
２０２１年６月８日現在

No 団　体　名 提供エリア　（町名）

1 堺1 相原町 ナンヘル 相原町

2 堺1 相原町 元橋ささえあい連絡会 相原町

3 堺2 小山町 NPO法人ゆどうふ 小山地区

4 忠1 小山田桜台
町田・ワーカーズ
まちの縁がわ小山田桜台

小山田桜台団地,常盤,図師,上小山田町,下小
山田町

5 忠2 山崎町
シーアイハイツ町田
たすけあいの会

山崎町

6 鶴2 三輪緑山 三輪緑山ボランティアの会 絆 三輪緑山1丁目ー4丁目

7 町2 本町田 ほのぼのボランティアクラブ 本町田、木曽団地、藤の台団地、山崎団地

8 町3 玉川学園 玉川学園地区社会福祉協議会 玉川学園、東玉川学園

9 町3 南大谷 南大谷　みいちゃんサービス 南大谷及び周辺地域

10 南1 小川 有償ボランティア　ささえ愛ひまわり
つくし野、南つくし野、鶴間、金森東、南成瀬
成瀬が丘、南町田、小川

11 南1 南成瀬 まちの縁がわ・町田
小川、つくし野、南つくし野、金森、金森東
南成瀬、成瀬が丘、成瀬、西成瀬、高ヶ坂
　（町田市南エリア 応相談）

12 南1 鶴間 南町田福祉ネットワーク 鶴間１ー３丁目

13 南3 成瀬 成瀬お助けたい
成瀬1-4丁目、成瀬台1-2丁目、西成瀬、成
瀬町内会の一部

町田市 生活支援団体ネットワーク 登録団体一覧

所在地

※生活支援団体ネットワーク登録団体のうち、補助金を受給している団体とホームページへの掲載を希
望する団体のみ掲載しています。



No.１ 団体名 所在地 相原町

なし 無料

No.２ 団体名 所在地 相原町

あり 無料

水曜  （９：３０－１５：００）

相原町

話し相手、ゴミ出し、電球交換

０４２－８５１－２８７０

利用料

月－金曜  （１０：００－１６：００）

月・水・金曜  （１０：００－１６：００）

見守り、話し相手、買物代行、買物付添、通院付添
その他（お出掛け支援）

月－金曜  （９：００－１１：３０）

ナンヘル

元橋ささえあい連絡会

提供エリア

活動内容

申込連絡先

電話受付時間

活動時間

会員制の有無

活動時間

電話受付時間

活動内容

申込連絡先 ０４２－７７４－７７０８

利用料

提供エリア 相原町

会員制の有無



No.３ 団体名 所在地 小山町

あり（任意）
（賛助会員制度あり）

５００円／１回（２人）

No.４ 団体名 所在地 小山田桜台

あり
（会費　１０００円／年）

５００円／３０分

ＮＰＯ法人ゆどうふ

小山地区

見守り、話し相手、掃除洗濯、買物代行、庭の手入れ等
散歩付添、電球交換

電話受付時間 月、水、木、金  （１１：００－１６：００）

活動時間 月、水、木、金  （１１：００－１７：００）

提供エリア

活動内容

小山田桜台団地、常盤、図師、上小山田町、下小山田町

活動内容
見守り、話し相手、掃除洗濯、調理、買物代行、薬受取り、ゴミ出し、
庭の手入れ等、布団干し、買物付添、通院付添、散歩付添、
電球交換、被服補修、ペットの世話

申込連絡先

申込連絡先 ０４２－８１４－６６７５　（事務所）

会員制の有無 利用料

町田・ワーカーズ
まちの縁がわ小山田桜台

提供エリア

電話受付時間 火－日  （１１：００－１４：００）

活動時間 火－日  （１１：００－１４：００）

０４２－８６０－１００９　（事務所）

会員制の有無 利用料



No.５ 団体名 所在地 山崎町

なし
１００円、２５０円／回
２５０円／３０分

No.６ 団体名 所在地 三輪緑山

あり ２００円／３０分

提供エリア

活動内容

申込連絡先 ０４２－７９３ー７４４３

月－金曜　（９：００－１７：００）

利用料

見守り、話し相手、掃除洗濯、調理、買物代行、薬受取り、ゴミ出し、
庭の手入れ等、布団干し、買物付添、通院付添、散歩付添、
電球交換、被服補修、ペットの世話、その他（家具の移動・補修、
家電・PCの点検）

０４４－９８９－８６５５

月－金曜　（９：００－１６：００）

三輪緑山１丁目－４丁目

シーアイハイツ町田内

話し相手、掃除洗濯、調理、買物代行、薬受取り、ゴミ出し、
ベランダ・庭の手入れ等、布団干し、買物付添、通院付添、
電球交換、被服補修、ペットの世話

シーアイハイツ町田たすけあいの会

活動内容

申込連絡先

電話受付時間

提供エリア

三輪緑山ボランティアの会 絆

電話受付時間 金曜　（１０：００－１２：００）

活動時間 日曜　（１０：００－１２：００）

会員制の有無 利用料

活動時間

会員制の有無



No.７ 団体名 所在地 本町田

あり
（会費　５００円／年）

１０００円／６０分

No.８ 団体名 所在地 玉川学園

あり
（登録料　１５００円／年）

１０００円／６０分

提供エリア 本町田、木曽団地、山崎団地、藤の台団地

活動内容

玉川学園地区社会福祉協議会

ほのぼのボランティアクラブ

月ー金曜　（８：３０－１７：３０）

電話受付時間 月－金曜　（１０：００－１６：００）

活動時間 月－金曜　（１０：００－１６：００）

会員制の有無

見守り、話し相手、掃除清掃、調理、買物代行、薬受け取り、ゴミ出し、
庭の手入れ、布団干し、買物付添、通院付添、散歩付添、電球交換、
その他（趣味の相手　　）

不定期

会員制の有無 利用料

見守り、話し相手、掃除洗濯、買物代行、ゴミ出し、庭の手入れ等

申込連絡先 ０４２－７１０－３０６５　（事務所）

活動時間

利用料

提供エリア 玉川学園、東玉川学園

活動内容

申込連絡先 ０４２－８１０－２０６２　（事務所）

電話受付時間



No.９ 団体名 所在地 南大谷

あり
（会費　１５００円／年）

５００円／３０分

No.１０ 団体名 所在地 小川

あり
（入会金　１０００円）

１０００円／６０分

有償ボランティア ささえ愛ひまわり

電話受付時間 月－土曜　（９：００－１６：００）

活動時間 月－土曜　（９：００－１６：００）

会員制の有無 利用料

提供エリア つくし野、南つくし野、鶴間、金森東、南成瀬、成瀬が丘、南町田、小川

活動内容

見守り、話し相手、掃除洗濯、調理、買物代行、ゴミ出し、庭の手入れ等、
布団干し、買物付添、通院付添、散歩付添、電球交換
その他（障子・網戸張替、　納戸・物置の片付け、換気扇取替、エアコンの
掃除等）

申込連絡先 ０４２－７９５－６２３９

活動時間 月－金曜　（９：００－１７：００）

会員制の有無 利用料

南大谷　みいちゃんサービス

提供エリア 南大谷及び周辺地域

活動内容
掃除洗濯、買物代行、ゴミ出し、庭の手入れ等、通院付添、電球交換、
その他（応相談　　）

申込連絡先 ０９０－６５３８－７８１０　（事務所）

電話受付時間 月－金曜　（９：００－１７：００）



No.１１ 団体名 所在地 南成瀬

なし ５００円／３０分

No.１２ 団体名 所在地 鶴間

なし ５００円×２名／回

まちの縁がわ・町田

南町田福祉ネットワーク

０９０－９３７４－３４２１

電話受付時間 月－金曜　（９：００－１７：００）

活動時間 月－金曜　（９：００－１７：００）

会員制の有無 利用料

提供エリア 鶴間１ー３丁目

活動内容
見守り、ゴミ出し、庭の手入れ等、買物付添、電球交換
その他（草花の水やり、家具の移動）

申込連絡先 ０９０－１６５４－０２９４　（事務所）

電話受付時間 日－土曜　（９：００－１７：００）

活動時間 応相談

会員制の有無 利用料

提供エリア
小川、つくし野、南つくし野、金森、金森東、南成瀬、成瀬が丘、成瀬
西成瀬、高ヶ坂、（町田市南エリア）

活動内容
見守り、話し相手、掃除洗濯、調理、買物代行、薬受取り、ゴミ出し、
布団干し、買物付添、電球交換、被服補修、ペットの世話

申込連絡先



No.１３ 団体名 所在地 成瀬

なし ５００円／３０分

成瀬お助けたい

電話受付時間 月－金曜　（９：００－１７：００）

活動時間 月－金曜　（９：００－１７：００）

会員制の有無 利用料

提供エリア 成瀬１-４丁目、成瀬台１-２丁目、西成瀬、成瀬町内会の一部

活動内容

見守り、話し相手、掃除洗濯、調理、買物代行、ゴミ出し、庭の手入れ等、
布団干し、買物付添、通院付添、散歩付添、電球交換、被服補修、
ペットの世話、
その他（家具の移動、雪かき、車移動、部屋の整理、ＰＣのトラブル相談）

申込連絡先 ０９０－９２００－９４４０　（事務所）


