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表紙 QRコード　社協HP用

発行年月を改訂年月に変更

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

袖ケ浦市おたすけ手帳
令和３年３月版→令和４年３月改訂

P2 もくじ ページの変更　③移動販売…8→7
P3 ①お弁当の定期配達 けんたくんかずさ木更津店 受付時間の変更　9：00～18：00→9：00～17：00

【配食】（550円/1食～）→（550円/1回お届け3食～/※冷凍
でのお届けです）

P4 ①お弁当の定期配達 コープデリ（夕食宅配） 【名称（所在地）】生活協同組合コープみらい（夕食宅配）※要生
協加入（市原市椎津）
【連絡先】0120-502-160
【受付時間】月～金9：00～19：30、土9：00～18：00
【定休日】日曜日、年末年始
【配食】舞菜弁当（ご飯付き）577円、舞菜おかず（おかずのみ）
626円、エネルギー塩分調整食753円　※価格は税込各1食
※お弁当と一緒にサイドメニュー（牛乳・卵・パン等）もお届け
します。
【注文方法】電話　配達前週火曜日〆切（要登録）
※組合員でない方はコープみらいにご加入いただきます。ご
加入の際は出資金500円をお預かりします。出資金は脱退時
に返金します。
【配達方法】月曜日～金曜日のうち、週3日から配達します。
（配達は自動継続）配達時不在の場合は、ご指定場所へ保冷箱
でお届けします。
【支払方法】月1回の口座引落
※配達時の情報をご親族等へメールでお知らせする「お届け
確認メールサービス」が無料でご利用いただけます。（要登録）

P4 ①お弁当の定期配達 生活協同組合パルシステム千
葉（夕食宅配）

【配食】追加→ヘルスケアおかずセット（低糖質・減塩）3,607
円/5食1セット（全て税込）
※ヘルスケアおかずセットはクール宅急便（冷凍）で毎週月曜
日にお届けします。

P5 ②食料品・日用品の配達（食品
等店頭購入品の配達）

㈱主婦の店福王台店 【PR】追加→繁忙期はお断りする場合があります。

P5 ②食料品・日用品の配達（食品
等店頭購入品の配達）

のぞみ野マルシェ 受付時間の変更　9：30～19：30→9：30～19：00
営業時間の変更　10：30～19：00→9：30～19：00
fax番号の変更　0438-38-3764→0438-53-7513

P6 ②食料品・日用品の配達（食品
等カタログ購入品の配達）

コープデリ（コープみらい姉ケ
崎センター）

【名称（所在地）】生活協同組合コープみらい（コープデリ姉崎
センター）※要生協加入（市原市椎津）
【営業時間】月～金9：00～20：00、土9：00～17：00
【定休日】日曜日、年末年始
【内容】食品全般、日用品等（カタログ・ホームページ掲載商品）
の配達
3人以上のグループはご利用手数料無料。個人宅配・2人グル
ープはご利用手数料が発生します。以下の「くらし応援割引」
（ご利用手数料が無料または割引き）があります。
①赤ちゃん割引（母子手帳交付から1歳未満のお子さまがい
る場合）
②子育て割引（1歳から小学校入学までのお子さまがいる場
合）
③シルバー割引（世帯全員または2人世帯のいずれか1人が
65歳以上の場合）
④ふれあい割引（組合員さんご自身または同居するご家族に、
障害者手帳などをお持ちの方がいらっしゃる場合）
⑤自然災害割引（自然災害の被災により「り災証明書の交付」
を受けている方で交付日（申請日）から1年以内の場合）
※ご利用金額によってご利用手数料が無料になる制度もあり
ます。
【依頼方法】注文品配達時に翌週の注文書を回収（インターネ
ット可）
【支払方法】月1回の口座振替
※組合員でない方はコープみらいにご加入いただきます。ご
加入の際は出資金500円をお預かりします。出資金は脱退時
返金いたします。

『袖ケ浦市おたすけ手帳（令和３年３月版）』用追加・修正差込版（令和４年１月現在）
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P6 ②食料品・日用品の配達（食品
等カタログ購入品の配達）

生活協同組合
パルシステム千葉

【内容】※以下の方は手数料１回税込198円が半額→99円で
利用できます。
③高額利用特典（１回の購入金額が6,000円（税込）以上の場
合→削除
追加→◆1回の利用金額が税込15,000円以上の場合は手数
料0円となります。
ベビーキッズ特典（手数料無料）→（手数料優遇）

P6 ②食料品・日用品の配達（食品
等カタログ購入品の配達）

セブンミールサービス（セブン
イレブン）

削除

P7 ②食料品・日用品の配達（日用
品の配達）

㈲豊島薬局 削除

P8 ③移動販売 ㈱主婦の店（まごころ便） 「生活のお困りごと相談室（家具の移動やプチリフォーム）」→
削除

P8 ④灯油の配達 ㈱石井商店 受付時間の変更　土曜日8：00～18：00

P8 ④灯油の配達 堀川産業㈱千葉営業所 灯油の料金　18ℓ1,780円～→2,080円～

P8 ④灯油の配達 コメリハード＆グリーン横田店 灯油の宅配新規追加
【電話注文】（連絡先）灯油専用ダイヤル0120-371-445
(受付時間)月～土9：00～18：00
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ注文】（検索方法）KOMERI.COM（コメリドットコ
ム）で検索
（受付時間）24時間　※高齢者やパソコンをお持ちでない場
合など店頭での入力も受付
【対応地区】袖ケ浦市内可能　※一部配達できないエリアが有
ります。ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ注文時では住所を入力すると可能エリアかど
うかの確認ができます。
【電話注文の支払方法】コメリＪＣＢカード（クレジット）、コ
メリアクアカード（チャージ）※事前に7,000円以上のチャー
ジが必要、現金不可
【ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ注文の支払方法】クレジットカード（ＪＣＢ・マスタ
ー・ＶＩＳＡ）
【配達】18ℓ缶を3缶から配達、毎週木曜日（時間指定不可）※
事前に缶の置き場所を指定して不在でも配達可

P10 ②クリーニングの訪問集配 クリーニング専科の集配サー
ビス

受付時間の変更　9：00～18：00→9：00～17：00
定休日の変更　水、第3木曜日→水、木、日曜日、年末年始、Ｇ
Ｗ、お盆休み除く
配達料無料　2,500円（税込）以上→3,000円（税込）以上
依頼方法→当日可能　削除
支払方法→PayPay追加

P10 ②クリーニングの訪問集配 ウォータークリーニング横田 ※㈲豊島薬局が取次→削除

P13 ①家事代行・ヘルパー 家事代行アルト 【内容】大掃除→削除、草取り・枝落とし→追加

P13 ①家事代行・ヘルパー げんき介護相談所 定休日の変更　年中無休→年末年始

P13 ①家事代行・ヘルパー ㈱美咲 名称変更　㈱美咲→㈱美咲コーポレーション

P14 ①家事代行・ヘルパー けんたくんかずさ木更津店 営業時間の変更9：00～18：00→9：00～17：00

P14 ②ハウスクリーニング専門の
業者

おそうじ本舗袖ケ浦店 【料金】換気扇15,000円～→16,500円（税込）～、エアコン
11,000円～12,100円（税込）～

P15 ③軽作業（庭木の手入れなど） 袖ケ浦市シルバー人材センター 【料金】大工：11,440円（税込）～→11,704円（税込）～、掃除：
8,136円（税込）～8,384円（税込）～



掲載ページ 事業者名 追加・修正内容

P15 ③軽作業（庭木の手入れなど） けんたくんかずさ木更津店 営業時間の変更　9：00～18：00→9：00～17：00

P16 ④不用品・家庭ごみの処分、リ
サイクル店

TKライフサービス 【PR】追加→引越しに伴う不用品やゴミの片付け等…どんな
ことでもお気軽にお問い合わせください。見積は無料です。

P16 ⑤軽作業・生活支援を行う有償
ボランティア

NPO法人袖ケ浦げんきか～い 【名称】の変更　NPO法人袖ケ浦げんきか～い（長浦駅前）→
袖ケ浦げんきか～い日常生活支援（蔵波）
【連絡先】代表者名追加→（相原）
【支払方法】金券の事前購入→削除

P18 4.住まいの困りごと（水まわ
り・電気・家のリフォーム）

日地㈱ 削除

P19 4.住まいの困りごと（水まわ
り・電気・家のリフォーム）

けんたくんかずさ木更津店 営業時間の変更　9：00～18：00→9：00～17：00

P20 ①介護タクシー らくらく介護タクシー 【支払方法】追加→タクシー券もご利用できます。

P21 ①介護タクシー NPO法人在宅福祉サービス袖
ケ浦ふれあい

削除

P21 ①介護タクシー ㈱美咲介護タクシー事業部 【支払方法】追加→タクシー券もご利用できます。

P22 6.やさしいサービスいろいろ
（メガネ・補聴器等）

木更津補聴器センター 【所在地】（木更津市大和1-9-22）
営業時間の変更　水曜日10：00～17：00
【付随サービス】故障対応時対応（3,000円）→故障時出張料
（3,000円）

P22 6.やさしいサービスいろいろ
（メガネ・補聴器等）

ドコモショップ長浦駅前店 営業時間の変更　10：00～19：00→9：00～18：00

P22 6.やさしいサービスいろいろ
（メガネ・補聴器等）

㈲豊島薬局 削除

P22 6.やさしいサービスいろいろ
（メガネ・補聴器等）

ミツバチ助け隊 連絡先の変更　090-8721-8333→080-6437-3851

P24 ②地域のボランティア団体、
NPO

NPO法人袖ケ浦げんきか～い
（長浦駅前）

【名称】の変更　NPO法人袖ケ浦げんきか～い（長浦駅前）→
袖ケ浦げんきか～い日常生活支援（蔵波）
【連絡先】代表者名追加→相原
【ボランティアや会員互助】→削除、【費用負担等】会費有→削除
【PR】「生活支援サポーター」→「日常生活支援者サポーター」

P25 ④就労などの相談 公共職業安定所（ハローワーク
木更津）

0438-25-8609（代）

P25 ④就労などの相談 公共職業訓練施設 【相談窓口】公共職業訓練施設→公共職業訓練
【相談内容】就職に必要な技能や技術指導→就職に必要な知識
や技術指導（内容により各所設置）
【電話】詳しくは市商工観光課まで0438-62-3428→制度の
詳細：ハローワーク木更津0438-25-8609（代）

P26 ①サロン・集いの場（地区社協：
ふれあいサロン）

サロンいきすこ 会場の変更→まきば台吉村様宅→まきば台個人宅

P26 ①サロン・集いの場（地区社協：
ふれあいサロン）

ふれあい長楽サロン 開催日の変更　不定→不定期

P26 ①サロン・集いの場（地区社協：
ふれあいサロン）

川原井よってけサロン 会場の変更　第６分区集会所→川原井青年館
時間の変更　１０：００～→９：３０～

P26 ①サロン・集いの場（地区社協：
ふれあいサロン）

阿部・堂谷サロン 会場の変更　阿部公会堂→阿部個人宅
時間の変更　１３：３０～→1３：００～
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P26 ①サロン・集いの場（地区社協：

ふれあいサロン）
滝の口スマイルサロン 会場の変更　滝の口粕谷様宅→滝の口個人宅

※12月は第1金曜日→削除
※お食事会等内容によっては負担金→別途負担金

P27 ①サロン・集いの場（地域の自
主的なサロン・カフェ等）

長浦地区　NPO法人袖ケ浦げ
んきか～いサロン（長浦駅前自
治会館）

削除

P27 ①サロン・集いの場（地域の自
主的なサロン・カフェ等）

中富地区　オレンジカフェ　
ウエルカフェ

開催場所の訂正（ウエルシア横田店）→（ウエルシア袖ケ浦横
田店：横田2632-1）
開催時間の変更　13：30～→13：30～14：30

P27 ①サロン・集いの場（地域の自
主的なサロン・カフェ等）

昭和地区　オレンジカフェ袖
ケ浦

開催時間の変更　11：00～12：00→10：30～12：30

P30 ①市の高齢者向け事業につい
て（介護保険以外）

高齢者タクシー料金助成事業 対象者の変更　75歳以上の方のみで構成された非課税世帯
の方→65歳以上の方のみで構成された非課税世帯のうち、
75歳以上の方（Ｒ4.4月～）

P31 ②介護保険の申手続き等の相
談

介護保険課 所在地の変更　10番窓口→削除

P32 ③袖ケ浦市社会福祉協議会　 そでがうらし社協だより 【名称】の変更　そでがうらし社協だより→広報
【内容】の変更　毎月１５日に広報紙を発行→偶数月１日に社
協だよりの発行やTwitterを更新

P32 ③袖ケ浦市社会福祉協議会　 お花見昼食会（地区社協） 【名称】の変更　お花見昼食会→お楽しみ昼食会
【内容】の変更　ひとり暮らし高齢者を対象とし、桜や菖蒲な
どのお花見会→ひとり暮らし高齢者等を対象とし、合同昼食
会

P32 ③袖ケ浦市社会福祉協議会　 ふれあいサロン（地区社協） 【内容】の変更　（介護保険利用者も参加できます。）→削除
P32 ③袖ケ浦市社会福祉協議会　 ひとり暮らし高齢者等見守り

訪問事業（地区社協）
【内容】の変更　年齢を満年齢とする

P33 ③袖ケ浦市社会福祉協議会　 歳末たすけあい 【内容】の変更　ひとり暮らし高齢者→高齢者世帯
P33 ③袖ケ浦市社会福祉協議会　 下図 ホームページアドレスの訂正

https://www.sodegaura-shakyo.jp
P34 ④その他の相談窓口（消費者相

談等）
生活自立相談 相談内容の追加→ひきこもりに関すること

P35 ⑥運転免許自主返納について 文言の訂正、追加　　例）運転免許→運転免許証、千葉県警ホ
ームページなど

P37 ③災害時の情報発信 市公式LINEの新規追加。
LINEで情報を発信。〈登録方法〉LINEアプリ
ホーム右上の「友だち追加」を選択して、ID
（@sodegaura_city）検索またはQRコード
を読み取ってください。

P38 11.終活（しゅうかつ） エンディングサポート事業 （令和3年度から開始）→削除
P38 11.終活（しゅかうつ） 【市内の葬祭場】 【市内の葬祭場】会館名追加→サンセルモ玉泉院袖ケ浦会館
P39 12.地域包括支援センター 発行・編集の改訂年月追加→令和４年３月改訂

QRコード




