
名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

ヘルパーステーション福和園

自費サービス
〇身体介護　〇生活援助　〇通院付き添い
利用料金：ご利用時間、内容によって異なります
<平常の提供時間帯>午前８時から午後６時まで
<交通費>事業所からご利用者様のご自宅までの距離が10ｋｍを超える場合は、
追加料金有

薩摩川内市
御陵下町29番50号

20-1047

ふれあい介護サービス
 コープヘルパーステーション

〇身体介護　〇生活(家事)援助　〇移動支援事業
 〇家事援助、身体介護、通院介助　〇重度訪問介護
<平日>月曜日～金曜日（８時から18時まで）祝祭日を除く 
<時間外>平日(６時から8時、18時から20時)土・日・祝祭日
 利用料金：ご利用時間、内容によって異なります

薩摩川内市
中郷町1丁目10-24

22-8024

作業代行の
スマイルカンパニー

事前（１週間前までに）予約が必要
〇遺品整理業　〇買い物代行サービス　〇清掃業
〇ニット染色整理　〇ハウスクリーニング　〇便利業 
〇墓石クリーニング　〇床磨きサービス
(キッチン掃除は要相談)
※料金は目安で、掃除を行う場所の広さ等によって料金の加算あり。

薩摩川内市
高城町704-1

090-1175-0700

この指とまれ

家事支援(家事一般)・介護支援(高齢者のお世話) 
子育て支援(産前・産後のケア、お子さまのお世話)
集団保育(講演会・コンサート・お母様の学習会)・その他
利用料金：１時間単位
(45分からの１５分刻みの利用可能)
<交通費>事務所からご利用者様のお宅までの距離 
(5ｋｍ単位・10ｋｍ以上は5ｋｍ毎に加算)

薩摩川内市
宮内町3886-1

20-1370

<ケア依頼>事務所までご連絡下さい
<キャンセル>前日までに事務所に連絡  当日
キャンセルの場合、キャンセル料として予定利用
時間の半額分を、訪問していた場合は予定利用
時間の半額分と交通費を頂く事になります。

●〇●生活支援●〇●



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

日の丸
 シティサービス

便利屋代行サービス
サービス内容
・不用品、資源ごみ、粗大ごみの処分
・各部屋の掃除・引っ越し、家具等の移動、運搬
・庭の掃除、草刈、枝木の伐採・日曜大工・外壁等の住宅塗装
・家事サービス（掃除、買い物等）・その他の困りごと
 ※仕事内容に応じて見積もりを作成する。

薩摩川内市
御陵下町21-6

0120-339-082
25-0707

かごしま
水道職人プロ

サービス内容
 ＜水漏れ＞
＜つまり＞
＜トイレ修理＞
※ベッド出張費3,000円（税別）かかる。
台所、お風呂、洗面所、給湯器、その他、水回りのことなら
なんでも相談ください。

薩摩川内営業所
薩摩川内市
国分寺町

0120-492-315
24時間、365日対応

お見積り無料。

ダスキンせなあ

＜家事お手伝いサービス＞
掃除機かけ、庭掃除、洗濯、買い物、洗濯干し、布団干し、
水回り片付け、調理　等日常の家事を組み合わせ自由。
定期サービス：6,480（税込）　1回2時間、スタッフ1名で対応
1回のみサービス：7,560円（税込）

薩摩川内市
高城町1692

0996-23-5425

相談、見積もり無料。
定期サービスの訪問頻度は
1週間に1～5回、2週間に1回等選択可。
別途交通費不要。園長時間単位
男性のみ在宅の場合は、
スタッフ2名1時間での訪問。

Ｂｅｎｒｙ

便利屋代行サービス
サービス内容
ハウスクリーニング・屋外清掃・害虫駆除・害獣、害鳥対策
メンテナンス（家屋）・エアコンクリーニング、工事
・水回り・不用品処理の手伝い・遺品整理、その他困りごと
料金：仕事内容に応じて見積もり作成

薩摩川内市
永利町687-1

0120-035-378
20-7282



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

司法書士による
財産・登記無料相談

＜財産・登記の相談や金銭賃借など契約全般の相談＞
日時：毎月第2木曜日　13：30～16：30
場所：総合福祉会館（薩摩川内市社会福祉協議会）
対象：市内居住者（法人は除く）
定員：先着6人（1人30分）
申し込み方法：電話

問い合わせ・申し込み先
薩摩川内市社会福祉協議
会
本所

22-2355
受付時間
平日9時～17時15分

公益社団法人
薩摩川内市シルバー人材センター

＜一般作業＞
屋外作業：除草、草刈　等　918円～/時間
屋内作業：皿洗い、調理、掃除　等　886円～/時間
＜福祉サービス＞
家事手伝い、家庭内掃除、洗濯　等　918円～/時間
 ＜福祉・家事＞
高齢者介護、病人介護、通院介護　918円～/時間

薩摩川内市
百次町1090番地1

22-5819

・草刈に機械を使用した場合、
250円/時間の使用料（燃料代込み）
を加算します。
就労先により交通費を負担して頂く
場合があります。
・仕事内容により、発注者と協議し
単価を多少変更することもあります。
・就業時間は7時間30分を基準とし
2時間以内の場合は2時間で計算する。

ヘルパーステーション
大海

自費　保険外サービス
・身体介護・家事支援・外出支援→土曜日は１０％加算
・入退院支援（入院中の洗濯・買い物代行）→交通費要

薩摩川内市
宮崎町2996番地1
サービス付高齢者住宅
ガーデン大海

29-3156

薩摩川内市
社会福祉協議会
ボランティア事業

① 電球交換・布団干し　② ゴミ分別・ゴミ出し　③ 簡単な掃除・洗濯
④ お話し相手　⑤ 買い物代行　⑥ 草取り・草刈り
＊あくまでもボランティア活動の範囲内になります。
利用料金　① 30分まで：300円　② 30分から60分まで：600円　＊燃料費が必要な場
合は３０分200円追加　６０分400円追加
③ 利用者が生活支援サービスを必要とする場合、利用券を事前に購入する
（1枚100円）

薩摩川内市
永利町４１０７番地１

０９９６－２９－５５３８



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

ヘルパーステーション華

家事支援(家事一般)・介護支援(高齢者のお世話)
通院、買い物の付き添い・来客の応接・ペットのお世話
<平日>月曜日～金曜日（８時から18時まで）
<時間外>平日(６時から8時、18時から21時)土・日・祝祭日
利用料金：ご利用時間、内容によって異なります
<交通費>事業所からご利用者様のお宅までの距離(5ｋｍ単位)

薩摩川内市
東郷町斧渕6418-2

42-1886

<キャンセル>当日キャンセルの場合
 キャンセル料として予定利用時間の
<交通費について>介護保険継続サービスとして
交通費は頂きませんが、保険外サービスのご利用
の場合は別途頂きます。

走れ愛ランド号
（全国福祉理美容車協議会） 訪問理美容　2,500円

薩󠄀摩川内市 
樋脇町市比野2121

片平哲三
090-8386-6157

いなほ会（お助け隊） 草刈りや電球交換など　無料 倉野地区コミ 上向井崇伸
定例会
第2土曜

黒ぢょか会（害獣駆除） 箱罠を使った害獣駆除 倉野地区コミ 末吉繁春 定例会　月1



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

子岳なんとかし隊 地域の有志で結成されたボランティア団体による地域支援
【下甑】
薩󠄀摩川内市
下甑町片野浦３９０－１

０９９６９－７－０３１７

青瀬地区
コミュニテイ協議会

サービス内容：
ゴミ捨て、草刈り、話し相手、見守り（服薬確認等）
島外受診付き添い（交通費、宿泊費、手数料1日当たり2,000円別途要）
障子貼り（材料代実費）、買い物代行、通院付き添い
利用方法：事前連絡必要

【下甑】　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　薩摩川内市
下甑町青瀬642番地

09969-5-0952
（対象者）
青瀬地区在住者対象

日本司法支援センター
法テラス　鹿児島

＜民事法律扶助業務＞
経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で
法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立て替えを行う。
扶養対象者は、国民及び我が国に住所を有し適法に在留する
外国人。法人・組合等の団体は対象に含まれない。

鹿児島市金生町4番10号
アーバンスクエア鹿児島ビ
ル6階

0570-078366
ナビダイヤル導入し、固定電話であれば
3分8.5円（税別）、携帯電話からで
あれば20秒10円（税別）の通話料。

無料同行訪問相談

当法人の会員（司法書士）が、被災者・避難者を支援している
県内の自治体、社会福祉協議会、包括支援センター等の職員と
一緒にご相談者のところへ伺い、成年後見制度やこれに関連する
相談を無料で行う。

公益社団法人
成年後見センター
リーガルサポート
鹿児島支部

099-251-5822



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

高齢者向け
ゴミ捨て見守り
コミュニケーション
ワンステップ

＜ゴミ出しを依頼したい方＞
サービスを契約することで、サポーターにゴミ出しを依頼することができる。
依頼条件：原則65歳以上の方
料金、運用：3,500円ｏｒ3,900円/月
＜ゴミの収集・運搬のサポートをお願いしたい方＞
地域のゴミ捨てが困難な方をお手伝いすることで報酬を得ることができ、社会貢献にも繋
がる。
依頼条件：お客様と同じ自治会の方
報酬・運用：600円～1,100円/月

合同会社
ONECOIN

090-4604-7256

県行政書士会川内市部員による
無料相談会

＜行政書士による相談会＞
遺言、相続、財産管理、成年後見、交通事故、離婚問題
法的書類作成、行政手続き　等　の相談。
日時：毎月第2土曜日　10時～15時
場所：SSプラザ
対象：市内居住者
※電話予約優先（申し込み多数の場合、お受けできない場合あり）

問い合わせ、申し込み先
県行政書士会
川内支部
担当理事　徳満氏

47-0258
変更の可能性あり、毎月の薩摩川内市広報誌で
ご確認ください。

グッドベア鹿児島

＜特殊掃除＞
孤独死等亡くなられた方の掃除やゴミ屋敷の掃除、ペット臭、異臭の消臭業務
 料金：1K70,000円～　2DK11,000円～
遺品整理、家財道具等の不用品処分は含まれていない。 
＜生前整理＞
料金：1K40,000円～　2DK　120,000円～
＜遺品整理＞
料金：1K40,000円～　2DK　120,000円～

鹿児島市
東谷山6丁目15-2

0800-123-1190 九州一円対応。

高齢者住宅仲介センター
ウチシルベ

医療・介護・食事の配慮がしっかりしていて、自分らしく暮らせる
お住まいを、ご相談者のご予算に応じて、数多くの物件からご提案。
案内可能範囲：鹿児島市、姶良市、霧島市、指宿市、日置市
薩摩川内市、いちき串木野市

鹿児島市
伊敷1丁目6-3

TEL
099-218-3450
FAX
099-220-6170



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

生涯あんしんサポート
えにしの会

＜身元保証支援＞　　終身　250,000円
＜生活支援＞　買物、病院受診・入退院時付き添い、各種事務手続き
手術同意・立会い、緊急時の対応、郵便物の管理
＜金銭管理支援＞　別途見積り
＜万一の支援＞　100,000円
緊急駆けつけ、身元引き取り、死後の手続き等
＜葬儀・納骨支援＞　200,000円～別途見積もり
＜法律支援＞

鹿児島営業所
鹿児島市
宇宿3-28-17

099-803-2663
支援内容や詳細については、
お気軽にお問合せください。

株式会社美来
ミライ掃除店

＜エアコンクリーニング＞
家庭用壁掛けエアコン　13,200円
＜浴室クリーニング＞
ユニットバス　19,800円　　タイルバス　27,500円
＜キッチンクリーニング＞
キッチン　19,800円　　ステンレス研磨　4,400円～
＜トイレクリーニング＞
トイレ一式　9,460円　　便器のみ4,400円
＜レンジフードクリーニング＞
キッチン　19,800円

いちき串木野市
東塩田町140番

0996-29-4008
事前見積もりに訪問。
串木野事務所から片道1時間の範囲
であれば訪問可能。

NPO法人きぼうの里 掃除支援
いちき串木野市
野元21086-3

0996-29-3142

弁護士無料法律相談

＜弁護士による法律相談＞
日時：毎月木曜日、金曜日（不定日）　13時～16時
場所：薩摩川内市市役所2階　相談室
※電話相談となる場合あり。
対象：市内居住者（法人は除く）
定員：各日先着6名（1人30分）
申し込み方法：電話

問い合わせ・申し込み先
鹿児島県弁護士会

099-226-3765
受付時間
平日9時～17時

毎月変更あり、広報薩摩川内誌でご確認くださ
い。



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

かごしま子ども・若者総合
相談センター
（ひきこもり地域支援センター）

＜相談業務＞
子ども・概ね30歳代まで、ひきこもりに関する相談は40歳以上でも
ご家族の相談に対して、様々な相談に応じる。
複数の専門機関や団体が相互に連携し、情報共有しながら、構成団体の
専門性や経験を生かして助言や支援を行い、本人の社会的自立の
お手伝いを行っていく。
面談相談：火～日曜日　10時～17時　※電話予約必要
電話相談：火～日曜日　10時～17時（受付時間16時半）
メール相談：http://ｗｗｗ.ｓｏｕdaｎｃｅｎｔｅｒ-k.com/

鹿児島市
鴨池新町1番8号
県青少年会館2階

ＴＥＬ
099-257-8230
ＦＡＸ
 099-257-8231

相談の秘密厳守し、相談無料。
当センターは紹介機関。

コープ福祉助け合いの会
なないろ

援助希望会員・活動会員・賛助会員に登録が必要
（年会費なし・コープ会員が条件）
・洗濯、掃除、買い物、食事の準備等家事全般
・話し相手・草取り・外出同行・薬取り代行・書類提出代行等
利用料金(１時間)：家事の援助700円、軽い介助1,000円
 (交通費が別途かかります)
<活動時間>午前9時から午後5時まで

鹿児島市
広木1丁目1番１号

099-286-1106
(月～金：9時～17時)

援助希望会員(年会費2,000円以上)
活動会員(年会費1,000円以上)
賛助会員(年会費1,000円以上)
<利用時間>
1日4時間、1週5日まで
日祝祭日、年末年始、お盆はお休み

お掃除本舗
川内店

＜エアコンクリーニング＞　ホコリ、ニオイ、カビ
家庭用壁掛けタイプ　1台11,000円（税抜）
お掃除機能付きタイプ　上記金額に1台+8,000円（税抜）
＜浴室クリーニング＞　水垢、カビ、皮脂汚れ、石鹸カス
一式15,000円（税抜）
＜換気扇クリーニング＞　油汚れ、ホコリ
1台　15,000円（税抜）
＜キッチンクリーニング＞　水垢、油汚れ、カビ、コゲ
1式　16,500円（税抜）
＜洗濯機クリーニング＞　水垢、カビ、皮脂汚れ、石鹸カス
縦型　1台　11,000円（税抜）
ドラム式　1台　17,000円（税抜）

川内店
担当：本田氏

0120-03-1733
通話料無料
FAX
0996-42-1866

その他、多数のオプション有
直接担当者へお問い合わせください。

居宅整理サービス
こころのせいり

＜積み放題の特別パック＞
35,000円（税別）
1BOX商用車：1台（物量は2㎥）
ドライバー：1名、作業時間：約1時間
遺品整理、福祉住環境整理、後見整理、特殊掃除
不用品整理、空き家整理　等のサービスあり。

本社
宮崎県都城市
山之口町冨吉2061-2
熊本営業所
096-237-7100

0120-212-556
家電リサイクル法に基づく、家電リサイクル料金別
途必要。
大きい片付けは、別途見積もり。



名称 サービス提供内容・料金 住所 電話番号 備考

司法書士
無料法律相談所

<法律相談会>
主に多重債務の相談や金銭賃借など契約全般の相談
日時：毎月木曜日・金曜日（不定期）　13時～16時
場所：市役所２階　相談室
対象：市内居住者(法人は除く)
定員：先着６名(1人30分)
申し込み方法：電話

問い合わせ、申し込み先
市役所
障害福祉・社会福祉課相談
支援G

23-5111
内線　2572
受付時間
平日8時半～17時15
分

毎月の薩摩川内市広報誌にてご確認ください。


