
高齢者向け生活支援サービス【買い物支援】 対象地区:中央ブロック 

※詳細については、各事業所・団体にお問い合わせください 

1 

サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
看護婦家政婦紹介 （有）篠田看護婦家政婦紹介所 

前橋市住吉町 2-2-2 
027-231-4135  

内容詳細 
家政婦は現在登録者約 50 名。希望を聞き、可能な限りサービス提供している。（外部の出
入りが可能な）病院、施設への派遣も行っている。看護師については、登録者も少なく、希
望どおりのサービス提供は困難な状況。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
基本的に市内。隣接している他市町村
でも対応可能であれば OK 
 

HP の料金表参照。その他、紹介手数料（基本賃金
の 20％）、初回利用時に初回求人受付事務手数料
（6 か月更新）として 1,100 円。交通費について自
己負担あり。 
 

 

2 

サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
サンケア自費サービス 株式会社 サンケア 

前橋市住吉町 2-2-2 
027-288-0462 地域包括支援センター中央西 

内容詳細 
【定休日】 
・HP 等では、日曜日・祝日と掲載。訪問介護同様、利用者が日曜日・祝日（年末・年始も
含む）のサービス利用を希望あり、スタッフの調整が付けば、サービス提供を行っている。
（年中無休） 
【自己負担】 
・サンケア HP(http://ｗｗｗ.sun-care.co.jp/)あり。HP には、自費サービス利用料金表は
掲載していない。 
・自費サービスの利用希望があれば、個々応相談。 
【サービス内容】 
・利用者の希望を確認し、対応できることであればサービス提供を行っている。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
隣接している他市町村でも対応可能で
あればＯＫ 

料金表は 30 分単位で設定。 
訪問介護のサービス提供時間に合わせて自費サービ
スを提供する場合と、訪問介護利用と別に自費サー
ビス利用する場合で料金が異なる。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
灯油の配達 大手町サービスステーション三山石油㈱ 

前橋市大手町 2-2-10 
027-224-1171  

内容詳細 
配達は平日のみ。三山石油㈱が前橋市内に７か所（桂萱・問屋町・天川大島・芳賀・富士
見・大胡・大手）ある。配送専門は桂萱で、三山ネットワークとして、すべて、配送注文が
集められ、灯油、軽油、ガソリンの配達を行っている。支払いは現金、振込、口座引落の方
法がある。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
 

灯油ならポリタンク（１８㍑）を２個以上であれば
配送。１㍑当たり１０円程度の配送料は加わる。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
便利屋 なんでもや丸越 

前橋市若宮町 3-10-3 
027-231-0709  

内容詳細 
代行業務、清掃、工事、修繕、身の回りの世話、見守りなど依頼内容は多々。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
群馬県全域 
 

見積もり無料 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
家事代行サービス 小池家政婦紹介所 

前橋市本町 3-1-20 
027-224-2645  

内容詳細 
相談内容による。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
 

8:00～18:00 1298 円～/時 
早朝夜間帯 1617 円～/時 深夜（22～6）1947 円
～/時 日勤（9-17）9086 円夜勤（18～8）
11328 円 泊込み（24ｈ）14160 円 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
食材配達 青果中川商店 

前橋市日吉町 3-33-13 
027-231-2777  

内容詳細 
青果物、野菜、鮮魚等の配達。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
近隣 
 

配達料無料 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
ボランティアセンター 前橋市社会福祉協議会 前橋ふれあいクラブ 

前橋市日吉町 2-17-10 
027-235-2081  

内容詳細 
利用料は事前に入金。家事支援等。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
前橋市内 
 

１時間 600 円 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
お酒・ジュース・米・調味料の配達 新井酒店 

前橋市朝日町 2-10-9 
027-224-6561  

内容詳細 
配達時間は 14 時～20 時。希望配達時間は注文の際に伝える。不在時の再配達は別途 300
円（税別）がかかる。 
日曜定休日。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
大胡・宮城・粕川・富士見地区以外の
全市。外出を控えたい方、大きくて重
い商品を運ぶのが大変な方、雨の日は
買い物をするのが大変な方など。 
 

合計金額 3000 円（税別）以上で配達無料。3000
円（税別）以下の場合は別途 300 円（税別）配達
料を頂戴いたします。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
生活支援サービス ヘルパーステーション一真 

前橋市城東町 5-15-3-201 
027-219-2349  

内容詳細 
内容・曜日・時間要相談 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 １時間４５００円 

 

10 

サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
フレッシー宅配便 クラシード若宮 

前橋市若宮町 1-5-1 
027-210-3777  

内容詳細 
店内で購入した商品を宅配車で自宅まで届ける。午前中の承りは当日１３時～１５時、１５
時までの承りは１６時～１８時に届く。時間の指定はできない。配達できないものがある
（冷凍食品、花、ガスボンベなど）。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
岩神町・平和町・住吉町・住吉町・日
吉町・大手町・千代田町・表町・朝日
町・下沖町・昭和町・国領町・若宮
町・城東町・紅雲町・本町・三河町・
三俣町・西片貝町・文京町・南町・幸
塚町・上沖町・東片貝町・上泉町・下
細井町・北代田町・下小出町・上小出
町・龍寺町・青柳町 

フレッセイカード会員で３０００円以上の購入で宅
配無料。３０００円未満は１回につき２００円（専
用ボックス３個まで） 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
惣菜配達 まる中 

前橋市城東町４－10－15 
027-233-3948  

内容詳細 
惣菜配達 
対象地区・対象者情報 費用負担 
近隣 配達料無料 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
自費サービス SOMPO ケア前橋 訪問介護 

前橋市西片貝町 5-19-6 
027-243-8822  

内容詳細 
介護保険外でのサービス(大掃除・電球の取替え・植木の剪定等)。単発での利用可能。 
営業日:サービス提供は土日・祝も空いていれば対応可能。 
問い合わせは平日 9 時～午後 6 時。電話でお申し込みください。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
市内全域 
 

午前 8 時～午後 6 時:30 分 2000 円、以降 30 分毎
(240 分まで)2000 円 
午前 6 時～午前 8 時/午後 6 時～午後 10 時:30 分
2500 円、以降 30 分毎(240 分まで)2500 円 
午後 10 時～午前 6 時:30 分 3,000 円、以降 30 分
毎(240 分まで)3,000 円 
(すべて税別) 
その他(交通費、駐車場代、外出援助時の費用、キ
ャンセル料)別途必要 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
お買い物配達便 カワチ薬局 前橋南店 

前橋市六供町 893-1 
027-225-0333  

内容詳細 
六供町であれば、店内で購入した商品について 14 時までに会計を済ませていれば当日配達
可。六供町以外の場合は、ご相談ください。 
定休日:元旦 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
 

六供町の場合:荷物１個 550 円                             
六供町以外は料金が変わりますので、ご相談くださ
い。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
保険制度外サービス（自費サービス） ヘルパーステーションくるみ 

前橋市天川原町 2-1-1 品川ハイツ B102 
027-221-5137  

内容詳細 
基本的には、介護保険を利用している方で介護保険範囲で不足の場合や、介護保険に該当し
ない生活援助（買い物、大掃除、外掃除、ゴミ出しなど）。 
定休日:日曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日） 
営業時間:原則、午前 8 時～午後 6 時まで。早朝、深夜は追加料金設定あり。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
対象地区:市内全域 
対象者:介護保険利用者 
申込み:ケアマネを通して相談してく
ださい。 

家事援助のみのサービス 
30 分未満:2,040 円 
30 分以上～1 時間:2,510 円 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
Nichii Life（シニアお手伝いサービ
ス） 

ニチイケアセンター前橋 
前橋市六供町 1163 
027-210-6120  

内容詳細 
高所の掃除/浴室の掃除/調理/家電製品の掃除/洗濯/買い物/玄関掃除/庭木の水遣り/布団干
し など。 
利用時間:応相談（時間により、追加料金設定あり） 
対象地区・対象者情報 費用負担 
対象地区:市内全域 
 

問い合わせをしてください。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
ケア＋プラ 3(キューブ) ケアセンターあかね 

前橋市南町 3-35-3 
027-220-4125  

内容詳細 
介護保険制度対象外の訪問介護サービスです。対象者例は、要介護や要支援認定を受けてい
ない方、介護保険制度では対象とならない内容の訪問介護サービスが必要なとき、入院・入
所中・一時退院帰宅時にも利用可能。一例として、大掃除（ワックスがけ、窓ガラス拭き、
部屋の模様替え）、花木への水やり、草むしり、非日常的な買い物（年末年始の買い物等）
の代行、入院中の必要品の調達、調理・掃除・洗濯などの日常的な家事。 
利用時間:原則午前 8 時～午後 6 時 
対象地区・対象者情報 費用負担 
市内全域。旧大胡、粕川、宮城、富士
見は要相談。 
 

基本・単独型(税別):2,400 円(30 分まで)、3,600
円(30 分～1 時間まで) 
介護保険サービス連続型(税別):1,600 円(30 分ま
で)、2,800 円(30 分～1 時間まで)                           
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
かけはし有償ボランティア NPO 法人かけはし 

前橋市朝倉町 1-5-1 
027-261-3955  

内容詳細 
事後でも可能だが、「利用会員入会申込書」で登録が必要  
ご利用可能時間帯:午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 
【自己負担】 
家事支援 ヘルパー１人/ｈ 1,500 円（税別） 
大掃除１人/ｈ 1,500 円（税別） 
身体介護 ヘルパー１人/ｈ 1,500 円（税別） 
草むしり、木の剪定など １人/ｈ 1,300 円（税別）通院介助 1 人/ｈ 1200 円（税別） 
【その他利用項目】 
日曜大工（屋根の修理は不可）、タイヤの履き替え、障子張り（襖の張替は不可）、布団干
しなど 
一次的な病気やケガなどで家事（調理、ゴミだしなど 
定休日:土曜日・日曜日、年末年始（12/29～1/3） 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 （事務所より半径４km 圏内） 
 

会員費 1,000 円 / 毎年 
家事支援 1,500 円（税別）/ｈ 
身体介護 1,500（税別）/ｈ 
大掃除・木の剪定など 1,500 円（税別）/ｈなど 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
生活支援（アキカイゴタクシー） 株式会社あき 

090-4174-7038  
内容詳細 
料金は要相談（見積もり） 
＜その他＞不用品の回収、施設への引越し手伝いもいたします。 
24 時間／365 日 受け付け・対応（予約制） 
対象地区・対象者情報 費用負担 
前橋市、渋川市、太田市、桐生市、富
岡市、本庄市、玉村町 
 

要見積もり 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
食材配達 ヨシケイ群馬前橋営業所 

前橋市西善町 611-4 
027-266-7700  

内容詳細 
食材のキット、レンジや湯煎で簡単にできる調理済メニュ－、冷凍弁当等の配達を行ってい
ます。子育て世代から高齢者世代まで様々な層に対応した多彩なメニューがあります。カロ
リー制限食や 1 人用の食事も用意されています。１日単位の注文と１週間おまかせメニュ－
があります。詳細はホームページやメニューブックを参照してください。 
平日午前 8 時 30 分～午後 5 時。土日休み、祝日は営業しています。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市  
 

配達料無料。 
費用詳細はホームページやメニューカタログ参照。 
【例】夕食食材 2 人用 1,132 円/日、冷凍弁当
（ご飯無し）1,030 円/2 食分   
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
高齢者向け配食弁当 まごころ弁当 

前橋市西片貝町 4-15-5 
027-289-9790  

内容詳細 
キャンセルは前日 12:00 までに電話連絡。高齢者個人宅と施設入所者にも提供。保育園に
も提供している。 
１月１日～１月３日 休業 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 一部要相談 
 

指定配食普通弁当セット 700 円 
おかずのみ 650 円 他 療食弁当あり 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
日用品配達 カワチ下小出店 

前橋市下小出町 1－1-5 
027-231-5380  

内容詳細 
夕便と夜便・翌日配達。配達時間①19:00 まで ②19:00～21:00 ③翌日。締め切り
16:00。年中無休。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
①②③対応地区:下小出町、上小出
町、北代田町、昭和町、国領町、住吉
町、若宮町 
②③対応地区:青柳町、龍蔵寺町、南
橘町、川端町、日輪寺町、千代田町、
大手町、本町、富士見町 

お買物配送便(店内で購入した商品を自宅へお届け)
３辺の合計が１６０㎝以内、２５㌔まで１個 500
円。 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
高齢者向け宅配弁当、日用品配達 宅配クック１２３前橋中央店 

前橋市下小出町 2-22－10 
027-289-0421  

内容詳細 
カロリー、塩分調整食、透析食、ムースセット食、消化にやさしい食あり。安否確認＋1 分
間のおせっかいサービス。雨天時の洗濯物取り込み、郵便物確認、エアコン温度調整等。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
 

普通食おかずのみ 777 円 おかず＋ご飯８２０円 
朝食パンセット 275 円 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
移動販売（光明園 うどん） しきしま老人福祉センター 

前橋市荒牧町 11541 
027-233-2121  

内容詳細 
うどんの移動販売 
販売日時 毎週火曜日１１時４５分～１３時（販売店により若干異なります） 
しきしま老人福祉センター建物内で実施のため、入館料がかかる場合があります。詳細はし
きしま老人福祉センター｜前橋市社会福祉協議会ホームページ http://www.mae-
shakyo.or.jp/kourei/rousen/shikishima/を参照ください。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
移動販売（ベーカリーカフェすてっぷ 
パン） 

しきしま老人福祉センター 
前橋市荒牧町 11541 
027-233-2121  

内容詳細 
パンの移動販売 
販売日時 毎週水・金曜日１１時４５分～１３時（販売店により若干異なります） 
しきしま老人福祉センター建物内で実施のため、入館料がかかる場合があります。詳細はし
きしま老人福祉センター｜前橋市社会福祉協議会ホームページ http://www.mae-
shakyo.or.jp/kourei/rousen/shikishima/を参照ください。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
  



高齢者向け生活支援サービス【買い物支援】 対象地区:中央ブロック 

※詳細については、各事業所・団体にお問い合わせください 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
移動販売（ベーカリーなかま パン） しきしま老人福祉センター 

前橋市荒牧町 11541 
027-233-2121  

内容詳細 
パンの移動販売 
販売日時 毎週木曜日１１時４５分～１３時（販売店により若干異なります） 
しきしま老人福祉センター建物内で実施のため、入館料がかかる場合があります。詳細はし
きしま老人福祉センター｜前橋市社会福祉協議会ホームページ http://www.mae-
shakyo.or.jp/kourei/rousen/shikishima/を参照ください。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
移動販売（よろず屋寒春 惣菜・パ
ン） 

しきしま老人福祉センター 
前橋市荒牧町 11541 
027-233-2121  

内容詳細 
惣菜、パンの移動販売 
販売日時:基本隔週（月） 11:45～15:00（ただし販売店の事情により休止する場合有
り） 
しきしま老人福祉センター建物内で実施のため、入館料がかかる場合があります。詳細はし
きしま老人福祉センター｜前橋市社会福祉協議会ホームページ http://www.mae-
shakyo.or.jp/kourei/rousen/shikishima/を参照ください。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
食品配達 澤屋 

前橋市天川大島町 3 丁目３９－１ 
027-261-6349  

内容詳細 
その日の朝に打った手打ちうどん・そばを要望があれば宅配してくれる。前橋市内であれば
宅配可。宅配は永明、桂萱地区であれば何曜日でも可能。他の地区は要相談。営業時間１０
時から１6 時まで。定休日日曜日 
対象地区・対象者情報 費用負担 
前橋市内 
 

１パック２人前３００グラム。生うどん１８０円 
 



高齢者向け生活支援サービス【買い物支援】 対象地区:中央ブロック 

※詳細については、各事業所・団体にお問い合わせください 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
食品配達 中島ストアー 

前橋市上増田町 1731 
027-266-1045  

内容詳細 
パンやお酒 食料品。配達します。配達料金無料。 
営業時間 １０時００分～１８時００分 
定休日 日曜 
対象地区・対象者情報 費用負担 
全市 
 

購入して頂いた品物代金 
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サービス・活動名 事業所・グループ団体名／問い合わせ先 
食品配達 富士見町農産物加工組合 

027-288-7919 富士見農産物直売所 
内容詳細 
直売所の品物（ふじみ産）、弁当、野菜。配達は日曜日の 10:00～14:00 のみ。配達可能な
地域については直接ご相談下さい。 
営業日:土日の 9 時から 16 時 
担当者:金と月の午前中は事務所に居ます。 
対象地区・対象者情報 費用負担 
前橋市内（前橋駅付近まで） 
 

配達料金は無料、食材のみの料金 
 

 


