちくさ

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館気付
TEL 090-3563-9835
FAX 
E-mail 
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
個人宅への傾聴、安否確認

詳細情報
ひとり暮らし高齢者の正月３が日
の見守りと話相手など

 

料金
1,400円/時間（休日・時間外は２
割増し）+交通費

対象者
特に定めはありません。

⑰在宅支援ボランティア ふれんど

住所 名古屋市守山区小幡南1-24-10
 守山区社会福祉協議会内
TEL 052-758-2011
FAX 052-758-2015
E-mail 
活動エリア 守山区
団体HP 

サービス内容
傾聴

     
    

詳細情報
現在は行っていませんが、要望が
あれば検討します。
「高齢者はつらつ長寿推進事業」
等へのお菓子作りを行っていま
す。 

料金
無料

対象者
特に定めはありません。

㉔公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 北部支部

住所 名古屋市北区萩野通１丁目34番地
 市営萩野荘１・２階 
TEL 052-938-3628
FAX 052-934-7020
E-mail nagoyahokubu@sjc.ne.jp
活動エリア 守山区　千種区　東区　名東区
団体HP http://www.sjc.ne.jp/nagoyasj/

サービス内容
傾聴、安否確認

詳細情報

料金
作業内容によって異なります。
事前にお見積もりにお伺いします。
（無料）

対象者
特に定めはありません。

㉖愛知県高齢者生活協同組合ヘルプサービスあまこだ

住所 名古屋市守山区向台1-1218
TEL 052-739-7757
FAX 052-771-1275
E-mail 

活動エリア 守山区　名東区　尾張旭市
団体HP 

サービス内容
安否確認

詳細情報

料金
３０分以内　1,000円　３０分以
上１時間未満　2,000円　１時間
以上１時間３０分未満　2,800円
以降３０分ごとに800円加算　夜
間（１８時以降サービス開始）は
25％増し（夜間サービスについて
はまずご相談ください。）
サービスにかかった経費（交通費
等）は実費利用者負担。キャンセ
ル料は１回につき1,000円 
営業地域以外へ訪問しサービス提
供を行う場合は、通勤にかかる交
通費（往復分）をいただきます。

対象者
高齢者生協組合員（一口1,000
円、簡単な手続きで組合員に加入
できます。）   

話し相手・安否確認5



①ＮＰＯ法人アダージョちくさ

住所 名古屋市千種区仲田1-9-12
TEL 052-731-3070
FAX 052-731-3070
E-mail gruppe@mediacat.ne.jp
活動エリア 公共交通機関沿線 
 その他応相談  
団体HP http://hota.soragoto.net/ada/

サービス内容
入院中の洗濯　物品（衣類など）
のお届け
一時外泊した時の家事  
     
  

詳細情報
※精神障がいのある方の職業訓練
の一環として行っています。

料金
事前に下見にお伺いし、お見積もり
をします。
人件費　一人1,000円/時間（１５
分刻みで計算します。)  
     
  

対象者
高齢者や子育て中など困りごとの
ある方

③いきいきワーカーズおばた

住所 名古屋市東区山口町15-3
TEL 052-936-2867
FAX 052-936-2853
E-mail obacom@gctv.ne.jp
活動エリア 愛知県尾張地域

団体HP http://www.gc-net.jp/obacom/ 
 
サービス内容

入院中の洗濯　買い物　物品のお
届け　一時外泊した時の家事

詳細情報
どんなことでも相談に応じます。

料金
基本は１時間1,500円ですが、長
時間になる場合はご相談に応じま
す。

対象者
特に定めはありません。　

②NPO法人生き生きネットワークてとろ

住所 名古屋市北区大曽根2-9-66 1F
TEL 052-918-7600
FAX 052-508-4100
E-mail info@tetoro.com
活動エリア 北区とその近郊
 守山区の交通の便の良い所
団体HP http://www.tetoro.com/

サービス内容
入院中の洗濯　買い物　物品のお
届け
一時外泊した時の家事  
     
  

詳細情報
ご本人もしくは家族不在時に自宅
へ入って行う活動はできません。 
     
   

料金
「会員」700円/時間+交通費
「非会員」700円/時間+交通費
+200円（てとろ活動維持管理費
として）
※提供にかかった実費（交通費
等）は利用者負担となります。 
     
   

対象者
高齢者、障がい者

⑩生活協同組合コープあいち くらしたすけあいの会

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館3階
TEL 052-781-6179
FAX 052-781-8833
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
入院中の洗濯　買い物　物品のお
届け　一時外泊したときの家事

     
    

詳細情報
主婦が空いた時間にお手伝いでき
る内容を行っています。

     
    

料金
自主活動は無償
くらしたすけあいの会の活動で
行った場合は800円/時間  
     
  

対象者
コープあいち組合員

㉔公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 北部支部

住所 名古屋市北区萩野通１丁目34番地
 市営萩野荘１・２階 
TEL 052-938-3628
FAX 052-934-7020
E-mail nagoyahokubu@sjc.ne.jp
活動エリア 守山区　千種区　東区　名東区
団体HP http://www.sjc.ne.jp/nagoyasj/

サービス内容
入院中の洗濯・身の回りのお世話

詳細情報

料金
作業内容によって異なります。
事前にお見積もりにお伺いします。
（無料）

対象者
特に定めはありません。

⑫生活協同組合コープあいち 生活支援ネット ちくさ

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39
 生協生活文化会館気付
TEL 090-3563-9835
FAX 
E-mail 
活動エリア 愛知県
団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
入院中の洗濯　買い物　物品のお
届け
一時外泊したときの家事  
緊急入院の付き添い　入院手続き
や入院支度の手伝い  
     
 

詳細情報

     
  

料金
1,400円/時間（休日・時間外は２
割増し）+交通費

 
 

対象者
特に定めはありません。

㉖愛知県高齢者生活協同組合ヘルプサービスあまこだ

住所 名古屋市守山区向台1-1218

TEL 052-739-7757
FAX 052-771-1275
E-mail 
活動エリア 守山区　名東区　尾張旭市
団体HP 

サービス内容
入院中の洗濯　買い物　物品のお
届け
一時外泊したときのお世話 
通院時の院内見守り 

詳細情報

料金
３０分以内　1,000円　３０分以
上１時間未満　2,000円　１時間
以上１時間３０分未満　2,800円
以降３０分ごとに800円加算　夜
間（１８時以降サービス開始）は
25％増し（夜間サービスについて
はまずご相談ください。）
サービスにかかった経費（交通費
等）は実費利用者負担。キャンセ
ル料は１回につき1,000円 
営業地域以外へ訪問しサービス提
供を行う場合は、通勤にかかる交
通費（往復分）をいただきます。

対象者
高齢者生協組合員（一口1,000
円、簡単な手続きで組合員に加入
できます。）   

入院中のお手伝い6



⑪生活協同組合 コープあいち コープ相談センター くらしの相談室

住所 名古屋市千種区稲舟通1-39 
 生協生活文化会館

コープ相談センターTEL　　052-781-6161
暮らしの相談室TEL　052-781-6176
E-mail aichi@tcoop.or.jp
活動エリア 愛知県

団体HP http://www.coop-aichi.jp/

サービス内容
コープ相談センター：くらしに関す
る様々なお問い合わせ。どこに相談
したらいいのかわからないちょっと
した困りごとを電話で相談いただく
窓口。 
くらしの相談室：弁護士・税理士に
よる法律・税金相談や家庭問題の相
談など広く受け付けています。

詳細情報
コープ相談センター：受付時間
午前９時～午後５時　日曜日休み
くらしの相談室：受付時間
午前１０時～午後４時　日祝休み
どんな相談も専門家が無料で30分
くらいかけてアドバイス。事前予
約が必要です。
会場は生協生活文化会館（名古屋
市千種区稲舟通1-39）

料金
無料   

対象者
コープ相談センター（特に定めは
ありません。）  
くらし相談室（コープあいち組合員） 
 

㉑ＮＰＯ法人相続おたすけネットワーク
住所 名古屋市中区丸の内１-8-23
 第７ＫＴビル2Ａ
 安井司法書士事務所内
TEL 052-231-6868
FAX 052-231-6869
E-mail justice-yasui.office@beach.ocn.ne.jp
活動エリア 愛知県内で名古屋市、 三河地域以外。 
 守山区も地域によって応相談。 
団体HP http://www.souzoku-otasuke.net/

サービス内容
相続無料相談会における個別相談
（おおよそ４０分/回）  
     
  

詳細情報
月に一度相続無料相談会を行いま
す。開催場所については交通の便
の悪い所に相談窓口が出向くこと
を念頭に決めています。  
税理士・弁護士・司法書士・行政
書士・不動産鑑定士・土地家屋調
査士・社会保険労務士・ファイナ
ンシャルプランナー等の各分野の
スペシャリストが連携してお客様
本位のワンストップサービスを実
現します。

料金
無料

対象者
特に定めはありません。

⑮ＮＰＯ法人御用利きと出前授業

住所 名古屋市天白区天白町
 大字野並字上大塚124-1

TEL 052-891-3114
FAX 052-891-3135
E-mail goyoukiki@m2.dion.ne.jp
活動エリア 名古屋市と近郊 
 （上記住所より車で４０分程度まで）
団体HP http://www.h3.dion.ne.jp/̃npogoyou/

サービス内容
日常生活の相談事に応じます。

詳細情報
権利擁護等専門的なことに関して
は関連機関を紹介します。

料金
電話相談のみは無料です。
関連機関への相談については関連
機関の規定によります。

対象者
特に定めはありません。

相談相手7



①ＮＰＯ法人アダージョちくさ

住所 名古屋市千種区仲田1-9-12
TEL 052-731-3070
FAX 052-731-3070
E-mail gruppe@mediacat.ne.jp
活動エリア 公共交通機関沿線 
 その他応相談  
団体HP http://hota.soragoto.net/ada/

サービス内容
ペットのお世話

詳細情報
入院中時などのペットの散歩やえ
さやり代行
※精神障がいのある方の職業訓練
の一環として行っています。

料金
事前に下見にお伺いし、お見積もり
をします。
人件費　一人1,000円/時間（１５
分刻みで計算します。)  
     
  

対象者
高齢者や子育て中など困りごとの
ある方

⑱一般社団法人 ジャパンアニマルホスピス

住所 岐阜市日野南４丁目17番地７
TEL 058-248-3736
FAX 
E-mail info@japan-animal-hospice.com
活動エリア 車で迎えに行ける範囲
 （名古屋市内可）
団体HP http://www.japan-animal-hospice.com/ 
 
サービス内容

飼い主が世話できなくなった老犬
のためのホーム（猫応相談）

詳細情報
１年単位での長期契約が基本。
（短期間の場合は応相談）事前予
約をしていただければ一時帰宅な
ども自由です。
歩行が困難で手助けが必要など問題
がある場合は預かり料金が変わって
きますが、条件・状態によりお預か
りできない場合があります。詳しく
はお問い合わせください。

料金
１頭　30,000円/月　（超大型犬
は追加料金）（食事代、ゲージ、
シーツ、おやつ等）
※治療費・予防ワクチン費用は別
途保証金（６か月分）　

対象者
老犬（猫応相談） 

③いきいきワーカーズおばた

住所 名古屋市東区山口町15-3
TEL 052-936-2867
FAX 052-936-2853
E-mail obacom@gctv.ne.jp
活動エリア 愛知県尾張地域

団体HP http://www.gc-net.jp/obacom/ 
 
サービス内容

ペットのえさやり、散歩

詳細情報

料金
１日２回2,000円から

対象者
特に定めはありません。

ペットのお手伝い8



⑳ＮＰＯ法人全国福祉理美容師養成協会（ふくりび）

住所 日進市香久山１-2809
TEL 052-801-5203
FAX 052-801-5203
E-mail info@hukuribi.jp
活動エリア 守山区　名東区　長久手市 
 日進市  
団体HP http://www.fukuribi.jp/

サービス内容
訪問理美容

詳細情報
その他、ネイル、エステ、リラク
ゼーションメニューなどがありま
す。
訪問スケジュールや割引料金につ
いては担当者が打ち合わせにてご
相談させていただきますのでまず
はお気軽にお問い合わせくださ
い。
タタミ２畳分のスペースがあれば
大丈夫。ご予約は訪問希望日の１
週間前までにお願いします。
お客様の体調、疾患を配慮し、一
人一人丁寧にサービスを提供させ
ていただきます。

料金
カット　2,500円　白髪染め　
3,000円　パーマ  4,000円　ポ
イントパーマ　2,500円　シャン
プー　1,000円　ポイントメーク
　1,000円　出張料金　1,500円

対象者
特に定めはありません。

㉕ＮＰＯ法人日本理美容福祉協会
住所 名古屋市緑区神の倉４-149-12
TEL 052-878-5105
FAX 052-878-5105
E-mail houmon.ribiyou.nagoya@re.commufa.jp
活動エリア 名古屋市　豊明市

団体HP http://www.f-npo.org/nagoya/

サービス内容
訪問理美容

詳細情報
なるべく早め（１週間前まで）に
ご予約ください。

料金
カット　3 ,000円　カラー　
3,000円　パーマ  3,000円　
シャンプー　500円　顔そり　
500円
出張料金　1,000円（消費税別
途） 

対象者
特に定めはありません。

きれいのお手伝い9
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