
種別 施設名 設置者 所在地 〒 電話番号
養老 松涛園 社会福祉法人　豊北福祉会 下関市豊北町神田上1893 759-6121 083-78-0026
養老 春光苑 社会福祉法人　山口県盲人福祉教会 下関市大字永田郷440-3 759-6534 083-286-7300
養老 下関市陽光苑 下関市 下関市大字永田郷158-1 759-6534 083-286-2125
養老 むべの里博愛園 社会福祉法人　むべの里 宇部市東芝中3-5 755-0016 0836-21-5243
養老 秋楽園 養護老人ホーム秋楽園組合 山口市秋穂東3993 754-1101 083-984-5800
養老 山口市阿東老人ホーム 山口市 山口市阿東生雲中330番地 759-1342 083-954-0120
養老 済生会山口地域ケアセンター養護老人ホーム福寿園 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町5-4 753-0061 083-922-2184
養老 つばき 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市大字椿東2398番地1 758-0061 0838-24-4128
養老 やはず苑 社会福祉法人　暁会 防府市江泊1790 747-0014 0835-38-8333
養老 岩国市静風園 岩国市 岩国市平田5丁目24-33 741-0072 0827-31-7479
養老 久楽荘 玖珂地方老人福祉施設組合 岩国市玖珂町6382 742-0332 0827-82-2129
養老 松風荘 玖珂地方老人福祉施設組合 岩国市本郷町本郷2090 740-0602 0827-75-2104
養老 周防長養園 社会福祉法人　慈光会 光市大字立野717 743-0062 0833-77-0096
養老 ゆもと苑 社会福祉法人　福祥会 長門市深川湯本600-1 759-4103 0837-22-7000
養老 あそか苑 社会福祉法人　最勝会 柳井市日積3213 742-0111 0820-28-5015
養老 美祢市共楽荘 美祢市 美祢市大嶺町西分645-6 759-2213 0837-52-0584
養老 きさんの里 周南地区福祉施設組合 周南市大字徳山字金剛山8405 745-0851」 0834-21-1191
養老 長生園 社会福祉法人　さわやか会 山陽小野田市大字埴生2156-2 757-0012 0836-76-2136
養老 小野田老人ホーム 社会福祉法人　純心聖母会 山陽小野田市大字小野田325-2 756-0831 0836-83-4862
養老 寿楽苑 社会福祉法人　橘福祉会 大島郡周防大島町大字東安下庄774-9 742-2805 0820-77-2008
養老 寿海苑 社会福祉法人　うちうみ会 熊毛郡平生町大字曽根126-2 742-1107 0820-56-7335
養老 清ヶ浜清光苑 阿武町 阿武郡阿武町大字木与10037番地3 759-3621 08388-2-3071
特養 白滝荘 社会福祉法人　豊北福祉会 下関市豊北町田耕2426-1 759-5512 083-783-0056
特養 寿海荘 社会福祉法人　祥寿園 下関市武久町2丁目53-8 751-0833 083-253-5251
特養 みどり園 社会福祉法人　朋愛会 下関市長府才川2丁目21-1 752-0928 083-248-3222
特養 はまゆう苑 社会福祉法人　松涛会 下関市横野町3丁目15-10 759-6604 083-258-3800
特養 はまゆう苑なぎさ 社会福祉法人　松涛会 下関市横野町3丁目15-10 759-6604 083-258-3800
特養 慈公園 社会福祉法人　稗田福祉会 下関市稗田中町8-38 751-0856 083-252-7500
特養 ほたるホームとよた 社会福祉法人　豊寿会 下関市豊田町大字荒木51-2 750-0404 083-768-0051
特養 アイユウの苑 社会福祉法人　松美会 下関市彦島迫町3-17-2 750-0092 083-266-8287
特養 員光園 社会福祉法人　やまばと会員光園 下関市大字員光1544 752-0904 083-248-5115
特養 フェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64-1 751-0887 083-256-5336
特養 きくがわ苑 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字下岡枝1064 750-0317 083-287-1220
特養 貴船園 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 下関市貴船町3丁目4-1 751-0823 083-223-0261
特養 サテライト型新型特養フロイデハイム 社会福祉法人　松涛会 下関市彦島西山町3丁目12-14 750-0093 083-261-5355
特養 豊寿苑 社会福祉法人　豊浦福祉会 下関市豊浦町大字厚母郷442 759-6314 083-772-0107
特養 虹の郷 社会福祉法人　豊浦福祉会 下関市豊浦町大字厚母郷442 756-6314 083-772-0107
特養 サテライト望海苑 社会福祉法人　祥寿園 下関市武久町2丁目48-17 751-0833 083-250-2000
特養 アイユウの苑ゆめタウン 社会福祉法人　松美会 下関市ゆめタウン2-24 752-0926 083-249-2200
特養 梨花の里 社会福祉法人　豊北福祉会 下関市豊北町滝部1042-1 759-5511 083-784-1000
特養 特別養護老人ホームＳＵＮ 社会福祉法人　響会 下関市豊浦町吉永1819-1 759-6311 083-775-4155
特養 サテライト梨花の里アスピア 社会福祉法人　豊北福祉会 下関署豊北町大字滝部2969-1 759-5511 083-782-1181
特養 にじの丘 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字田部223-9 750-0313 083-287-2655
特養 富任荘 社会福祉法人　水の木会 下関市富任町6丁目18-8 759-6613 083-258-5451



特養 喜楽園 社会福祉法人　豊友会 下関市豊田町大字中村821-1 750-0441 083-766-3765
特養 アイユウの苑しおはま 社会福祉法人　松美会 下関市彦島塩浜町3-14-47 750-0086 083-267-8800
特養 フロイデ金比羅 社会福祉法人　松涛会 下関市金比羅町10-1 750-0058 083-227-2812
特養 王司さざなみ荘 社会福祉法人　李朋会 下関市王司本町1丁目18-27 752-0915 083-248-2100
特養 特別養護老人ホームＳＵＮ２ 社会福祉法人　響会 下関市豊浦町川棚2139-1 759-6301 083-774-3903
特養 フェニックス一の宮 社会福祉法人　暁会 下関市一の宮学園町19-1 751-0807 083-242-8580
特養 稗田喜楽園 社会福祉法人　豊友会 下関市稗田町8-18 751-0858 083-255-1765
特養 夢の里 社会福祉法人　夢の会 下関市新地町3-28 750-0063 083-228-0300
特養 楠園 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833番3 757-0216 0836-67-1182
特養 神原苑 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2丁目1-22 755-0022 0836-34-2885
特養 宇部あかり苑 社会福祉法人　博愛会 宇部市大字西岐波229-105 755-0151 0836-51-1616
特養 センチュリー２１ 社会福祉法人　愛世会 宇部市大字山中126-1 759-0132 0836-62-1021
特養 センチュリー２１靖和園 社会福祉法人　愛世会 宇部市大字山中126-1 759-0132 0836-62-1021
特養 むべの里 社会福祉法人　むべの里 宇部市大字東須恵字大浴320-1 759-0206 0836-43-1735
特養 アスワン山荘 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市二俣瀬山王坂40-221 759-0136 0836-62-5151
特養 日の山園 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波字道田223 755-0241 0836-58-2202
特養 むべの里博愛園 社会福祉法人　むべの里 宇部市中村2丁目7-17 755-0072 0836-37-0366
特養 あすとぴあ 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市あすとぴあ7丁目1番2号 755-0152 0836-53-5555
特養 むべの里岬 社会福祉法人　むべの里 宇部市明神町1丁目3-8 755-0008 0836-43-7660
特養 むべの里中山 社会福祉法人　むべの里 宇部市大字中山字中堀1135-1 755-0058 0836-39-5711
特養 梅光苑 社会福祉法人　相清福祉会 山口市鋳銭司2361-3 747-1221 083-986-2056
特養 白松苑 社会福祉法人　正清会 山口市阿知須5044-1 754-1277 0836-65-2250
特養 阿東園 社会福祉法人　友愛会 山口市阿東地福下288-1 759-1422 083-952-1154
特養 温泉ホーム日吉台 社会福祉法人　山口向陽会 山口市陶3968 754-0891 083-973-2030
特養 よしき悠々苑 社会福祉法人　祐寿会 山口市吉敷佐畑4丁目8-1 753-0816 083-932-0232
特養 山口あかり園 社会福祉法人　博愛会 山口市黒川3363 753-0851 083-921-1618
特養 とくぢ苑 社会福祉法人　佐波福祉会 山口市徳地八坂1330 747-0344 0835-56-1306
特養 小郡・山手一番館 社会福祉法人　愛世会 山口市小郡尾崎町2-1 754-0006 083-974-0200
特養 小郡・山手一番館いこいの丘 社会福祉法人　愛世会 山口市小郡尾崎町2-1 754-0006 083-974-0200
特養 秋穂あかり園 社会福祉法人　博愛会 山口市秋穂東3980 754-1101 083-984-8300
特養 賀宝の里白松苑 社会福祉法人　正清会 山口市佐山158 754-0894 083-988-2555
特養 済生会山口地域ケアセンター特別養護老人ホームにほ苑 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市仁保中郷988-1 753-0302 083-929-5110
特養 済生会山口地域ケアセンター特別養護老人ホーム福寿園 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町5-4 753-0061 083-934-6301
特養 ハートホーム中央 社会福祉法人　青藍会 山口市神田町4-8 753-0064 083-941-6740
特養 ハートホーム宮野 社会福祉法人　青藍会 山口市宮野下2996-1 753-0011 083-934-5600
特養 済生会山口地域ケアセンター特別養護老人ホームおとどいの里 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町4-55 753-0061 083-922-0707
特養 オアシスはぎ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 萩市大井1723-6 759-3611 0838-28-0088
特養 阿北苑 社会福祉法人　阿北福祉会 萩市大字上小川東分1406 759-3202 08387-4-0231
特養 紫福園 社会福祉法人　紫雲会 萩市大字紫福6606-1 758-0501 0838-53-0231
特養 ちはるえん 社会福祉法人　健香会 萩市大字明木4781 754-0411 0838-53-0333
特養 すさ苑 社会福祉法人　寿幸会 萩市大字須佐1378-1 759-3411 08387-6-3146
特養 むつみ園 社会福祉法人　紫雲会 萩市大字吉部上3301-1 758-0304 08388-6-0301
特養 かわかみ苑 社会福祉法人　山水会 萩市川上4921-1 758-0141 0838-54-2000
特養 かがやき 萩市 萩市椿字門田3460-2 758-0061 0838-24-4111
特養 防府あかり園 社会福祉法人　博愛会 防府市大字台道1655 747-1232 0835-32-0730



特養 岸津苑 社会福祉法人　周陽福祉会 防府市岸津2丁目24-20 747-0011 0835-24-0511
特養 ライフケア高砂 社会福祉法人　ライフケア高砂 防府市大字上右田334 747-0062 0835-22-5500
特養 ヘスティア華城 社会福祉法人　華世会 防府市大字伊佐江1039-1 747-0846 0835-27-1133
特養 まめ舎 社会福祉法人　敬天会 防府市大字新田672 747-0825 0835-26-0303
特養 自由の杜 社会福祉法人　ひとつの会 防府市大字大崎801-1 747-0065 0835-27-5505
特養 特別養護老人ホームひごろもそう 社会福祉法人　勝縁福祉会 防府市大字浜方8番地1 747-0833 0835-28-7706
特養 あかつき苑防府 社会福祉法人　暁会 防府市江泊1790 747-0014 0835-28-7660
特養 フィラージュ開出 社会福祉法人　ひとつの会 防府市開出西町32-8 747-0054 0835-28-9300
特養 サンハート香月 社会福祉法人　周陽福祉会 防府市岸津2丁目25-1 747-0011 0835-27-1500
特養 松寿苑 社会福祉法人　幸洋福祉会 下松市大字来巻944-1 744-0051 0833-47-1220
特養 ほしのさと 社会福祉法人　くだまつ平成会 下松市生野屋南1丁目13-1 744-0033 0833-45-3100
特養 ほがらか 社会福祉法人　元気の会 下松市大字山田256番地 744-0041 0833-47-1717
特養 星てらす 社会福祉法人　緑山会 下松市古川町3丁目1-2 744-0005 0833-48-8545
特養 灘海園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 岩国市愛宕町1丁目5番1号 740-0037 0827-32-0315
特養 高森苑 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市周東町西長野621-1 742-0425 0827-84-3747
特養 美和苑 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見2538 740-1231 0827-96-1130
特養 錦苑 社会福祉法人　錦福祉会 岩国市錦町広瀬758 740-0724 0827-72-3523
特養 光葉苑 社会福祉法人　光葉会 岩国市下317-2 740-0302 0827-47-3500
特養 玖珂苑 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市玖珂町3813-6 742-0341 0827-82-0555
特養 美川苑 社会福祉法人　美川福祉会 岩国市美川町小川437-1 740-0501 0827-76-5008
特養 緑風荘 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町3018-1 740-1406 0827-62-1122
特養 ヴィラ本郷 社会福祉法人　平成記念会 岩国市本郷町本郷2086番地 740-0602 0827-78-1111
特養 かなえ 社会福祉法人　鼎会 岩国市錦見3丁目7-55 741-0061 0827-44-2233
特養 ビオラ・ユウ 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町北1丁目5-20 740-1455 0827-62-1133
特養 秀東館　光陽 社会福祉法人　豊心会 岩国市周東町用田341 742-0416 0827-84-6000
特養 樂寿苑 社会福祉法人　慈傅会 岩国市美和町生見字石兼2489-1 740-1231 0827-97-0800
特養 シンシアゆうわ 社会福祉法人　恒和会 岩国市藤生町3丁目27-8 740-0036 0827-34-6002
特養 ヴィータ 社会福祉法人　錦福祉会 岩国市麻布里町3丁目5番30号 740-0018 0827-30-0001
特養 光富士白苑 社会福祉法人　光富士白苑 光市虹ヶ浜2丁目5-7 743-0022 0833-71-3090
特養 やまと苑 社会福祉法人　大和福祉会 光市岩田267 743-0103 0820-48-3333
特養 光寿苑 社会福祉法人　光寿会 光市大字室積沖田3035-1 743-0075 0833-79-1700
特養 ひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市三井1056-1 743-0052 0833-76-1165
特養 明和苑 社会福祉法人　明和会 長門市三隅中1811 759-3802 0837-43-1234
特養 恵光苑 社会福祉法人　新永福祉会 長門市東深川堤山62-27 759-4101 0837-22-0723
特養 養寿苑 社会福祉法人　同心会 長門市油谷向津具上344 759-4622 0837-34-1577
特養 へき楽園 社会福祉法人　へき寿会 長門市日置上3114 759-4401 0837-37-4177
特養 吉祥苑 社会福祉法人　福祥会 長門市深川湯本600-1 759-4103 0827-22-7700
特養 シャイディック和木 社会福祉法人　明和会 長門市三隅中1811 759-3802 0837-43-1234
特養 伊保庄園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 柳井市伊保庄1-2 742-1352 0820-27-0840
特養 松風苑 社会福祉法人　松風会 柳井市大字余田3762-1 742-0034 0820-23-6363
特養 大畠苑 社会福祉法人　千寿会 柳井市遠崎412-4 749-0103 0820-45-3838
特養 四季の里 社会福祉法人　最勝会 柳井市日積3210-5 742-0111 0820-28-1770
特養 青景園 社会福祉法人　豊徳会 美祢市秋芳町青景1873 754-0602 0837-65-2244
特養 幸嶺園 社会福祉法人　周美会 美祢市伊佐町伊佐字下田5656番地1 759-2222 0837-52-4555
特養 みのり園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4017-1 759-2301 0837-56-1171



特養 みとう悠々苑 社会福祉法人　祐寿会 美祢市美東町大田5378-1 754-0211 08396-2-1100
特養 青景園サテライト秋芳の里 社会福祉法人　豊徳会 美祢市秋芳町秋吉5243-3 754-0511 0837-62-0300
特養 Ｇraceful唯心 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市大嶺町東分1707-2 759-2212 0837-54-2080
特養 つづみ園 社会福祉法人　周南市社会福祉事業団 周南市瀬戸見町12-30 745-0827 0834-28-2880
特養 やすらぎ苑 社会福祉法人　仁泉会 周南市大字湯野158 745-1132 0834-83-3711
特養 天王園 社会福祉法人　一仁会 周南市大字大河内1109番地の2 745-0651 0833-91-5550
特養 友愛園 社会福祉法人　緑山会 周南市大字須々万本郷28-1 745-0122 0834-88-2208
特養 福寿荘 社会福祉法人　新南陽福祉の会 周南市大字米光361 746-0104 0834-67-2820
特養 やまなみ荘 社会福祉法人　鹿野福祉会 周南市大字鹿野上2755-1 745-0302 0834-68-4100
特養 くりや苑 社会福祉法人　粟屋福祉会 周南市大字粟屋792-1 745-0802 0834-25-2800
特養 くすのき苑 社会福祉法人　光仁会 周南市城ヶ丘3丁目6-1 745-0807 0834-33-8881
特養 長寿園 社会福祉法人　長寿会 山陽小野田市大字小野田1324-10 756-0804 0836-84-2424
特養 サンライフ山陽 社会福祉法人　山陽福祉会 山陽小野田市大字埴生2156 757-0012 0836-76-3443
特養 高千帆苑 社会福祉法人　健寿会 山陽小野田市有帆662-8 756-0038 0836-84-0317
特養 特別養護老人ホームフクシア 社会福祉法人　健仁会 山陽小野田市大字厚狭503-1 757-0001 0836-71-1200
特養 白寿苑 社会福祉法人　大島白壽曾 大島郡周防大島町西方1623-3 742-2921 0820-78-1800
特養 オレンジ苑 社会福祉法人　橘福祉会 大島郡周防大島町大字東安下庄774-9 742-2805 0820-77-2008
特養 ほのぼの苑 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町大字小松133-1 742-2106 0820-74-2100
特養 やまびこ苑 社会福祉法人　慈光福祉会 大島郡周防大島町大字久賀5375-1 742-2301 0820-72-2880
特養 白寿苑二番館 社会福祉法人　大島白壽曾 大島郡周防大島町西方1623-2 742-2921 0820-78-1800
特養 わきあいあい苑 社会福祉法人　和木三志会 玖珂郡和木町瀬田4-1-1 740-0062 0827-54-0345
特養 かみのせき苑 社会福祉法人　上関福祉会 熊毛郡上関町長島1561-1 742-1402 0820-65-5100
特養 たぶせ苑 社会福祉法人　施福会 熊毛郡田布施町大字宿井406 742-1503 0820-53-1294
特養 つつじ苑 社会福祉法人　うちうみ会 熊毛郡平生町大字曽根126-2 742-1107 0820-56-1050
特養 恵寿苑 社会福祉法人　阿武福祉会 阿武郡阿武町大字木与10039番地5 759-3621 08388-2-0088
軽費 福海苑 社会福祉法人　祥寿園 下関市武久町2丁目53-10 751-0833 083-253-5333
軽費 しゃくなげ園 社会福祉法人　しゃくなげ園 下関市大字田倉字差葉82-1 751-0883 083-256-5411
軽費 ケアハウス武久苑 社会福祉法人　祥寿園 下関市武久町2丁目48-18 751-0833 083-255-3120
軽費 グリーンハイツとよた 社会福祉法人　豊寿会 下関市豊田町大字荒木51-2 750-0404 083-768-0601
軽費 ケアハウフオリーブ 社会福祉法人　松涛会 下関市横野町3丁目15-10 759-6604 083-258-3833
軽費 長府ケアハウス 社会福祉法人　さわやか会 下関市長府黒門南町6番55号 752-0989 083-246-1003
軽費 ケアハウス王喜の郷 社会福祉法人　緑樹会 下関市王喜本町6-1-12 750-1114 083-283-2834
軽費 ケアハウスあかつき 社会福祉法人　暁会 下関市汐入町36-6 750-0059 083-222-2525
軽費 ケアハウス希望の郷 社会福祉法人　聖恵会 下関市菊川町久野94-1 750-0324 083-287-2535
軽費 ケアハウスわかば 社会福祉法人　朋愛会 下関市長府才川2-20-38 752-0928 083-248-5111
軽費 ケアハウスＳＵＮ 社会福祉法人　響会 下関市豊浦町川棚2139-2 759-6301 083-774-3901
軽費 ケアハウスフロイデ彦島 社会福祉法人　松涛会 下関市彦島西山町3丁目12-1 750-0093 083-261-5081
軽費 好生園 社会福祉法人　宇部市厚生事業会 宇部市野原1丁目16-15 755-0024 0836-31-3260
軽費 アスワン山荘 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市二俣瀬山王坂40-221 759-0136 0836-62-1010
軽費 宇部温泉ホーム 社会福祉法人　博愛会 宇部市大字西岐波229-113 755-01515 0836-51-6440
軽費 ケアハウフあおば苑 社会福祉法人　むべの里 宇部市大字東須恵字大浴320-1 759-0206 0836-43-1940
軽費 ケアハウスひらき 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1丁目6-21 755-0096 0836-29-5050
軽費 ケアハウスことしば 社会福祉法人　敬愛会 宇部市寿町3丁目2-18 755-0032 0836-29-0080
軽費 ケアハウスらいぶりー 社会福祉法人　優和会 宇部市浜町2丁目1-3 755-0065 0836-31-1180
軽費 サンライフ日吉台 社会福祉法人　山口向陽会 山口大字陶963 754-0891 083-973-2030



軽費 山口温泉ホーム 社会福祉法人　博愛会 山口市黒川3383 753-0851 083-921-1620
軽費 日吉台ケアハウス 社会福祉法人　山口向陽会 山口市大字陶962 754-0891 083-973-2030
軽費 ケアハウス悠々 社会福祉法人　祐寿会 山口市吉敷佐畑4丁目8-2 753-0816 083-932-3111
軽費 ケアハウス有勲荘 社会福祉法人　有倫館 山口市阿知須2220-14 754-1277 0836-65-2929
軽費 秋穂温泉ホーム 社会福祉法人　博愛会 山口市秋穂東3980 754-1101 083-984-5780
軽費 ケアハウスつばき 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市大字椿2398番地1 758-0061 0838-24-4128
軽費 防府温泉ホーム 社会福祉法人　博愛会 防府市大字台道1670 747-1232 0835-32-1201
軽費 ヘスティア華城ケアハウス 社会福祉法人　華世会 防府市大字伊佐江1598 747-0846 0835-20-0321
軽費 ケアハウスあいおい苑 社会福祉法人　ひとつの会 防府市大字佐野152-1 747-0067 0835-27-6500
軽費 錦寿苑 社会福祉法人　聖光会 岩国市横山3丁目4-7 741-0081 0827-43-4181
軽費 ケアハウス秀東館 社会福祉法人　豊心会 岩国市周東町用田342-6 742-0416 0827-84-5200
軽費 ケアハウス山口エルベ 社会福祉法人　平成記念会 岩国市玖珂町6978-1 742-0334 0827-81-1177
軽費 ケアハウスつづの里 社会福祉法人　通津南和会 岩国市通津字迫田1117-297 740-0044 0827-39-1021
軽費 ケアハウス和光苑 社会福祉法人　和光会 光市立野花ノ木826 743-0062 0833-76-1050
軽費 ケアハウスひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市三井1046-1 743-0052 0833-76-1167
軽費 ケアハウスゆうわ苑 社会福祉法人　恒和会 柳井市大字伊保庄字近長浜1-4 742-1352 0820-27-6001
軽費 めぐみの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町下3267-1 759-2302 0837-56-5033
軽費 ケアハウス幸嶺園 社会福祉法人　周美会 美祢市伊佐町伊佐字宗石5656-1 759-2222 0837-52-4553
軽費 周南市きずな苑 周南市 周南市速玉町3-16 745-0844 0834-32-1400
軽費 ケアハウス新南陽 社会福祉法人　新南陽福祉の会 周南市大神2丁目7-23 746-0018 0834-64-7150
軽費 ケアハウス三丘 社会福祉法人　山陽 周南市大字小松原1234-3 745-0641 0833-91-7575
軽費 特定施設悠久の里 社会福祉法人　緑山会 周南市大字鹿野中46-1 745-0303 0834-68-1000
軽費 ケアハウス周南温泉 社会福祉法人　緑山会 周南市大字須々万奥957-5 745-0121 0834-88-2243
軽費 ケアハウスとまりの郷 社会福祉法人　萌仁会 山陽小野田市大字西高泊760番3 756-0057 0836-81-1818
軽費 ケアハウスさんよう 医療法人社団　光栄会 山陽小野田市大字埴生2156-1 757-0012 0836-79-0170
軽費 慈光荘 社会福祉法人　慈光福祉会 大島郡周防大島町大字久賀5141-2 742-2301 0820-72-2290
軽費 ケアハウスサンガーデン 社会福祉法人　幸寿会 熊毛郡平生町大字平生町5-17 742-1101 0820-56-5330
軽費 下関市菊川老人福祉センター 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市菊川町下岡枝508-1 750-0317 083-287-2996
軽費 下関市豊浦老人福祉センター 下関市 下関市豊浦町大字川棚4892番地1 759-6301 083-774-2900
老セ 宇部市楠老人福祉センター 宇部市 宇部市船木442-11 757-0216 0836-67-1200
老セ 山口市老人福祉館 山口市 山口市下竪小路254 753-0034 083-922-7121
老セ 山口市徳地老人福祉センター 山口市 山口市徳地島地2097-1 747-0522 0835-54-1221
老セ 山口市小郡ふれあいセンター 山口市 山口市小郡下郷1440-1 754-0002 083-973-0003
老セ 山口市阿東老人福祉センター 山口市 山口市阿東地福上1697 759-1421 083-952-0301
老セ 福栄老人福祉センター 萩市 萩市大字紫福3446-1 758-0501 0838-53-0211
老セ 萩市老人福祉センター 萩市 萩市大字山田4293-1 758-0063 0838-25-4700
老セ 下松老人福祉会館玉鶴 社会福祉法人　下松市社会福祉協議会 下松市末武下東御開作611 744-0022 0833-43-8486
老セ 岩国市老人福祉センター 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市南岩国町2丁目65-38 740-0034 0827-31-4355
老セ 由宇老人福祉センター 岩国市 岩国市由宇町802 740-1406 0827-63-0675
老セ 美和老人福祉センター 岩国市 岩国市美和町西畑135 740-1232 0827-96-0600
老セ 玖珂老人福祉センター 岩国市 岩国市玖珂町4961 742-0326 0827-82-3231
老セ 長門市三隅老人福祉センター 長門市 長門市三隅中313-1 759-3802
老セ 柳井市大畠総合センター 柳井市 柳井市神代4830 749-0101 0820-45-3211
老セ 周南市新南陽老人福祉センター 周南市 周南市温田1丁目10-1 746-0036 0834-62-1935
老セ 橘老人福祉センター 周防大島町 大島郡周防大島町大字西安下庄445-2 742-2806 0820-77-0100



老セ 和木町老人福祉センター 和木町 玖珂郡和木町和木2丁目15-1 740-0061 0827-52-2191
老セ 平生町老人福祉センター 平生町 熊毛郡平生町大字曽根126-2 742-1107 0820-56-7300
老セ 阿武町老人福祉センター 阿武町 阿武郡阿武町大字宇田2224 759-3501 08388-4-0211
作業所 祥寿園臨海作業所 社会福祉法人　祥寿園 下関市武久町2丁目53-10 751-0833 083-253-5333
作業所 美和町老人福祉センター付設作業所 岩国市 岩国市美和町西畑135-1 740-1232 0827-96-0600
作業所 周防長養園付設作業所 社会福祉法人　慈光会 光市大字立野717 743-0062 0833-77-0096
老人休養 周南市老人休養ホーム嶽山荘 周南市 周南市温田1-10-1 746-0036 0834-63-4320
短期 アイユウ長府ショートステ 医療法人　松永会 下関市長府金屋浜町1-5 752-0958 083-246-5453
短期 彦島ショートステイ 医療法人社団　松涛会 下関市長府江の浦町9-4-5 750-0075 083-261-6505
短期 ショートステイ昇陽弐番館 社会福祉法人　さわやか会 下関市長府黒門南町6-53 752-0989 083-241-1600
短期 ショートステイにじの丘 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字田部223-1 750-0313 083-287-2325
短期 むべの里ショーステイ東芝中 社会福祉法人　むべの里 宇部市東芝中町3575-6 755-0016 0836-39-9008
短期 オパール光栄ショートステイ 社会福祉法人　光栄会 宇部市東岐波1196-16 755-0241 0836-39-8820
短期 安心ライフ中宇部短期入所生活介護はなみずき 社会福祉法人　敬愛会 宇部市中宇部1562-1 755-0086 0836-43-7565
短期 済生会山口地域カセンター在宅複合型施設やすらぎ 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町4-55-6 753-0061 083-924-6632
短期 ハートホーム南山口ショートステイ 社会福祉法人　青藍会 山口市深溝803-1 754-0895 083-988-3311
短期 なぎの木在宅ケアセンター・ショートステイ 医療法人　清仁会 山口市小郡下郷751-4 754-0002 083-972-8252
短期 山口幸楽苑 医療法人　和同会 山口市黒川3380 753-0851 083-921-1687
短期 ハートホーム中央ショートステイ 社会福祉法人　青藍会 山口市神田町4-8 753-0064 083-941-6490
短期 あいおい山口短期入所生活介護 医療法人　相川医院 山口市鋳銭司5964-1 747-1221 083-986-2179
短期 ハートホーム宮野ショートステイ 社会福祉法人　青藍会 山口市宮野下2996-1 753-0011 083-934-5600
短期 ケアタウン日の山ショートステイ 社会福祉法人　光栄会 山口市阿知須2581-1 754-1277 0836-39-7355
短期 コミュニティプレイス生きいき 有限会社　オールライフサポート・生きいき 防府市国衙5-9-27 747-0024 0835-25-4780
短期 ショートステイ野の花 医療法人社団　あべ医院 下松市瑞穂町2-21-1 744-0075 0833-45-5500
短期 せんぞく苑 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市周東町下久原443-6 742-0417 0827-83-0100
短期 短期入所生活介護サポートひかり 医療法人社団　光仁会 光市中央3-2-13 743-0013 0833-72-5700
短期 老人短期入所施設ひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市三井下大原1046-1 743-0052 0833-76-1164
短期 ショートステイウィンクル三丘 株式会社　山陽グローバルパートナーズ 周南市小松原1248-4 745-0641 0833-92-1100
短期 パナソニックエイジフリーケアセンター山口周南・ショートステイ パナソニックエイジフリー　株式会社 周南市川崎3-19-24 746-0001 0834-61-0602
短期 短期入所生活介護あさ紫苑 医療法人　健仁会 山陽小野田市桜1-3-1 757-0006 0836-71-1700
短期 痰金入所生活介護フクシア 社会福祉法人　健仁会 山陽小野田市厚狭埴生田503-1 757-0001 0836-71-1200
デイ みどり園デイサービスセンター 社会福祉法人　朋愛会 下関市長府才川2-21-1 752-0928 083-248-3294
デイ 慈公園デイサービスセンター 社会福祉法人　稗田福祉会 下関市稗田中町8-38 751-0856 083-252-7500
デイ 寿海荘デイサービスセンター 社会福祉法人　祥寿園 下関市武久町2-53-8 751-0833 083-253-9914
デイ 松涛園デイサービスセンター 社会福祉法人　豊北福祉会 下関市豊北町大字神田上1893 759-6121 083-788-0026
デイ 下関市陽光苑デイサービスセンター 社会福祉法人　下関市社会福祉事業団 下関市大字永田郷158-1 759-6534 083-286-2125
デイ とよたデイサービスセンター 社会福祉法人　豊寿会 下関市豊田町大字荒木51-2 750-0404 083-768-0587
デイ アイユウの苑デイサービスセンター 社会福祉法人　松美会 下関市彦島迫町3-17-2 750-0092 083-266-6364
デイ デイサービスセンター員光 社会福祉法人　やまばと会員光園 下関市大字員光1544 752-0904 083-248-5115
デイ 王喜の郷デイサービスセンター 社会福祉法人　緑樹会 下関市王喜本町6-1-12 750-1114 083-283-2834
デイ はまゆう苑あやらぎ 社会福祉法人　松涛会 下関市綾羅木新町3-11-40 751-0865 083-251-1112
デイ フェニックスデイサービスセンター 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64-1 751-0887 083-256-5336
デイ あかつきデイサービスセンター 社会福祉法人　暁会 下関市汐入町36-6 750-0059 083-222-1323
デイ きくがわ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字下岡枝1064 750-0317 083-287-1220
デイ 敬老デイサービスセンター 医療法人　松永会 下関市長府中浜町2-5 752-0975 083-245-2103



デイ あおぞらの里下関デイサービスセンター 株式会社　シダー 下関市今浦町10-11 750-0064 083-232-5511
デイ デイサービスセンターすずらん後田 有限会社　ゴールデン・エイジ・サービス 下関市後田町3-1-28 751-0826 083-250-8536
デイ デイサービスセンター陣屋の森 社会福祉法人　やまばと会員光園 下関市清末西町1-6-10 750-1161 083-281-2020
デイ デイサービスセンター小月 株式会社　セービング 下関市小月宮の町7-3 750-1132 083-281-3010
デイ いろは詩デイサービスセンター 有限会社　いろは詩 下関市椋野町1-18-54 751-0816 083-229-5188
デイ 長府デイサービスセンター 有限会社　エムアンドエヌ 下関市長府中浜町7-10 752-0975 083-291-3131
デイ さくらデイサービスセンター下関 有限会社　さくら介護 下関市長府浜浦西町13-3 752-0998 083-265-5077
デイ さくらデイサービスセンター憩 有限会社　政翔 下関市一の宮学園町8-9 751-0807 083-256-0581
デイ さくらデイサービスセンター長府 有限会社　さくら介護 下関市長府浜浦町29-8 752-0993 083-245-7760
デイ デイサービスセンター大正浪漫館 社会福祉法人　さわやか会 下関市幡生宮の下町16-3 751-0829 083-252-5900
デイ はまゆう苑デイサービスセンター 社会福祉法人　松涛会 下関市横野町3-16-5 759-6604 083-258-3600
デイ デイサービスセンターあかだ 有限会社　ライフケアー 下関市富任町8-8-3 759-6613 083-258-1511
デイ 特定非営利活動法人　デイサービス豆たん ＮＰＯ法人　豆たん 下関市大字内日下1028-2 750-0253 083-289-2693
デイ バラディースデイサービスセンター 医療法人　星の里会 下関市菊川町大字下岡枝164-1 750-0317 083-288-0720
デイ デイサービスセンター集楽堂 豊関介護サービス　株式会社 下関市山の田西町10-11 751-0836 083-250-1000
デイ デイサービスあじさい ＮＰＯ法人　宅老所あじさい 下関市豊浦町大字室津下1443-1 759-6316 083-772-2511
デイ 愛の郷デイサービスセンターほまれ 有限会社　マインド 下関市一の宮東町3-380-1 751-0809 083-263-6655
デイ デイサービスゆるり 株式会社　セービング 下関市綾羅木本町8-5-13 751-0849 083-252-3322
デイ ベストライフ川棚デイサービスセンター 有限会社　ベストライフ 下関市豊浦町大字吉永165-1 759-6311 083-775-1165
デイ デイサービスセンターＳＵＮ 社会福祉法人　響会 下関市豊浦町大字川棚2139-2 759-6301 083-774-3907
デイ 下関市社協菊川デイサービスセンター 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市菊川町大字上大野460 750-0311 083-287-2594
デイ 下関市社協豊北デイサービスセンターわくわく苑 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊北町大字神田上141-3 759-6121 083-786-0136
デイ あおぞらの里下関幡生デイサービスセンター 株式会社　シダー 下関市幡生本町12-5 751-0827 083-253-5010
デイ 日和山デイサービスセンター 有限会社　メープル 下関市本町4-2-9 751-0815 083-228-5566
デイ アイユウの苑デイサービスセンターしおはま 社会福祉法人　松美会 下関市彦島田の首町1-1-32 750-0085 083-266-5362
デイ フロイデ彦島デイサービスセンター 社会福祉法人　松涛会 下関市西山町3-12-1 750-0093 083-261-5083
デイ ツクイ下関生野 株式会社　ツクイ 下関市生野町1-2-18 751-0832 083-251-6061
デイ デイサービス新遊楽 株式会社　セービング 下関市彦島江の浦町3-11-12 750-0075 083-266-0123
デイ 通所介護事業所・あかり 社会福祉法人　山口県盲人福祉協会 下関市大字永田郷440-3 759-6534 083-286-7305
デイ 特定非営利活動法人　かざぐるま ＮＰＯ法人　かざぐるま 下関市員光町2-13-14 752-0093 083-248-3641
デイ つくしん坊デイサービス 有限会社　つくしん坊 下関市古屋町1-6-20 751-0847 083-291-2940
デイ 菊川デイサービスひかり 株式会社　介援 下関市菊川町大字下岡枝389-1 750-0317 083-288-2027
デイ デイサービス遊とぴあ 有限会社　ホームケア彦島 下関市彦島弟子待東町8-1 750-0077 083-266-8800
デイ 有限会社夢里デイサービス 有限会社　夢里デイサービス 下関市大字内日下833-1 750-0253 083-289-2213
デイ 愛グループシャングリラ 株式会社　日本セレモニー 下関市みもすそ川町23-1 751-0813 083-231-1165
デイ あみいデイサービス新下関 株式会社　オニツカ 下関市秋根東町6-14甲斐ビル2F 751-0877 083-227-3527
デイ 安寧苑さくらデイサービス 有限会社　ライフコーポレーション 下関市金比羅町11-2 750-0058 083-235-6265
デイ 豊寿苑デイサービスセンター 社会福祉法人　豊浦福祉会 下関市豊浦町大字厚母郷442 759-6314 083-772-0107
デイ 下関市社協豊田デイサービスセンターおいでんか 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊田町大字手洗345-1 750-0453 083-766-3987
デイ あみいデイサービス 株式会社　オニツカ 下関市円山町2-1-23 750-0019 083-228-0128
デイ JA下関デイサービス　ほっと愛ランド吉見 下関農業協同組合 下関市吉見里町1-1-31 759-6525 083-286-5511
デイ ハートケアデイサービス 有限会社　ライフプラス 下関市武久町1-47-20 751-0833 083-251-6171
デイ デイサービスセンター向日葵 株式会社　ナーシングケア 下関市豊北町大字神田上891-25 759-6121 083-788-0688
デイ デイサービスデイホーム川棚 ティーワス　株式会社 下関市豊浦町大字川棚1500-3 759-6301 083-774-2266
デイ 地域共生ホームデイサービスおかげさん NPO法人　下関ひと・まちネットワーク 下関市清末大門12-43 750-1164 083-281-3111



デイ ケアライフくろいデイサービスセンター 有限会社　ベストライフ 下関市豊浦町大字黒井634-5 759-6312 083-775-1765
デイ デイサービス四季の森 株式会社　セービング 下関市一の宮町1-3-46 751-0806 083-263-1003
デイ デイサービスセンター包みの楽校 株式会社　輝 下関市田倉御殿町2-10-3 751-0882 083-256-6039
デイ デイサービスセンター道 合同会社　有歩道 下関市本町4-14-13 751-0815 083-242-5551
デイ 特定非営利活動法人　さくらんぼデイサービスセンター NPO法人　さくらんぼ 下関市長府中土居北町6-18 752-0963 083-245-5080
デイ よつば富任デイサービスセンター 株式会社　クローバー 下関市富任町8-14-6 759-6613 083-262-1033
デイ やすらぎデイサービスSUN 社会福祉法人　響会 下関市豊浦町大字吉永1815-1 759-6311 083-774-3927
デイ 安夢住椿館デイサービスセンター 有限会社　アムズ 下関市長府惣社町2-39 752-0970 083-245-8811
デイ デイサービスセンター向日葵館 株式会社　ナーシングケア 下関市豊北町大字神田3162-6 759-5331 083-788-5232
デイ 山口県民共済下関リハビリセンター 山口県民共済生活協同組合 下関市秋根西町2-10-23 751-0873 083-250-5485
デイ デイサービス熊野 株式会社　ＺＯＮ 下関市熊野町3-11-21 751-0852 083-250-6611
デイ デイサービスセンターふきのとう 有限会社　都市研 下関市生野町1-5-27 751-0832 083-251-2018
デイ 早稲田イーライフ新下関 株式会社　メディカルテンダー 下関市一の宮町2-6-14 751-0806 083-250-6880
デイ デイサービスほがらかさん 株式会社　東 下関市彦島向井町2-10-36 750-0084 083-294-2174
デイ 三伶デイサービスセンター 株式会社　燦伶 下関市一の宮町4-10-19 751-0806 083-260-1261
デイ デイサービスセンターさんぽ道 合同会社　有歩道 下関市中之町8-13 750-0004 083-235-0770
デイ 稗田リハビリデイサービス 有限会社　オーイーシー 下関市稗田北町10-27 751-0857 083-251-6003
デイ デイサービスセンターすずらん 有限会社　ゴールデン・エイジ・サービス 下関市神田町2-13-5 750-0044 083-250-8770
デイ デイサービスセンター包みの大楽 株式会社　輝 下関市大学町2-9-18 751-0831 083-250-8716
デイ 下関市社協豊北デイサービスセンターほのぼの 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊北町大字神田4611-2 759-5331 083-786-1607
デイ デイサービス風の丘 有限会社　ホームケア彦島 下関市生野町2-24-22 751-0832 083-291-0839
デイ フィットネススタジオ　サンテココア 有限会社　グローバルヘルスプロモーション 下関市長府南之町6-5 752-0976 083-242-9121
デイ ハートケアきららデイサービス 有限会社　ライフプラス 下関市福江浜田1425-1 759-6601 083-262-3401
デイ わくわくハウス ティーワス　株式会社 下関市長府才川2-4-27 752-0928 083-249-0308
デイ デイサービスなのはな 有限会社　一の宮興産 下関市小月駅前1-1-23サンモール小月1階 750-1143 083-282-2233
デイ ケアライフ綾羅木デイサービスセンター 有限会社　ベストライフ 下関市大字垢田341 751-0846 083-250-1165
デイ 福浦リハビリデイサービス 有限会社　オーイーシー 下関市彦島福浦町3-6-22 750-0087 083-261-5533
デイ げんきＤＡＹ四季の森 株式会社　セービング 下関市一の宮町1-3-46 751-0806 083-250-8911
デイ げんきの家元町デイサービスセンター 株式会社　木下運送 下関市神田町1-14-26 750-0044 083-242-5005
デイ あやらぎリハ 株式会社　弘富会 下関市綾羅木本町2-6-21 751-0849 083-250-9910
デイ 紫苑デイサービス 株式会社　きずな 下関市幡生町2-16-12 751-0828 083-265-4522
デイ デイグリーンしものせき 社会福祉法人　グリーンコープ 下関市東神田町1-10 750-0043 083-222-2234
デイ 林田クリニックデイサービスセンターそよ風 医療法人社団　林田クリニック 下関市山の口町1-30 751-0824 083-242-5810
デイ 晴晴伶デイサービスセンター 株式会社　燦伶 下関市長府浜浦町14-4 752-0993 083-249-5710
デイ デイサービス夢乃舎 有限会社　ホームケア彦島 下関市彦島福浦町3-2-10 750-0087 083-250-9021
デイ 前田接骨院デイサービス機能回復センター 有限会社　前田メディカ 下関市長府印内町11-10 752-0957 083-245-8488
デイ デイサービスセンター友 社会福祉法人　豊浦福祉会 下関市豊浦町大字黒井2237-1」 759-6312 083-772-1087
デイ デイサービスもみじ 株式会社　ＹＵＵＪＩＮ 下関市大字植田937 750-0251 083-289-2043
デイ デイサービス花水木 株式会社　オアシス 下関市大字吉母218 759-6541 083-249-5580
デイ デイサービスわがや 株式会社　ネクスト 下関市大字吉母139-1 759-6541 083-286-4023
デイ 地域共生ホームデイサービスうたたね ＮＰＯ法人　下関ひと・まちネットワーク 下関市清末大門12-43 750-1164 083-282-0222
デイ デイサービス笑 有限会社　ライフコーポレーション 下関市西大坪町2-13 750-0054 083-233-6731
デイ デイサービス日野 株式会社　栄 下関市豊田町大字浮石2202-1 750-0415 083-767-0001
デイ どうしんデイサービス 医療法人　せんじゅ 下関市豊北町大字滝部1185-2 759-5511 083-782-0032
デイ ハートケア一の宮デイサービス 有限会社　ライフプラス 下関市一の宮町3-3-15 751-0806 083-256-6228



デイ デイサービスセンターもみじの里 株式会社　もみじの里 下関市彦島迫町2-7-24 750-0092 083-249-6372
デイ デイサービスセンター向日葵の里 株式会社　ナーシングケア 下関市豊北町大字神田上891-28 759-6121 083-788-5831
デイ さくらデイサービス健歩下関 株式会社　ケアセラピー 下関市椋野町13-21-11 751-0816 083-250-8995
デイ ぶちデイサービスセンターアウラ ぶち介護サービス　株式会社 下関市山の田東町7-2 751-0834 083-253-9633
デイ デイサービス楓の里 有限会社　夢里デイサービス 下関市大字内日下1061-2 750-0253 083-289-2779
デイ デイサービスもん 合同会社　門出 下関市安岡町4-14-22 759-6603 083-227-4713
デイ デイサービス若葉 株式会社　プレイス 下関市新椋野町2-4-5 751-0820 083-235-1222
デイ 特定非営利活動法人さくらんぼデイサービス笑家 ＮＰＯ法人　さくらんぼ 下関市勝谷新町4-13-27 751-0802 083-227-4871
デイ デイサービス海と空 有限会社　ホームケア彦島 下関市壇之浦町4-28 751-0814 083-228-0700
デイ ハートケアしおはまデイサービス 有限会社　ライフプラス 下関市彦島塩浜町3-14-52 750-0086 083-227-4865
デイ 機能訓練特化型でイサービス・リハトレきくがわ 合同会社　ＥＮＩＳＨＩ 下関市菊川町大字下岡枝199-1 750-0317 083-287-0833
デイ 安夢住デイサービス緑香園 有限会社　アムズ 下関市長府新松原町3-30 752-0982 083-227-4179
デイ げんきＤＡＹあやらぎ 株式会社　セービング 下関市綾羅木新町1-16-15 751-0865 083-227-4321
デイ 夢デイサービス雪月花 株式会社　煌青 下関市一の宮町4-11-27 750-0806 083-227-4170
デイ 伊崎町デイサービス 有限会社　伊崎メディカル 下関市伊崎町1-1-5 750-0065 083-222-0002
デイ デイハウスうちん家 株式会社　心笑 下関市南大坪町2-9 750-0055 083-250-8152
デイ アイ・エム・エルデイサービスセンター 株式会社　インマイライフ 下関市みもすそ川町10-20 751-0813 083-227-4742
デイ ファインアクティブデイサービス 株式会社　ルナー 下関市大字冨任131 750-0000 083-258-4163
デイ かよさんのいえ 株式会社　まるじゅう 下関市王司本町4-6-18 752-0915 083-248-2532
デイ 長府ケアハウスデイサービスセンター 社会福祉法人　さわやか会 下関市長府黒門南町6-54 752-0989 083-245-1860
デイ 通い所歩き道 合同会社　有歩道 下関市赤間町3-24 750-0007」 083-249-5308
デイ 癒庵～ゆあん～ 株式会社　セービング 下関市垢田町1-1-50 751-0841 083-227-2263
デイ デイサービスセンタエール 株式会社　エール 下関市秋根新町13-17 751-0874 083-250-6846
デイ 本村リハビリデイサービス 有限会社　オーイーシー 下関市彦島本村町6-2-6 750-0074 083-261-0777
デイ あやリハ長府店 株式会社　弘富会 下関市長府中浜町4-11 752-0975 083-245-9900
デイ デイサービス隣ご縁唐戸 株式会社　ＣＫＫサポート 下関市幸町11-1 750-0001 083-233-7750
デイ おとなの学校下関小月校デイサービスセンター ライフスクール　株式会社 下関市小月茶屋3-4-26 750-1144 083-227-2208
デイ デイサービスアザレア 株式会社　アザレア 下関市上田中町5-14-14 750-0009 083-253-7771
デイ デイサービスセンターゴールデン・エイジ 有限会社　ゴールデン・エイジ・サービス 下関市武久町1-39-6 751-0833 083-255-2005
デイ アイユウ長府デイサービス「憩いサロン」 医療法人　松永会 下関市長府南之町1-1 752-0976 083-246-6430
デイ デイサービス笑笑歩 株式会社　心笑 下関市西大坪町18-12 750-0054 083-227-2876
デイ デイサービスかがやき ＮＰＯ法人　宅老所あじさい 下関市豊浦町大字黒井1536-1 759-6312 083-774-1577
デイ デイサービス華 合同会社　リバージ 下関市彦島本村町6-12-15 750-0074 083-227-2885
デイ 橘デイサービス 株式会社　大樹 下関市豊浦町大字川棚1545-10 759-6301 083-227-2895
デイ デイサービスはまぐり 株式会社　大樹 下関市豊浦町大字小串2374 759-6302 083-227-2874
デイ あやリハ鳥居前店 株式会社　弘富会 下関市長府中浜町4-18 752-0975 083-245-9909
デイ デイサービス夢ひろば 株式会社　夢 下関市梶栗町4-8-15 759-6614 083-258-0334
デイ デイサービスありすの丘 株式会社　ウエルケア 下関市東向山町13-9 750-0048 083-232-3377
デイ デイサービスセンター山茶花 医療法人　水の木会 下関市富任町3-4-28 759-6613 083-262-1465
デイ 功栄デイサービスさくら 株式会社　功栄デイサービス 下関市生野町1-4-17 751-0832 083-294-0123
デイ げんきＤＡＹ 株式会社　ウエルケア 下関市上新地町3-5-1 750-0061 083-292-2525
デイ デイサービスかかさん家 合同会社　かかさん家 下関市長府印内町9-25 752-0957 083-294-4848
デイ デイサービス月見草 株式会社　大樹 下関市菊川町大字久野1189-1 750-0324 083-774-0080
デイ 燦燦デイサービスセンター 株式会社　燦伶 下関市大字石原175-11」 751-0886 083-250-7725
デイ デイサービスかしの木 株式会社　花梨 下関市綾羅木本町3-10-22 751-0849 083-265-4672



デイ シンフォニー川棚デイサービスセンター 株式会社　ケアオーケストラ 下関市豊浦町大字川棚6923-6 759-6301 083-775-3201
デイ デイサービス四季の花 株式会社　セービング 下関市一の宮町1-3-46 751-0806 083-263-1003
デイ デイサービスほほ笑み倶楽部 株式会社　ウエルケア 下関市稗田南町7-9 751-0854 083-250-8681
デイ リラックスデイ唐楽 合同会社　ＺＩＰＡＮＧＯＯ 下関市唐戸町3-14白鳥ビル1階 750-0005 083-242-5065
デイ 歩行リハビリセンターテクラ 株式会社　リハビス 下関市王司上町5-3-45 752-0916 083-248-3536
デイ デイサービスせいれん 株式会社　せいれん 下関市吉見里町2-7-1 759-6525 083-294-0163
デイ ファインデイサービス 株式会社　ルナー 下関市冨任91 750-0000 083-261-1565
デイ 地域密着型通所介護野の花 株式会社　野の花 下関市豊浦町厚母郷378-1 759-6314 083-775-1011
デイ 早稲田イーライフ彦島 有限会社　ライフプラス 下関市彦島角倉町1-11-30 750-0081 083-250-9301
デイ コンパスウォーク綾羅木 株式会社　ハニードライ 下関市綾羅木本町2-5-25 751-0849 083-253-0849
デイ 済生会貴船福祉ケアセンター貴船園デイサービスセンター 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 下関市貴船町3丁目4-1 751-0823 083-223-0265
デイ デイサービスまいホーム 株式会社　マイホーム 下関市川中本町7-19 751-0859 083-227-2870
デイ デイサービス夢の里 社会福祉法人　夢の会 下関市新地町3-28 750-0063 083-228-2277
デイ 歩行リハビリセンターテクラ新下関店 株式会社　リハビス 下関市熊野西町1-11 751-0851 083-242-0109
デイ みどり園ニコニコデイサービスセンター 社会福祉法人　朋愛会 下関市長府才川2-21-1 752-0928 083-248-3294
デイ 宇部あかり園デイサービスセンター 社会福祉法人　博愛会 宇部市西岐波岩上229-112 755-0151 0836-51-1001
デイ センチュリー２１デイサービスセンター 社会福祉法人　愛世会 宇部市山中126-1 759-0132 0836-62-1021
デイ 楠園デイサービスセンター 社会福祉法人　扶老会 宇部市船木向ヒ833-3 757-0216 0836-67-1182
デイ アスワン山荘デイサービスセンター 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市二俣瀬山王坂40-221 759-0136 0836-62-2000
デイ むべの里デイサービスセンター 社会福祉法人　むべの里 宇部市東須恵320-1 759-0206 0836-44-0260
デイ 芳玉園デイサービスセンター 社会福祉法人　むべの里 宇部市東須恵3454-2 759-0206 0836-45-0451
デイ むべの里際波デイサービスセンター 社会福祉法人　むべの里 宇部市際波672-3 759-0207 0836-45-3693
デイ 山門デイサービスセンター 社会福祉法人　むべの里 宇部市山門4-6-24 755-0077 0836-37-6151
デイ ニチイケアセンター西岐波 株式会社　ニチイ学館 宇部市西岐波浜田1545-1 755-0151 0836-54-0582
デイ 神原苑新川デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 宇部市小串65-17 755-0067 0836-38-3233
デイ 宇部西デイサービス 医療法人　和同会 宇部市際波287-1 759-0207 0836-45-1223
デイ ひらきデイサービスセンター 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1-740-1 755-0096 0836-29-5050
デイ 日の山園西岐波デイサービスセンター 社会福祉法人　光栄会 宇部市西岐波1018-6 755-0151 0836-54-1081
デイ デイサービスオアシスことしば 株式会社　レナール 宇部市寿町3-2-5 755-0032 0836-37-6512
デイ むべの里デイサービスセンター藤山 社会福祉法人　むべの里 宇部市東藤曲1-5-28 755-0803 0836-29-5000
デイ むべの里デイサービスセンターはぎわら 社会福祉法人　むべの里 宇部市今村北5-10-38 755-0155 0836-54-0661
デイ 桃山デイサービスセンターむべ ＮＰＯ法人　生活ヘルプセンター宇部 宇部市小串1890-4 755-0067 0836-36-7575
デイ あさがおデイサービス 有限会社　下山 宇部市東岐波405-1 755-0241 0836-58-3644
デイ 有限会社　てご屋デイサービスセンター 有限会社　てご屋 宇部市常盤台1-2576-2 755-0097 0836-21-8761
デイ 片倉温泉くぼたデイサービスセンター 有限会社　片倉温泉くぼた 宇部市西岐波5345 755-0151 0836-51-9360
デイ 宇部社協くすのきデイサービス 社会福祉法人　宇部市社会福祉協議会 宇部市船木442-11 757-0216 0836-67-0505
デイ 神原苑神原デイサービスセンター 社会福祉法人　神波乱 宇部市神原町2-4-40 755-0022 0836-35-5662
デイ 第２宅老所喜楽苑 有限会社　ミセスヘルパー 宇部市西岐波5255-5 755-0151 0836-54-3445
デイ デイサービスセンターおの 有限会社　いのうえ 宇部市小野8294-2 754-1311 0836-64-2002
デイ フレンドサービス 有限会社　フレンドサービス 宇部市中宇部1964-1 755-0086 0836-33-7093
デイ デイサービス万倉健康センター 有限会社　希 宇部市西万倉2074-2 757-0214 0836-67-3436
デイ 宇部社協虹の家デイサービス 社会福祉法人　宇部市社会福祉協議会 宇部市船木1585-1 757-0216 0836-67-4320
デイ デイサービス楽庵 有限会社　楽庵 宇部市奥万倉361-2 757-0213 0836-67-2090
デイ 協立デイサービスげんき 医療生活協同組合健文会 宇部市末広町1-13 755-0014 0836-33-6220
デイ 宇部リハビリエーション病院デイサービス 医療法人　和同会 宇部市西岐波229-3 755-0151 0836-51-3111



デイ ケアハウス桜デイサービスセンター 株式会社　サクラ 宇部市西岐波2068-1 755-0151 0836-51-3386
デイ デイサービスセンター　宇部あいおい苑 社会福祉法人　ひとつの会 宇部市恩田町3-8-1 755-0023 0836-34-3100
デイ 陽だまりのいえデイサービスセンター ＹＯＵ介護サービス　株式会社 宇部市厚南北3-10-15-1 759-0209 0836-39-2401
デイ ツクイ宇部 株式会社　ツクイ 宇部市岬町2-1-18 755-0006 0836-38-6113
デイ 通所介護　和み 医療法人　仁心会 宇部市寿町3-11-6-2 755-0032 0836-39-1772
デイ 希望苑デイサービスセンター 株式会社　ＹＩＣトラスト 宇部市妻崎開作1014-3 759-0204 0836-45-0739
デイ デイサービス小野湖畔リゾート 有限会社　片倉温泉くぼた 宇部市小野10352-8 754-1311 0836-64-5080
デイ デイサービスセンター未来 株式会社　愛優会 宇部市船木1017-3 757-0216 0836-67-3012
デイ むべの里デイサービスセンター博愛園 社会福祉法人　むべの里 宇部市金村2-7-17 755-0072 0836-21-5360
デイ むべの里デイサービスセンター東本町 社会福祉法人　むべの里 宇部市東本町1-2-7 755-0028 0836-37-1515
デイ デイサービス　釜さん家 合同会社　釜さん家 宇部市岬町1-6-17 755-0006 0836-39-5269
デイ ケアビレッジきわなみデイサービスセンター 株式会社　きわなみ 宇部市際波725-6 759-0207 0836-39-3313
デイ 協立デイサービスふじやま 医療生活協同組合健文会 宇部市東平原2-9-8 755-0807 0836-39-6215
デイ さんコープ・宇部通所介護事業所 福祉生活協同組合さんコープ 宇部市上宇部75 755-0091 0836-33-6178
デイ デイサービスセンターオパール光栄 社会福祉法人　光栄会 宇部市東岐波5860-10-1 755-0241 0836-39-7228
デイ デイサービスセンターゆず 株式会社　愛優会 宇部市船木1017-4 757-0216 0836-67-3014
デイ デイサービスかもめ 合同会社　かもめ 宇部市上宇部黒岩39-7 755-0091 0836-37-4165
デイ ひだまりの花 合同会社　ひだまりねっと 宇部市ひらき台2-25-8 755-0094 0836-35-2141
デイ ツクイ宇部厚南 株式会社　ツクイ 宇部市厚南中央6-3-22 759-0212 0836-45-2910
デイ ドリームライフアポロデイサービスセンター 山口アポロ石油　株式会社 宇部市中宇部1858-30 755-0086 0836-37-0070
デイ デイサービス波雁ヶ浜 有限会社　片倉温泉くぼた 宇部市東岐波1466-6 755-0241 0836-59-0050
デイ 茶話本舗デイサービス文京台 株式会社　リカースペース太陽 宇部市文京台3-18-4 755-0805 0836-39-8657
デイ 早稲田イーライフ宇部 三和企業　株式会社 宇部市西宇部南4-5-26 759-0208 0836-41-1136
デイ むべの里デイサービスセンター東芝中 社会福祉法人　むべの里 宇部市東芝中町3-27 755-0016 0836-39-9006
デイ 日の山園丸尾原デイサービスセンター 社会福祉法人　光栄会 宇部市東岐波4668-3 755-0241 0836-39-9500
デイ キワラリハビリデイサーｂス 株式会社　シルバーホークス 宇部市東岐波2160-1 755-0241 0836-38-5538
デイ JA山口宇部ふれあいデイサービス樹 山口宇部農業協同組合 宇部市厚南中央1-7-10 759-0212 0836-45-0320
デイ デイサービス絆 合同会社　サインポスト 宇部市八王子町12-14 755-0007 0836-33-7060
デイ デイサービス美咲 合同会社　美咲 宇部市昭和町4-2-1 755-0011 0836-33-1007
デイ リハビリ特化型半日ケア健幸村 有限会社　末永整骨院・光 宇部市新天町2-3-7 755-0029 0836-48-0044
デイ きわなみ苑デイサービスセンター 株式会社　きわなみ 宇部市際波663-3 759-0207 0836-39-3303
デイ デイサービス和みの家 合同会社　和の会 宇部市草江2-5-5 755-0004 0836-31-3894
デイ デイサービス来夢 株式会社　愛優会 宇部市船木1017-5 757-0216 0836-67-3014
デイ やまもとクリニックデイサービスセンター「有るる」 医療法人社団　厚心会 宇部市黒石北3-1-57 759-0213 0836-39-9528
デイ まどか苑厚南北デイサービスセンター まどか福祉サービス　株式会社 宇部市厚南北2-4-14 759-0209 0836-44-2277
デイ ケアハウス桜弐番館デイサービスセンター 株式会社　サクラ 宇部市西岐波2066 755-0151 0836-51-3386
デイ 喜笑苑デイサービスセンター 株式会社　アルケア 宇部市西岐波805 755-0151 0836-38-6663
デイ デイサービス「Ｅｎｊｙｕ」 医療法人　太白会 宇部市西岐波732-1 755-0151 0836-54-1070
デイ 宅老所喜楽苑山村 有限会社　ミセスヘルパー 宇部市西岐波2636-7 755-0151 0836-39-6000
デイ 日の山園向陽デイサービスセンター 社会福祉法人　光栄会 宇部市東岐波4940-1 755-0241 0836-39-6752
デイ あさひデイサービスセンター則貞 株式会社　アサヒコーポレーション 宇部市則貞3-10-41 755-0003 0836-38-3545
デイ むべの里デイサービスセンター上宇部 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1-7-18 755-0096 0836-37-4103
デイ かわ村デイサービスセンター 株式会社　河村福祉サービス 宇部市川上720-9 755-0084 0836-37-0007
デイ デイサービスリード 合同会社　リード 宇部市西本町1-7-13 755-0052 0836-32-6369
デイ デイサービス幸せの種 合同会社　優悠 宇部市奥万倉426-1 757-0213 0836-67-0801



デイ ほほ笑みデイサービスセンター 株式会社　アルケア 宇部市西岐波229-327 755-0151 0836-39-7748
デイ リハビリデイサービスあい 有限会社　本池 宇部市中村1-2-21 755-0072 0836-43-9800
デイ 上宇部デイサービスセンター和喜あいあい ＮＰＯ法人　生きがい支援ハウス和楽 宇部市中村1-3-58 755-0072 0836-43-9933
デイ リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ宇部店 株式会社　安徳苑 宇部市西岐波4759-1 755-00151 0836-39-6125
デイ 若菜東岐波デイサービス 医療法人　かむらクリニック 宇部市東岐波5436-4 755-0241 0836-39-8855
デイ 早稲田イーライフ参宮通り 三和企業　株式会社 宇部市海南町16-27 755-0038 0836-21-2233
デイ デイサービスほっとスマイル 合同会社　ほっとスマイル 宇部市居能町3-2-22 755-0055 0836-21-0779
デイ 吉部の郷デイサービスセンター 有限会社　希 宇部市東吉部3346-1 757-0401 0836-68-0130
デイ 第２希望苑デイサービスセンター 株式会社　ＹＩＣトラスト 宇部市西宇部南4-11-2 759-0208 0836-43-6221
デイ デイサービスいやし 合同会社　三起 宇部市沖宇部62-4 755-0001 0836-51-6700
デイ デイサービスかもめ３ 合同会社　かもめ 宇部市西岐波4953-6 755-0151 0836-39-8888
デイ 日和庵 合同会社　あんしん介護 宇部市沼1-2-18 755-0085 0836-35-0077
デイ デイサービスなごみ 合同会社　和の会 宇部市草江2-5-1 755-0004 0836-35-7530
デイ 若菜笹山デイサービス 医療法人　かむらクリニック 宇部市笹山町2-1-45 755-0015 0836-43-6639
デイ デイサービスクローバー 株式会社　京樹 宇部市中野開作180-4 759-0203 0836-43-6500
デイ 第３希望苑デイサービスセンター 株式会社　ＹＩＣトラスト 宇部市中宇部1570-1 755-0086 0836-43-6660
デイ デイサービス楽笑 合同会社　楽笑 宇部市沖の旦410-1 759-0202 0836-33-1018
デイ デイサービスひまわりの家 合同会社　あい 宇部市恩田町1-4-29 755-0023 0836-35-2356
デイ デイサービス星華 株式会社　愛優会 宇部市船木1017-1 757-0216 0836-67-3016
デイ デイサービスセンターアポロプラス 山口アポロ石油　株式会社 宇部市中宇部1858-1 755-0086 0836-37-0070
デイ リハビリ特化型デイサービスＦｕｎ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ 合同会社　ＨＡＣＮＡＭＡＴＡＴＡ 宇部市西岐波4470-8 755-0151 0836-51-6665
デイ むべの里デイサービスセンター厚南 社会福祉法人　むべの里 宇部市東須恵1110-1 759-0206 0836-39-7563
デイ 若菜持世寺温泉デイサービス 医療法人　かむらクリニック 宇部市吉見2743-1 759-0122 0836-62-1860
デイ セントヒルデイサービスこうなん 医療法人　聖比留会 宇部市妻崎開作108 759-0204 0836-44-2116
デイ むべの里デイサービスセンター岬 社会福祉法人　むべの里 宇部市明神町1-3-26 755-0008 0836-43-7510
デイ かわ村デイサービスセンター海の家 株式会社　河村福祉サービス 宇部市東岐波1464-1 755-0241 0836-58-5511
デイ デイサービスよりそい花香 合同会社　ホワイト企画 宇部市小野9596-1 754-1311 0836-64-2320
デイ デイサービスセンターみのり 株式会社　厚仁 宇部市際波1704-1 759-0207 0836-44-6193
デイ 若菜楠デイサービス 医療法人　かむらクリニック 宇部市東万倉652-1 757-0215 0836-69-0018
デイ デイサービス友癒 有限会社　フレンドサービス 宇部市妻崎開作296-6 759-0204 0836-43-7933
デイ デイサービスセンターここわ 株式会社　きわなみ 宇部市際波701 759-0207 0836-45-0500
デイ 若菜宇部西デイサービス 医療法人　かむらクリニック 宇部市浜田2-3-15-2 755-0806 0836-31-7111
デイ デイサービスきたえるーむ上宇部 株式会社　宇部スイミングスクール 宇部市中尾1-7-13 755-0073 0836-39-8699
デイ デイサービスさち 合同会社　デイサービスさち 宇部市車地43-1 759-0133 0836-62-0557
デイ デイサービスほっとスマイル心 合同会社　ほっとスマイル 宇部市居能町1-2-13 755-0055 0836-29-0301
デイ デイサービス心 株式会社　とい 宇部市妻崎開作32-1 759-0204 0836-43-6326
デイ デイサービスセンター立花 ホームナース立花　株式会社 宇部市浜田3-24-1 755-0806 0836-43-6713
デイ むべの里デイサービスセンター中山 社会福祉法人　むべの里 宇部市中山135-1 755-0058 0836-43-7887
デイ 私の家Ｌｉｖｉｎｇ 有限会社　フォーマックス 宇部市浜田3-1-6 755-0806 0836-38-8111
デイ よしき悠々苑デイサービスセンター 社会福祉法人　祐寿会 山口市吉敷佐畑4-8-1 753-0816 083-932-0232
デイ 山口市徳地長寿苑デイサービスセンター 社会福祉法人　佐波福祉会 山口市徳地島地2097-1 747-0522 0835-54-1221
デイ 阿東園デイサービスセンター 社会福祉法人　友愛会 山口市阿東地福下288-1 759-1422 083-952-1126
デイ 白松苑デイサービスセンター 社会福祉法人　正清会 山口市阿知須南旦ノ原5044-1 754-1277 0836-65-2250
デイ 山口あかり園デイサービスセンター 社会福祉法人　博愛会 山口市黒川3363 753-0851 083-921-1621
デイ とくぢ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　佐波福祉会 山口市徳地八坂1330 747-0344 0835-56-1307



デイ 日の山公園デイサービスセンター 社会福祉法人　光栄会 山口市阿知須2580-2 754-1277 0836-58-2903
デイ 小郡・山手一番館デイサービスセンター 社会福祉法人　愛世会 山口市小郡尾崎町2-1 754-0006 083-974-0200
デイ 済生会山口地域ケアセンたー在宅複合型施設やすらぎデイサービスセンター朝倉 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町4-55-6 753-0061 083-924-6652
デイ ハートホーム宮野デイサービスセンター 社会福祉法人　青藍会 山口市宮野下2997-5 753-0011 083-934-5602
デイ 秋穂あかり園デイサービス 社会福祉法人　博愛会 山口市秋穂東3980 754-1101 083-984-8300
デイ ハートホーム山口脳活性リハビリ 社会福祉法人　青藍会 山口市吉敷中東1-1-2 753-0813 083-933-6003
デイ 山口市デイサービスセンター梅光苑 社会福祉法人　相清福祉会 山口市鋳銭司2361-3 747-1221 083-986-3056
デイ 済生会山口地域ケアセンターあさくらデイサービスセンター 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町7-52 753-0061 083-924-6945
デイ 通所介護花の森 有限会社　小川 山口市大内問田2-6-14 753-0241 083-932-1837
デイ ハートホーム平川リハビリセンター 医療法人社団　青藍会 山口市黒川729-2 753-0851 083-934-7600
デイ ハートホーム南山口デイサービスセンター 社会福祉法人　青藍会 山口市深溝803-1 754-0895 083-988-3300
デイ ツクイ山口 株式会社　ツクイ 山口市大内御堀929-1 753-0214 083-934-7225
デイ デイサービスセンターこころ 医療法人　英知会 山口市桜畠2-6-8 753-0021 083-932-1507
デイ デイサービスＯＳＫ 有限会社　オーエスケイクリーンサービス 山口市阿東徳佐中3434-1 759-1512 083-957-0174
デイ ハートホーム新山口デイサービスセンター 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡平成町1-18 754-0020 083-976-2443
デイ デイサービス花咲美 有限会社　花咲美 山口市大内矢田北6-4-26 753-0215 083-941-1288
デイ 山口市秋穂デイサービスセンター 山口市 山口市秋穂東3993 754-1101 083-984-5772
デイ デイサービスあいお 株式会社　ＶＡＮ 山口市秋穂西3323 754-1102 083-984-5620
デイ ハートハウス朝倉脳活性リハビリ 有限会社　あんのメディカル 山口市神田町9-5 753-0064 083-928-5545
デイ ハートホーム中央脳活性リハビリ 社会福祉法人　青藍会 山口市神田町4-8 753-0064 083-941-6740
デイ デイサービスセンターひかり 医療法人　英知会 山口市桜畠2-9-32 753-0021 083-933-0140
デイ グループホームかじかの里 社会福祉法人　佐波福祉会 山口市徳地八坂1330 747-0344 0835-56-1377
デイ 明日葉デイサービス 株式会社　大樹 山口市佐山945-41 754-0894 083-989-6117
デイ 賀宝の里白松苑デイサービスセンター 社会福祉法人　正清会 山口市佐山158 754-0894 083-988-2555
デイ まちなかデイサービスさんコープ・河村邸 福祉生活協同組合さんコープ 山口市本町2-1-16 753-0046 083-921-9823
デイ デイサービスセンターみんなのふるさと ＮＰＯ法人　みんなのふるさと 山口市小郡下郷688-2 754-0002 083-973-8705
デイ 済生会山口地域ケアセンター居宅介護サービス複合施設にほ苑通所介護事業所 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市仁保中郷988-1 753-0302 083-929-5083
デイ サンキ・ウエルビィデイサービスセンター山口 サンキ・ウエルビィ　株式会社 山口市平井1417-8平川マンション1階 753-0831 083-923-3611
デイ デイサービスセンターむっちゃん方 株式会社　むっちゃん方 山口市徳地島地590-2 747-0522 0835-54-0505
デイ 若菜デイサービス 医療法人　かむらクリニック 山口市小郡下郷307-2 754-0002 083-973-7247
デイ デイサービス灯家 株式会社　灯り 山口市桜畠5-11-37 753-0021 083-902-8002
デイ 藤原内科デイサービスセンターぴあ 医療法人　一陽会 山口市折本1-9-12 753-0022 083-923-5572
デイ まごころの家デイサービスセンター 医療法人　真人会 山口市江崎2471-8 754-0896 083-988-1155
デイ デイサービスおはな 株式会社　おはな 山口市徳地堀1701 747-0231 0835-52-1234
デイ デイサービスえがお 金子建設　株式会社 山口市阿東徳佐下2566 759-1513 083-956-0700
デイ ゆうらく園通所介護事業所 株式会社　優楽園 山口市楠木町1-26 753-0065 083-941-5700
デイ 大市デイサービスセンター 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市大市町1-28 753-0033 083-934-1294
デイ ハートハウス大内脳活性リハビリ 有限会社　あんのメディカル 山口市大内千坊5-6-19 753-0251 083-941-5831
デイ ハートホーム平川脳活性リハビリ 医療法人　青藍会 山口市黒川729-2 753-0851 083-934-7600
デイ ハートホーム南山口脳活性リハビリ 社会福祉法人　青藍会 山口市深溝803-1 754-0895 083-988-3300
デイ 福祉生活協同組合さんコープ・デイサービス菜の花 福祉生活協同組合さんコープ 山口市名田島東開作1174 754-0892 083-976-8755
デイ Ｈｏｔ　Ｓｐｒｉｎｇ 医療法人社団　水生会 山口市湯田温泉1-1-3 753-0056 083-941-5782
デイ デイサービス・湯田朝倉荘 有限会社　片倉温泉くぼた 山口市神田町1-14 753-0064 083-934-0220
デイ デイサービス花咲美・３ 有限会社　花咲美 山口市大内矢田北6-3-3 753-0221 083-941-1288
デイ デイサービスゆうあい 株式会社　友喜興業 山口市徳地島地177 747-0522 0835-54-5008



デイ 一の坂デイサービスセンター 株式会社　絆 山口市後河原23-3 753-0083 083-941-6337
デイ ハートホーム新山口脳活性リハビリ 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡平成町1-18 754-0020 083-976-2443
デイ ハートホーム宮野脳活性リハビリ 社会福祉法人　青藍会 山口市宮野下2997-5 753-0011 083-934-5600
デイ 向日葵デイサービス 株式会社　大樹 山口市佐山2343-1 754-0894 083-989-6517
デイ 宅老所　みんなのふるさと ＮＰＯ法人　みんなのふるさと 山口市小郡下郷686-7 754-0002 083-976-8485
デイ ハートハウス大歳脳活性リハビリ 有限会社　あんのメディカル 山口市朝田751-1 753-0871 083-922-0170
デイ ヨシヤデイサービス 株式会社　ヨシヤ 山口市徳地堀3939-1 747-0231 0835-52-0200
デイ 渚デイサービス 株式会社　大樹 山口市秋穂東2800-3 754-1101 083-984-2881
デイ 夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 社会福祉法人　夢のみずうみ村 山口市中尾787-1 753-0801 083-995-2820
デイ デイサービスられる 株式会社　ＬＡＬＥＬ 山口市道場門前2-2-32-101 753-0047 083-929-3232
デイ 宅老所あじす喜楽苑 株式会社　きずな 山口市阿知須3257-21 754-1277 0836-66-2233
デイ ライフケアデイサービス 山陽メディカル　株式会社 山口市黒川81-2 753-0851 083-941-6100
デイ デイサービスおはな２ 株式会社　おはな 山口市徳地出雲合1747-4 747-0231 0835-52-1722
デイ デイサービスゆうの里なごみ館 株式会社　ゆうの里 山口市大内千坊1-8-8 753-0251 083-929-3386
デイ ハートハウス新山口グループホーム 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡緑町3-33 754-0013 083-973-9510
デイ デイサービスこうなん温泉 株式会社　こうなん 山口市楠木町4-42 753-0065 083-928-4309
デイ デイサービスひなた 合同会社　山口福祉サービス 山口市吉敷赤田3-7-16 753-0817 083-929-3750
デイ はるかぜデイサービスセンター 医療法人　真人会 山口市嘉川4471 754-0897 083-988-0030
デイ ケアライフ小鯖デイサービスセンター 有限会社　ベストライフ 山口市下小鯖520 753-0212 083-941-1765
デイ なごみの郷　天花 株式会社　和み 山口市天花3-9-26 753-0091 083-929-3434
デイ ハートハウス新山口デイサービスセンター 有限会社　あんのメディカル 山口市小郡緑町3-33 754-0013 083-972-5757
デイ 山口病院通所介護こもれ日 医療法人　樹一会 山口市駅通り2-8-5 753-0048 083-922-1191
デイ きんもくせいデイサービスセンター 株式会社　きんもくせい 山口市大内御堀4331-23 753-0214 083-941-3800
デイ あじす陽だまりの家デイサービス 有限会社　エム・エッチ・ティー企画 山口市阿知須4724-1 754-1277 0836-65-5166
デイ ウィンズタウン大内デイサービスセンター 株式会社　ウィンズオペレーティング 山口市大内長野814-1 753-0211 083-941-6238
デイ 白石三丁目田村邸 株式会社　田村邸 山口市白石3-7-4 753-0070 083-902-8020
デイ ライフケアデイサービスあじす 山陽メディカル　株式会社 山口市阿知須浜表南5312-1 754-1277 0836-65-0306
デイ デイサービスセンターカイゴのチカラ宮野下 カイゴのチカラ　株式会社 山口市宮野下808 753-0011 083-902-5331
デイ ニチイケアセンター郷 株式会社　ニチイ学館 山口市小郡下郷2203-1 754-0002 083-974-6455
デイ 宅老所あじす喜楽苑つどい 株式会社　きずな 山口市阿知須3257-34 754-1277 0836-66-2100
デイ ケアタウン日の山デイサービスセンター 社会福祉法人　光栄会 山口市阿知須2581-1 754-1277 0836-39-8482
デイ きらら苑グループホーム ＮＰＯ法人　きらら山口福祉の会 山口市秋穂二島327-44 754-0893 083-987-0023
デイ デイサービス「マザーベル湯田温泉」 株式会社　山口福祉サービス 山口市湯田温泉4-3-15 753-0056 083-902-8080
デイ ハートホーム平川グループホーム 医療法人　青藍会 山口市黒川729-2 753-0851 083-934-7611
デイ ハートホーム南山口グループホーム 社会福祉法人　青藍会 山口市深溝803-1 754-0895 083-988-3306
デイ ハートホーム宮野グループホーム 社会福祉法人　青藍会 山口市宮野下2997-5 753-0011 083-934-5610
デイ デイサービスセンター空音 医療法人　岡村医院 山口市小郡下郷3358-3 754-0002 083-976-8427
デイ ハートホーム小郡デイサービスセンター 有限会社　あんのメディカル 山口市小郡下郷2222-3 754-0002 083-972-1200
デイ ハートホーム小郡脳活性リハビリ 有限会社　あんのメディカル 山口市小郡下郷2222-3 754-0002 083-972-1200
デイ デイサービスセンターカイゴのチカラ泉都町 カイゴのチカラ　株式会社 山口市泉都町8-31 753-0076 083-902-5967
デイ デイサービスたけしげ 合同会社　たけしげ 山口市小郡下郷106-8 754-0002 083-972-8011
デイ デイサービスゆうの里あったか館 株式会社　ゆうの里 山口市大内千坊1-6-14 753-0251 083-929-3386
デイ デイサービスポラスケア 日環特殊　株式会社 山口市湯田温泉1-1-7 753-0056 083-902-5551
デイ デイズみぎわ 合同会社　シセイ 山口市秋穂東4710-1 754-1101 083-984-5320
デイ 脳活性化デイサービスポインセチア 医療法人　樹一会 山口市駅通り2-3-24 753-0041 083-922-1191



デイ デイサービスセンターにじの滝 社会福祉法人　ほおの木会 山口市下小鯖松茸尾原1339-16 753-0212 083-902-6271
デイ デイサービスセンター四つ葉 株式会社　聖 山口市宮野下河原1384-1 753-0011 083-929-3591
デイ デイサービスにじのさと 株式会社　新栄ビルサービス 山口市仁保下郷734-1 753-0303 083-929-1100
デイ デイサービス湯のまち倶楽部 株式会社　ベリーヒューマン 山口市湯田温泉4-6-14 753-0056 083-902-5568
デイ デイサービスセンターさらら ＹＧネクスト　株式会社 山口市平井116-2 753-0831 083-901-3001
デイ ケアホーム小郡デイサービスセンター 医療法人社団　山岸内科 山口市小郡新町2-10-21 754-0031 083-974-5111
デイ デイサービスセンターおおうち 医療法人　健伸会おおうちクリニック 山口市大内千坊6-11-2 753-0251 083-941-6170
デイ 楽リハおはな 株式会社　おはな 山口市徳地堀1751 747-0231 0835-52-1787
デイ 相川医院デイサービス 医療法人　相川医院 山口市鋳銭司6001-1 747-1221 083-985-1661
デイ ウィンズタウン大内喜郷デイサービスセンター 株式会社　ウィンズオペレーティング 山口市大内長野1558-1 753-0211 083-941-6636
デイ なぎの森デイサービスセンター 医療法人　清仁会 山口市小郡下郷745-2 754-0002 083-976-4707
デイ デイサービスセンターてしま旅館 てしま旅館　株式会社 山口市阿知須7418-8 754-1277 0836-65-2248
デイ デイサービス・さんコープ湯田 福祉生活協同組合さんコープ 山口市熊野町5-17 753-0077 083-902-6270
デイ デイサービスゆうの里ぬくもり館 株式会社　ゆうの里 山口市大内千坊1-6-33 753-0251 083-929-3386
デイ 老人デイサービスセンターぬくもり山口 株式会社　ネハリ 山口市小郡上郷森下4188-2 754-0001 083-902-6842
デイ ケアライフ山口デイサービスセンター 有限会社　ベストライフ 山口市大内問田3-18-10 753-0241 083-920-1765
デイ ぴーぽー倶楽部シニア健康運動サロン 合同会社　ヤスムラ 山口市下竪小路79 753-0034 083-923-6465
デイ デイサービスセンター日日 株式会社　つながり 山口市大内長野708-2 753-0211 083-902-2345
デイ デイサービスふしの 株式会社　大樹 山口市矢原14-24 753-0825 083-929-3883
デイ 紫福園デイサービスセンター 社会福祉法人　紫雲会 萩市紫福6006-1 758-0501 0838-53-0231
デイ ちはるえんデイサービスセンター 社会福祉法人　健香会 萩市明木4781-1 754-0411 0838-55-0333
デイ 阿北苑デイサービスセンター 社会福祉法人　阿北福祉会 萩市上小川東分1406 759-3202 08387-4-0261
デイ すさ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　寿幸会 萩市須佐1378-1 759-3411 08387-6-3146
デイ むつみ園デイサービスセンター 社会福祉法人　紫雲会 萩市吉部上3301-1 758-0304 08388-6-0301
デイ デイサービスセンターかわかみ苑 社会福祉法人　山水会 萩市川上4921-1 758-0141 0838-54-2000
デイ デイサービスセンター・オアシスはぎ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 萩市大井1689-13 759-3611 0838-28-5166
デイ 萩市須佐デイサービスセンターやまびこ 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市弥富下3998 759-3302 08387-8-2000
デイ 萩市デイサービスセンターかがやき 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市椿3460-2 758-0061 0838-24-4111
デイ 萩市デイサービスセンターさんみ苑 社会福祉法人　ふたば園 萩市三見3852-1 759-3721 0838-27-5000
デイ 萩市デイサービスセンターみしま 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市見島35-1 758-0701 0838-23-2828
デイ 萩市デイサービスセンター楽々園 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市山田4293-1 758-0063 0838-25-4700
デイ 萩市中津江デイサービスセンターなごみ 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市椿東315-6 758-0011 0838-24-1753
デイ 田町診療所デイサービスセンター暖家 医療法人社団　田町診療所 萩市下五間町49 758-0043 0838-26-3925
デイ 医療法人社団裕嵩会波多野医院タンポポ 医療法人社団　裕嵩会波多野医院 萩市堀内247-5 758-0057 0838-24-2800
デイ 萩市無田ヶ原口デイサービスセンターおとずれ 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市椿東3143-1 758-0011 0838-24-1294
デイ デイサービスセンター萩ほの花 合同会社　うぉーむはんど 萩市山田5310-40 758-0063 0838-21-7292
デイ デイサービスセンター四縁 医療法人社団　田町診療所 萩市東田町22-8 758-0047 0838-24-1234
デイ あぶらんど萩農業協同組合デイサービスあすなろ あぶらんど萩農業協同組合 萩市椿東3014-15 758-0011 0838-24-0155
デイ ライフケアデイサービスはぎ 山陽メディカル　株式会社 萩市椿東2942-13 758-0011 0838-21-7638
デイ デイサービスセンター椿の郷 医療法人　水の木会 萩市椿東6030-13 758-0011 0838-21-7215
デイ デイサービス旭の郷 医療法人　丘病院 萩市佐々並2494-1 753-0101 0838-56-0880
デイ リハビリ特化型デイサービスステップ 合同会社　ケアアシスタンス 萩市椿東2637-1 758-0011 0836-26-3440
デイ たまがわ七尾老人デイサービス事業所 社会福祉法人　七尾福祉会 萩市下田万袴田2417-1 759-3112 08387-3-0006
デイ ラウレアたまがわ 株式会社　ラウレア・ジャパン 萩市下田万袴田2412-1 759-3112 08387-2-1030
デイ 防府あかり園デイサービスセンター 社会福祉法人　博愛会 防府市台道1671 747-1232 0835-32-1878



デイ 岸津苑デイサービスセンター 社会福祉法人　周陽福祉会 防府市岸津2-24-20 747-0011 0835-21-8834
デイ 老人デイサービスセンター牟礼苑 社会福祉法人　牟礼会 防府市牟礼836-3 747-0004 0835-38-5233
デイ ライフケア高砂デイサービスセンター 社会福祉法人　ライフケア高砂 防府市上右田334 747-0062 0835-22-5500
デイ ヘスティア華城デイサービスセンター 社会福祉法人　華世会 防府市伊佐江1039-1 747-0846 0835-27-1133
デイ デイサービスワンエフ 有限会社　ワンエフ 防府市石が口1-3-42 747-0806 0835-27-6203
デイ 防府あかり園デイサービスセンターであい 社会福祉法人　博愛会 防府市牟礼柳23-33 747-0003 0835-26-5663
デイ デイサービスセンターたまのや 社会福祉法人　ひとつの会 防府市佐野152-1 747-0067 0835-27-6870
デイ 生活処　遊夢庵 有限会社　コミュニティケア防府 防府市中央町6-30 747-0802 0835-26-5150
デイ きんこうデイサービスセンター 社会福祉法人　防府滋光会 防府市田島433 747-0834 0835-20-1123
デイ デイサービスセンターふじ防府 株式会社　不二ビルサービス 防府市高倉1-14-1 747-0045 0838-38-3166
デイ 夢のみずうみ村防府デイサービスセンター 株式会社　夢のみずうみ社 防府市西浦2429-1 747-0835 0835-39-2201
デイ ケアパートナー防府 ケアパートナー　株式会社 防府市本橋町17-16 747-0041 0835-26-6767
デイ デイサービス自由ヶ丘 有限会社　渡辺興産 防府市自由ヶ丘2-9-8 747-0066 0835-21-9337
デイ デイサービスセンター新田の楽さん家 有限会社　楽さん家 防府市新田966-1 747-0825 0835-27-2887
デイ 宅老所宅粋庵 株式会社　カインドリー・サポート 防府市田島321-1 747-0834 0835-22-1537
デイ デイサービスセンターさわやか防府 ＮＰＯ法人　さわやか防府 防府市牟礼今宿1-21-27 747-0012 0835-21-1985
デイ サンキ・ウエルビィデイサービスセンター防府 サンキ・ウエルビィ　株式会社 防府市八王子2-8-8 747-0037 0835-21-8811
デイ デイサービス岩畠 株式会社　フクダ 防府市岩畠2-4-23 747-0001 0835-21-1305
デイ デイサービスかがやき 有限会社　白井興産 防府市田島3379-1 747-0834 0835-29-0009
デイ デイサービスセンターオールケアー 株式会社　オールケアー 防府市沖今宿1-18-20 747-0013 0835-27-2826
デイ 株式会社ピーエーデイサービスセンターゆうの風三田尻 株式会社　ピーエー 防府市警固町1-6-42 747-0821 0835-28-0068
デイ デイサービスセンター元気の里 有限会社　創美 防府市田島674-5 747-0834 0835-25-2341
デイ ツクイ防府東 株式会社　ツクイ 防府市国衙3-4-41 747-0024 0835-27-2922
デイ ケアビレッジスワン 株式会社　しらとり 防府市真尾735-2 747-0104 0835-36-1760
デイ 医療法人康淳会ナーシングホーム緑町通所介護 医療法人　康淳会 防府市緑町1-7-61 747-0026 0835-20-1615
デイ デイサービスセンターおおひらの里 社会福祉法人　暁会 防府市江泊1790 747-0014 0835-38-5282
デイ ＮＰＯさわやか中西 ＮＰＯ法人　さわやか防府 防府市中西29-7 747-0005 0835-21-1985
デイ セカンドハウス三田尻 三田尻生活・ケア総合センター　株式会社 防府市迫戸町2-46 747-0031 0835-24-1028
デイ デイサービスセンター元気の里２号館 有限会社　創美 防府市田島674-12 747-0834 0835-28-8455
デイ デイサービスえがおの森 株式会社　アイピーアール 防府市仁井令668-2 747-0845 0835-28-8488
デイ 風の丘デイサーイス 株式会社　大樹 防府市西浦2367-65 747-0835 0835-29-4017
デイ とうかデイサービスセンター 株式会社　藤華 防府市西浦1865-1 747-0835 0835-29-2222
デイ まなび処あそ兵衛 株式会社　春の家 防府市浜方48-21 747-0833 0835-25-2486
デイ デイサービスふれあいの家なかにし 株式会社　ふれあいの家なかにし 防府市中西1-17 747-0005 0835-25-2318
デイ アシストケアクラブこくが 株式会社　清水製材所 防府市国衙4-3-47 747-0024 0835-28-8341
デイ デイサービス真 株式会社　真 防府市中央町2-5 747-0802 0835-28-7259
デイ デイサービスセンターひごろもそう 社会福祉法人　勝縁福祉会 防府市浜方8-1 747-0833 0835-28-7706
デイ ヘスティア天神デイサービスセンター 社会福祉法人　華世会 防府市天神1-7-23 747-0034 0835-26-5777
デイ 憩いの里デイサービスセンター 合同会社　太陽 防府市千日1-5-38 747-0046 0835-28-7756
デイ デイサービスはぴね防府 グリーンライフ　株式会社 防府市田島1460-4 747-0834 0835-26-5100
デイ デイサービスセンターなんてん 株式会社　つながり 防府市下右田1035 747-0063 0835-28-8812
デイ デイサービス円笑 株式会社　キャンズコーポレーション 防府市岸津2-14-50 747-0011 0835-28-8811
デイ ケアライフ防府デイサービスセンター 有限会社　ベストライフ 防府市下右田797-1 747-0063 0835-21-4165
デイ 宅粋庵デイサービスセンター 株式会社　カインドリー・サポート 防府市勝間2-10-30 747-0822 0835-28-8256
デイ デイサービス宝寿 株式会社　フクダ 防府市岩畠2-8-36 747-0001 0835-21-1305



デイ ポシブル防府 株式会社　アクトライト 防府市新田818-3 747-0825 0835-20-2525
デイ 古民家デイサービスとのみ 株式会社　山口メディカル 防府市富海2519 747-1111 0835-34-1000
デイ デイサービスセンターフィラージュ開出 社会福祉法人　ひとつの会 防府市開出西町32-8 747-0054 0835-28-9302
デイ デイサービスひだまり 株式会社　豊友会 防府市牟礼今宿1-11-18 747-0012 0835-23-5053
デイ あ・す・もデイサービスセンター 有限会社　ヘイワ薬局 防府市牟礼酢貝6-7 757-0002 0835-28-8368
デイ おうかデイサービスセンター 株式会社　藤華 防府市西浦1865-1 747-0835 0835-29-2222
デイ おほち茶屋小さき花 株式会社　ｆｉｏｒｅｔｔｉ 防府市勝間1-5-35 747-0822 0835-28-8678
デイ デイサービスきたえるーむ防府北 株式会社　デイサービス銘建 防府市国衙5-11-6 747-0024 0835-28-7851
デイ デイサービスきたえるーむ防府中央 株式会社　デイサービス銘建 防府市東三田尻1-1-1 747-0813 0835-28-7301
デイ さんコープ天神口デイサービス 福祉生活協同組合さんコープ 防府市八王子1-16-2 747-0037 0835-26-0255
デイ サンライフ三田尻デイサービス 株式会社　サンライふ 防府市三田尻3-6-35 747-0814 0835-25-8001
デイ Ｌａｐｉあそ兵衛 株式会社　春の家 防府市桑南2-5-48 747-0807 0835-28-1182
デイ 松寿苑デイサービスセンター 社会福祉法人　幸洋福祉会 下松市来巻944-1 744-0051 0833-47-0753
デイ ほしのさとデイサービスセンター 社会福祉法人　くだまつ平成会 下松市生野屋南1-13-1 744-0033 0833-45-3100
デイ さくら苑デイサービスセンター 医療法人　あべ医院 下松市瑞穂町2-21-1 744-0075 0833-44-4515
デイ 生活リハビリセンター友・遊 有限会社　誠心会 下松市河内1897 744-0061 0833-45-6501
デイ きくやデイサービス 株式会社　Ｍ．Ｃ．Ｓ． 下松市西豊井1404-10 744-0011 0833-44-5811
デイ ニチイケアセンター下松 株式会社　ニチイ学館 下松市末武下438-2 744-0022 0833-48-1080
デイ デイサービスセンターいこい 株式会社　もういちど 下松市大手町2-10-29 744-0015 0833-43-3240
デイ 岸田デイサービスセンター 医療法人　岸田医院会 下松市末武下370-2 744-0022 0833-45-2020
デイ 来歩リハビリステージ 株式会社　総合リハビリテーション研究所 下松市古川町4-5-7 744-0005 0833-48-3500
デイ デイサービスセンターありがとう 株式会社　無尽蔵 下松市河内1933-1 744-0061 0833-48-6300
デイ デイサービスセンタープリスケア 株式会社　プリスホーム 下松市望町1-11-28 744-0072 0833-48-1088
デイ デイサービスＳａｎｋｏ 株式会社　Ｍ．Ｃ．Ｓ． 下松市瑞穂町4-16-16 744-0075 0833-48-8882
デイ デイサービスマル 株式会社　マル 下松市来巻951-3 744-0051 0833-46-2668
デイ デイサービスセンター黄色いハンカチ 有限会社　賀取商事 下松市生野屋南3-2-13 744-0033 0833-41-7557
デイ デイサービスセンターねがい星 株式会社　ハーモニーケア 下松市東陽6-1-1 744-0043 0833-46-0015
デイ のんびり村花岡デイサービスセンター 株式会社　ホームケアサービス山口 下松市末武上久保田1800-1 744-0024 0833-48-3388
デイ デイサービスはぴね周南 グリーンライフ　株式会社 下松市生野屋南1-7-10 744-0033 0833-45-5058
デイ デイサービス和 一般社団法人　Ｃｕｏｒｅｐｉａ 下松市望町3-4-24 744-0072 0833-48-9579
デイ わこうデイサービス藤光 株式会社　わこう介護サービス 下松市藤光町1-19-4 744-0028 0833-48-8272
デイ ＪＡデイサービス生野屋 ＪＡ協同サポート山口　株式会社 下松市生野屋南3-8-3 744-0031 0833-45-2294
デイ ＪＡデイサービス久保 ＪＡ協同サポート山口　株式会社 下松市大河内735 744-0061 0833-47-2294
デイ デイサービスセンター星ひろば 社会福祉法人　緑山会 下松市古川町3-1-2 744-0005 0833-48-8545
デイ エイピーデイサービスくだまつ 株式会社　アッセンブルピープル 下松市大手町2-7-6 744-0015 0833-48-8629
デイ きょうともパワリハデイサービス 株式会社　KｙｏＴｏｍｏ 下松市望町1-10-1 744-0072 0833-48-8633
デイ デイサービスセンター笠戸 有限会社　誠心会 下松市笠戸島32-38 744-0001 0833-52-1155
デイ 美和苑デイサービスセンター 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見2538 740-1231 0827-96-1130
デイ 高森苑デイサービスセンター 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市周東町西長野621-1 742-0425 0827-84-3747
デイ 錦苑デイサービスセンター 社会福祉法人　錦福祉会 岩国市錦町広瀬758 740-0724 0827-72-3523
デイ 光葉苑デイサービスセンター 社会福祉法人　光葉会 岩国市下317-2 740-0302 0827-47-3118
デイ 玖珂苑デイサービスセンター 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市玖珂町3813-6 742-0341 0827-82-0555
デイ 美川苑デイサービスセンター 社会福祉法人　美川福祉会 岩国市美川町小川437-1 740-0501 0827-76-5008
デイ 緑風荘デイサービスセンター 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町3018-1 740-1406 0827-62-1122
デイ 平成デイサービスセンター平田 社会福祉法人　平成記念会 岩国市平田5-31-7 741-0072 0827-34-1111



デイ 平成デイサービスセンター黒磯 社会福祉法人　平成記念会 岩国市黒磯町2-50-14 740-0041 0827-34-2255
デイ デイサービスセンターさくらんぼ麻里布 医療法人　新生会 岩国市室の木町1-1-50 740-0021 0827-29-3838
デイ デイサービスセンター山手倶楽部 医療法人　新生会 岩国市山手町1-5-11 740-0022 0827-30-0505
デイ いしいケア・クリニックでイサービスセンターのぞみ 医療法人　新生会 岩国市麻里布町3-5-5 740-0018 0827-29-0708
デイ デイサービスセンターなごみ 医療法人　和会 岩国市昭和町2-18-23 740-0004 0827-30-1455
デイ 宅老所のびのびデイサービスセンター ＮＰＯ法人　しゅうとう福祉工房 岩国市周東町下久原1464-2 742-0417 0827-83-1830
デイ ゆう湯デイサービスセンター 株式会社　ゆう温泉 岩国市由宇町777 740-1406 0827-63-3803
デイ デイサービスセンターさくらんぼ坂上ケアセンター 医療法人　新生会 岩国市美和町渋前977-1 740-1225 0827-95-0200
デイ デイサービスセンターかとれあ 有限会社　ファイン 岩国市平田3-32-11 741-0072 0827-32-1660
デイ ケアホームといろ ＮＰＯ法人　といろ 岩国市玖珂町992 742-0321 0827-82-7733
デイ ウェルネス ＮＰＯ法人　アイムウェルネス 岩国市南岩国町1-18-20 740-0034 0827-34-2333
デイ デイサービスきらく 有限会社　きらく 岩国市美和町渋前603-2 740-1225 0827-96-0667
デイ 有限会社渡辺薬局在宅ケアセンター 有限会社　渡辺薬局 岩国市麻里布町2-1-9 740-0018 0827-30-5188
デイ デイサービスセンターにこにこ苑 有限会社　にこにこ苑 岩国市玖珂町1019-4 742-0322 0827-82-1125
デイ 宅老所風の便り 有限会社　風の便り 岩国市平田2-18-12 741-0072 0827-32-1118
デイ せんぞく苑デイサービスセンター 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市周東町下久原443-6 742-0417 0827-83-0100
デイ デイサービスセンターあかしあ 有限会社　サンメディカル 岩国市今津町1-10-9 740-0017 0827-30-0802
デイ デイサービスセンターかえで 有限会社　岩国メディカルサポート 岩国市南岩国町4-59-5-1 740-0034 0827-34-2777
デイ デイサービスセンターさくらんぼ玖珂ケアセンター 医療法人　新生会 岩国市玖珂町5045-20 742-0326 0827-81-1500
デイ デイサービスセンターさくらんぼ平田ケアセンター 医療法人　新生会 岩国市平田6-26-11 741-0072 0827-34-0011
デイ デイサービスセンターだんけ ＮＰＯ法人　ありがとさん 岩国市周東町下久原36-1 742-0417 0827-81-1051
デイ 岩国デイサービスセンターにしみ苑 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市錦見2-6-12 741-0061 0827-43-3763
デイ 本郷デイサービスセンター 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市本郷町本郷2090 740-0602 0827-75-2500
デイ デイサービスセンターティエラ 株式会社　ティエラ 岩国市多田3-104-2 741-0092 0827-44-3003
デイ デイサービスセンターつづの里 社会福祉法人　通津南和会 岩国市通津1117-297 740-0044 0827-39-1025
デイ デイサービスあまがき ＮＰＯ法人　サポートゆう 岩国市由宇町682-1 740-1406 0827-63-3285
デイ デイサービスつづ倶楽部 医療法人　南和会 岩国市通津2470 740-0044 0827-39-1810
デイ デイサービスきらら 株式会社　きららケアサービス 岩国市岩国2-7-4 741-0062 0827-28-2840
デイ ゆの里デイサービスセンター 株式会社　ゆう温泉 岩国市由宇町南沖1-10-25-2 740-1425 0827-63-2827
デイ 渡辺薬局デイサービスセンターおだやか 有限会社　渡辺薬局 岩国市麻里布町5-3-8 740-0018 0827-23-4165
デイ 渡辺薬局デイサービスセンターなごやか 有限会社　渡辺薬局 岩国市麻里布町5-3-8 740-0018 0827-23-4165
デイ デイサービスセンターティエラ二番館 株式会社　ティエラ 岩国市多田3-105-1 741-0092 0827-44-3003
デイ デイサービスセンターはーと・ふれんど立石 有限会社　松重商店 岩国市立石町3-10-8 740-0011 0827-22-8899
デイ デイグリーンいわくに 社会福祉法人　グリーンコープ 岩国市錦見8-23-1 741-0061 0827-35-4326
デイ シンシアゆうわデイサービスセンター 社会福祉法人　恒和会 岩国市藤生町3-27-8 740-0036 0827-34-6002
デイ デイサービスセンターはーと・ふれんど関戸 有限会社　松重商店 岩国市関戸1-105-12 741-0063 0827-28-0231
デイ デイサービスただいま 株式会社　ただいま 岩国市玖珂町4991-1 742-0326 0827-82-4245
デイ デイサービスセンター灘海園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 岩国市愛宕町1-5-1 740-0037 0827-28-0316
デイ いこいふじ 株式会社　ふじ 岩国市室の木町4-1-1 740-0021 0827-28-0505
デイ いしいケア・クリニックでイサービスセンターわかば 医療法人　新生会 岩国市麻里布町3-5-5 740-0018 0827-29-0708
デイ 運動特化型デイサービスふぁいと 株式会社　きららケアサービス 岩国市岩国2-7-4 741-0062 0827-28-2840
デイ デイサービスセンターはーと・ふれんど関戸弐番館 有限会社　松重商店 岩国市関戸1-105-29 741-0063 0827-28-5539
デイ リハビリデイサービスにしいわくに 株式会社　ＴＨＡ 岩国市岩国3-13-5クラール1Ｆ 741-0062 0827-28-5732
デイ パナソニックエイジフリーケアセンター岩国・デイサービス パナソニックエイジフリー　株式会社 岩国市今津町1-12-27 740-0017 0827-29-0377
デイ 寺迫デイサービスセンター ＮＰＯ法人　サポートゆう 岩国市由宇町3918-1 740-1401 0827-63-6611



デイ デイサービス一楽通津 有限会社　一楽 岩国市通津2409-1 740-0044 0827-38-2081
デイ グラントリハビリセンター 株式会社　ＧＲＡＮＴ 岩国市麻里布町6-10-32 740-0018 0827-28-5026
デイ 光富士白苑デイサービスセンター 社会福祉法人　光富士白苑 光市虹ヶ浜2-5-12 743-0022 0833-71-1788
デイ やまと苑デイサービスセンター 社会福祉法人　大和福祉会 光市岩田267 743-0103 0820-48-4333
デイ 光寿苑デイサービスセンター 社会福祉法人　光寿福祉会 光市室積沖田3035-1 743-0075 0833-79-0777
デイ 市川デイサービスセンターサポートひかり 医療法人社団　光仁会 光市中央3-2-13 743-0013 0833-72-5700
デイ ニチイケアセンター光 株式会社　ニチイ学館 光市花園1-13-12 743-0047 0833-74-2888
デイ 和光苑デイサービスセンター 社会福祉法人　和光苑 光市立野826 743-0062 0833-76-1050
デイ デイサービスセンターリバーサイド 医療法人　やよい 光市三井6-18-1 743-0052 0833-76-0161
デイ 光市牛島憩いの家デイサービスセンター 社会福祉法人　光市社会福祉協議会 光市牛島708-4 743-0003 0833-78-2022
デイ 光デイサービスセンター 有限会社　介護舎 光市虹ヶ丘2-21-22 743-0031 0833-74-3477
デイ 通所介護アクアクラブ 株式会社　コウケンプロダクツ 光市浅江1339-1 743-0021 0833-74-2325
デイ 光中央病院デイサービスセンター 医療法人社団　陽光会 光市浅江字森末306-6 743-0021 0833-71-7001
デイ 介護予防デイサービスふれまち虹の家 社会福祉法人　光市社会福祉協議会 光市虹ヶ丘3-3-15 743-0031 0833-71-7716
デイ デイサービス風車ひかり 有限会社　風車 光市光ヶ丘4-5 743-0023 0833-48-8085
デイ デイサービスセンターおりづる 有限会社　生活サポートおりづる 光市丸山町1-12 743-0041 0833-48-8375
デイ デイサービスセンターひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市三井1046-1 743-0052 0833-76-1170
デイ やまの里デイサービスセンター 社会福祉法人　大和福祉会 光市岩田267 743-0103 0820-49-3322
デイ デイサービスセンターきくや 菊屋産業　株式会社 光市立野1403-1 743-0062 0833-77-0185
デイ 認知症対応型デイサービスセンターひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市三井1046-1 743-0052 0833-76-1170
デイ デイサービス美ら海 株式会社　ミズタ 光市室積8-3-1 743-0007 0833-79-3322
デイ デイサービス古き良き一丁目 株式会社　ｇｏｏｄ　ａｎｄ　ｌｉｖｅｓ 光市虹ヶ丘3-22-36 743-0031 0833-48-9914
デイ デイサービスセンターやまとの光 株式会社　ケイセイ 光市岩田2280-5 743-0103 0820-48-8010
デイ さくらデイサービス光 株式会社　マストコーポレーション 光市中央3-7-18 743-0013 0833-71-0787
デイ デイサービス光の郷 有限会社　介護舎 光市浅江3028-3 743-0021 0833-74-0339
デイ 森林の里デイサービスセンター ＮＰＯ法人　森林の里 光市大字塩田字伊賀井田1002-2 743-0101 0820-48-4560
デイ デイサービスセンターきらら光 ＮＰＯ法人　優喜会 光市小周防1656-8 743-0061 0833-76-0550
デイ 恵光苑デイサービスセンター 社会福祉法人　新永福祉会 長門市東深川62-27 759-4101 0837-22-5888
デイ 養寿苑デイサービスセンター 社会福祉法人　同心会 長門市油谷向津具上344 759-4622 0837-34-1577
デイ デイサービスセンター明和苑 社会福祉法人　明和会 長門市三隅中1811 759-3802 0837-43-0574
デイ へき楽園デイサービスセンター 社会福祉法人　へき寿会 長門市日置上3114 759-4401 0387-37-4177
デイ ゆもと苑デイサービスセンター 社会福祉法人　福寿会 長門市深川湯本600-1 759-4103 0837-22-7000
デイ デイサービスセンターしあわせ長門 社会福祉法人　長門市社会福祉協議会 長門市東深川1321-1 759-4101 0387-22-8556
デイ 清風ポラリスデイサービスセンター 社会福祉法人　清風会 長門市三隅中326 759-3802 0837-42-1000
デイ 長門市社協ゆやデイサービスセンター 社会福祉法人　長門市社会福祉協議会 長門市新別名803 759-4503 0837-32-0950
デイ ひとやすみ 合資会社　マザー 長門市西深川429-2 759-4102 0837-22-3116
デイ 小規模デイサービス虹 合資会社　虹 長門市油谷久富1588-1 759-4502 0837-32-2838
デイ デイサービスゆうなぎ 有限会社　ライフサポートながと 長門市仙崎40-1 759-4106 0837-26-5005
デイ あんずデイサービス 有限会社　にこにこサービス 長門市西深川1768 759-4102 0837-22-2899
デイ きんさい家 株式会社　きんさい家 長門市東深川1186-3 759-4101 0837-22-3366
デイ デイサービスゆったり 合資会社　虹 長門市渋木1503 759-4104 0837-25-4266
デイ 結デイサービス あすなろ　株式会社 長門市日置上1707-2 759-4401 0837-37-5220
デイ 長門市社協かよいデイサービスセンター 社会福祉法人　長門市社会福祉協議会 長門市通830 759-4107 0837-28-0111
デイ いそしばデイサービス 合同会社　桜華 長門市東深川525-1 759-4101 0837-26-3558
デイ 花笑デイサービス 有限会社　にこにこサービス 長門市西深川338-1 759-4102 0837-27-0025



デイ リハビリ型デイサービスかなで 合同会社　縁 長門市油谷河原1444 759-4504 0837-32-2300
デイ きんさい家二番館 株式会社　きんさい家 長門市三隅下1295-1 759-3803 0837-43-2882
デイ デイサービスセンター松風苑 社会福祉法人　松風会 柳井市余田3762-1 742-0034 0820-23-6363
デイ 伊陸デイサービスセンター 社会福祉法人　最勝会 柳井市伊陸6216-1 742-0201 0820-26-1800
デイ あそか苑デイサービスセンター 社会福祉法人　最勝会 柳井市日積3213 742-0111 0820-28-6600
デイ 大畠苑デイサービスセンター 社会福祉法人　千寿会 柳井市遠崎412-4 749-0103 0820-45-3838
デイ ゆうわ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　恒和会 柳井市伊保庄1-4 742-1352 0820-27-6001
デイ デイサービス風車 有限会社　風車 柳井市伊保庄5214-18 742-1352 0820-22-4813
デイ 社会福祉法人柳井市社会福祉協議会平郡デイサービスセンター 社会福祉法人　柳井市社会福祉協議会 柳井市平郡1824-2 742-0041 0820-47-2011
デイ 認知症対応型通所介護デイ・ゆうわ 社会福祉法人　恒和会 柳井市伊保庄字近長浜1-4 742-1352 0820-27-6001
デイ デイサービスセンター伊保庄園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 柳井市伊保庄1-2 742-1352 0820-27-0840
デイ デイサービスほのか 株式会社　ガレリア 柳井市新庄1568-1 742-0033 0820-23-7000
デイ 山根宅老所ぼちぼち 合同会社　ＨＥＩＢＯＮ　ＬＩＦＥ 柳井市山根6-16 742-0002 0820-25-3911
デイ デイサービスセンターＡＳＯＫＡやない 社会福祉法人　最勝会 柳井市柳井4896-1 742-0021 0820-25-3607
デイ デイサービスセンター一陽 株式会社　Ｐｅｒｓｏｎｈｏｏｄ 柳井市南町7-9-1 742-0031 0820-24-6431
デイ デイサービスセンターありがとう　やない 株式会社　無尽蔵 柳井市遠崎7-1 749-0103 0820-25-3636
デイ デイサービスおおひら 大平　有限会社 柳井市中央1-9-8 742-0035 0820-25-0002
デイ リハプライド柳井 太陽通信　株式会社 柳井市南町3-1-1 742-0031 0820-24-2080
デイ 幸嶺園デイサービスセンター 社会福祉法人　周美会 柳井市伊佐町伊佐下田5656-1 759-2222 0837-52-4551
デイ 青景園デイサービスセンター 社会福祉法人　豊徳会 美祢市秋芳町青景1873 754-0602 0837-65-2244
デイ みのり園デイサービスセンター 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4017-1 759-2301 0837-56-1171
デイ 秋吉デイサービスセンター 社会福祉法人　豊徳会 美祢市秋芳町秋吉5243-3 754-0511 0837-62-1170
デイ みとう悠々苑デイサービスセンター 社会福祉法人　祐寿会 美祢市美東町大田苅屋5378-1 754-0211 08396-2-1112
デイ ＪＡ山口美祢デイサービスセンターふれあい 山口美祢農業協同組合 美祢市大嶺町東分4-15-7 759-2212 0837-54-0567
デイ デイサービスセンターありがとう 有限会社　富喜 美祢市大嶺町東分1215-1 759-2212 0837-52-5370
デイ デイサービス慈愛の里 ひまわり介護サービス　株式会社 美祢市美東町大田5960-5 754-0211 08396-2-5171
デイ デイサービスセンターありがとう　音館 有限会社　富喜 美祢市大嶺町東分1003-1 759-2212 0837-53-0551
デイ デイサービスセンターどれみ 有限会社　ライフサポートどれみ 美祢市大嶺町東分3129-1 759-2212 0837-53-0886
デイ 認知症対応型デイサービスゆいしん 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市大嶺町東分1707-2 759-2212 0837-54-2080
デイ デイサービスえにし ケア・イノベーション　株式会社 美祢市秋芳町秋吉5442-2 754-0511 0837-63-0033
デイ 通所介護みとうの杜 株式会社　エヌ・エス・ケイ 美祢市美東町真名1521-4 754-0122 08396-5-5155
デイ デイサービス幸せの時間 合同会社　優悠 美祢市大嶺町東分2916-1 759-2212 0837-52-9250
デイ 天宿温泉デイ倶楽部 株式会社　ベリーヒューマン 美祢市美東町真名1071 754-0122 0839-65-0170
デイ 介護サービスひまわりデイサービスセンター 有限会社　セイユー 美祢市秋芳町秋吉3691-3 754-0511 0837-62-1775
デイ つづみ園デイサービスセンター 社会福祉法人　周南市社会福祉事業団 周南市瀬戸見町12-30 745-0827 0834-34-5000
デイ 周南高原デイサービスセンター 社会福祉法人　緑山会 周南市須々万本郷29-2 745-0122 0834-88-2766
デイ 天王園デイサービスセンター 社会福祉法人　一仁会 周南市大河内1109-2 745-0651 0834-91-6679
デイ 福寿荘デイサービスセンター 社会福祉法人　新南陽福祉の会 周南市米光361 746-0104 0834-67-2120
デイ 周南市須金老人デイサービスセンター 社会福祉法人　周南市社会福祉事業団 周南市須万2488 745-0401 0834-86-2825
デイ やすらぎ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　仁泉会 周南市湯野158 745-1132 0834-83-3711
デイ 周南市大津島老人デイサービスセンター 社会福祉法人　周南市社会福祉事業団 周南市大津島221 745-0057 0834-85-2138
デイ やまなみ荘デイサービスセンター 社会福祉法人　鹿野福祉会 周南市鹿野上2755-1 745-0302 0834-68-4100
デイ 周南市新南陽デイサービスセンター 社会福祉法人　新南陽福祉の会 周南市古川町1-17 746-0014 0834-62-6303
デイ 鼓ヶ浦デイサービスセンター 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市久米752-4 745-0801 0834-29-5012
デイ ニチイケアセンター菊川 株式会社　ニチイ学館 周南市下上644-1 746-0082 0834-61-2800



デイ ケアパートーナー周南 ケアパートナー　株式会社 周南市秋月3-18-11 745-0825 0834-39-0466
デイ デイサービスセンターふじ周南 株式会社　不二ビルサービス 周南市築港町12-1 745-0028 0834-27-2211
デイ まんてんデイサービスセンター 有限会社　生活支援ハウフまんてん 周南市呼坂1194 745-0612 0833-91-1016
デイ デイサービスセンター徳山平和苑 有限会社　広吉 周南市平和通り1-27 745-0015 0834-27-5271
デイ デイサービスセンターこもれび苑 エポックワン　有限会社 周南市久米2668 745-0801 0834-29-3233
デイ デイサービスセンター春 有限会社　ライフサポートハウス春 周南市新清光台4-1-13 745-0643 0833-92-0404
デイ デイサービスＹｏｕ 医療法人　竹内医院 周南市夜市720-1 746-0084 0834-61-2900
デイ デイサービスさわやか 有限会社　フジアート 周南市下上133-17 746-0082 0834-61-0577
デイ デイサービスセンターふじ徳山 株式会社　不二ビルサービス 周南市久米1020-46 745-0801 0834-36-3450
デイ デイサービスであい ＮＰＯ法人　徳聖会 周南市福川中市町8-32 746-0062 0834-33-8811
デイ 三丘温泉デイサービスセンター 株式会社　山陽グローバルパートナーズ 周南市小松原1233-3 745-0641 0833-92-1600
デイ デイサービスセンター須々万 有限会社　ＺＥＲＯ－ＯＮＥ 周南市須々万本郷688-1 745-0122 0834-87-0353
デイ デイサービスセンター元気村 医療法人社団　生和会 周南市湯野27 745-1132 0834-82-0777
デイ デイサービスセンターめぐみ苑 エポックワン　有限会社 周南市久米高善寺2665-7 745-0801 0834-28-0055
デイ デイサービスはなばたけ 医療法人　竹内医院 周南市花畠町3-17 745-0006 0834-34-9711
デイ デイサービスセンターかがやき 合同会社　かがやき 周南市大河内字一連2115-18 745-0651 0833-91-7776
デイ デイサービスセンターわかくさ 医療法人社団　高橋内科 周南市緑町1-53-4 745-0075 0834-33-2323
デイ グループホームおかでら荘 ＮＰＯ法人　熊毛清風会 周南市樋口262-1 745-0622 0833-91-7355
デイ デイサービスｔｅｃｕ 医療法人　仁徳会 周南市若宮町1-21 745-0016 0834-33-9366
デイ デイサービス十人十色 エポックワン　有限会社 周南市城ヶ丘4-3536-1 745-0807 0834-34-8521
デイ デイサービスセンターあとらす 有限会社　ＺＥＲＯ－ＯＮＥ 周南市久米447 745-0801 0834-28-5811
デイ リハビリデイサービスあけぼの 医療法人社団　高橋内科 周南市緑町1-66 745-0075 0834-34-8887
デイ デイサービスエリー 有限会社　エリー 周南市野上町2-27 745-0042 0834-32-6122
デイ デイサービス呼鶴温泉 有限会社　誠心会 周南市安田1815 745-0631 0833-92-1115
デイ さくらデイサービス周南 株式会社　山栄 周南市松保町3-3 745-0847 0834-21-1278
デイ デイサービスきらきら星 株式会社　ケイエイコーポレーション 周南市戸田2791 745-1131 0834-82-1470
デイ デイサービスセンターさち 有限会社　メディカルサービス 周南市須々万本郷2671-1 745-0122 0834-88-2288
デイ ツクイ周南久米 株式会社　ツクイ 周南市久米2907 745-0801 0834-36-2911
デイ デイサービスセンターまどか周南 株式会社　ＴＡＮＡＫＡ．ＬＡＢＯ 周南市呼坂東和那手153-1 745-0612 0833-92-1230
デイ ＪＡデイサービス須々万ぺんぎん ＪＡ協同サポート山口　株式会社 周南市須々万本郷2502 745-0122 0834-87-0025
デイ ＪＡケアビレッジ・テイ新南陽 ＪＡ協同サポート山口　株式会社 周南市古泉2-16-1 746-0024 0834-61-2222
デイ ＪＡデイサービスとんだ ＪＡ協同サポート山口　株式会社 周南市清水1-9-5 746-0015 0834-61-3400
デイ ＪＡデイサービスとくやま ＪＡ協同サポート山口　株式会社 周南市徳山三田川5825-8 745-0873 0834-27-4330
デイ デイサービス絆周南 合同会社　サインポスト 周南市須々万奥544-8 745-0121 0834-88-1288
デイ えがおデイサービスセンター 株式会社　えがお 周南市室尾2-8-33 746-0053 0834-39-6216
デイ デイサービスセンターくすのき 社会福祉法人　光仁会 周南市城ヶ丘3-6-1 745-0807 0834-33-8883
デイ デイサービス湯野温泉 医療法人　治徳会 周南市湯野4203-6 745-1132 0834-82-1001
デイ グループホーム和み 医療法人社団　生和会 周南市湯野4298-1 745-1132 0834-82-1010
デイ グループホーム和み福谷の杜 医療法人社団　生和会 周南市岡田町3-30 745-0066 0834-22-1880
デイ デイサービスセンターきらら 株式会社　ゆうせい 周南市城ヶ丘5-9-36 745-0807 0834-32-3232
デイ パナソニックエイジフリーケアセンター山口周南・デイサービス パナソニックエイジフリー　株式会社 周南市川崎3-19-24 746-0001 0834-61-0601
デイ デイサービスみっちゃん家 株式会社　アッセンブルピープル 周南市坂根町8-40 746-0031 0834-33-8593
デイ ほっこり周南みなみ銀座 株式会社　Ｐｌｕｍｅ 周南市みなみ銀座2-8 745-0033 0834-34-1212
デイ デイサービス施設明寿香園 社会福祉法人　長寿会 山陽小野田市小野田1234-10 756-0817 0836-84-5507
デイ サンライフ山陽デイサービスセンター 社会福祉法人　山陽福祉会 山陽小野田市埴生2156 757-0012 0836-76-3443



デイ 高千帆苑デイサービスセンター 社会福祉法人　健寿会 山陽小野田市有帆662-8 756-0038 0836-84-0317
デイ 小野田ライフケアクリニックデイサービスセンター 医療法人社団　光栄会 山陽小野田市高栄1-2-10 756-0815 0836-81-0188
デイ デイサービスセンターきらら 医療法人　健仁会 山陽小野田市有帆662-11 756-0038 0836-83-7530
デイ デイサービス有帆 医療法人社団　村重医院 山陽小野田市有帆535-117 756-0038 0836-84-3838
デイ 医療法人社団民正会デイサービスかがやき 医療法人社団　民正会 山陽小野田市山川46-1 757-0004 0836-72-0300
デイ デイサービス後潟 有限会社　介護サービス康友 山陽小野田市西泊3306 756-0057 0836-81-1382
デイ デイサービスほほえみ 有限会社　カネフジ介護センター 山陽小野田市西泊244-5 756-0083 0836-84-5304
デイ デイサービスほほえみ有帆 有限会社　カネフジ介護センター 山陽小野田市新有帆11-3 756-0010 0836-83-7796
デイ むべの里デイサービスセンター住吉 社会福祉法人　むべの里 山陽小野田市住吉本町2-5-12 756-0813 0836-81-1015
デイ デイサービス中川 有限会社　介護サービス康友 山陽小野田市中川4-4-1 756-0806 0836-84-3022
デイ ケアハウスさんようデイサービスセンター 医療法人社団　光栄会 山陽小野田市埴生2156-1 757-0012 0836-79-0173
デイ デイサービスセンターひだまり 医療法人　健仁会 山陽小野田市桜1-3-2 757-0006 0836-71-2002
デイ デイサービスセンターこうよう紫苑 医療法人　健仁会 山陽小野田市郡字浜3233-7 757-0002 0836-78-1800
デイ デイサービスなみおと 医療法人社団　早川内科医院 山陽小野田市小野田1147-13 756-0817 0836-88-3080
デイ むべの里デイサービスセンター湯ノ峠 社会福祉法人　むべの里 山陽小野田市鴨庄1033-2 757-0005 0836-71-1211
デイ あさひデイサービスセンター 株式会社　朝日 山陽小野田市小野田1135-46 756-0817 0836-89-0187
デイ 認知症デイサービスとまりの郷 社会福祉法人　萌仁会 山陽小野田市西高泊760-3 756-0057 0836-81-1818
デイ よりあい処本デイサービスセンター 株式会社　シノハラ 山陽小野田市小野田1127-1 756-0817 0836-39-5606
デイ デイサービスみちしるべ 医療法人社団　村重医院 山陽小野田市須恵1-8-1 756-0836 0836-39-5673
デイ ひまわり・デイサービス 有限会社　あさかいご 山陽小野田市旭町1-5-1 753-0808 0836-39-6678
デイ こころデイサービスセンター 株式会社　朝日 山陽小野田市小野田入道石1135-63 756-0817 0836-39-6845
デイ ２ハウス陽だまりのいえ ＹＯＵ介護サービス　株式会社 山陽小野田市小野田1315-47 756-0817 0836-83-1868
デイ デイサービスいつは 医療法人社団　早川内科医院 山陽小野田市住吉本町2-7-20 756-0813 0836-81-2828
デイ デイサービスひなたぼっこ 医療法人社団　村重医院 山陽小野田市小野田字須田ノ木3871-1 756-0882 0836-39-6762
デイ デイサービス笑家 有限会社　楽庵 山陽小野田市有帆猪窪1296 756-0038 0836-39-7767
デイ よりあい処焼野デイサービスセンター 株式会社　シノハラ 山陽小野田市小野田726-1 756-0817 0836-39-8280
デイ デイサービスほほえみの里 有限会社　カネフジ介護センター 山陽小野田市小野田7408 756-0817 0836-83-3770
デイ デイサービスほほえみ西の浜 有限会社　カネフジ介護センター 山陽小野田市南竜王町12-16 756-0832 0836-88-2324
デイ フクシア須恵エイサービスセンター 社会福祉法人　健仁会 山陽小野田市港町1-1 756-0834 0836-81-1800
デイ デイサービスゆうあい 株式会社　和研 山陽小野田市小野田4046 756-0817 0836-88-2300
デイ デイサービスあすか 合同会社　あすか 山陽小野田市鴨庄76-3 757-0005 0836-72-1061
デイ デイサービス晴 有限会社　ケア・サービス優 山陽小野田市西高泊1467 756-0057 0836-39-5280
デイ デイサービスそらり 医療法人社団　早川内科医院 山陽小野田市西高泊1334-1 756-0057 0836-39-9101
デイ よりあい処岬デイサービスセンター 株式会社　シノハラ 山陽小野田市小野田36-1 756-0874 0836-88-1577
デイ デイサービスよりそい 株式会社　ホットスペース 山陽小野田市小野田3851-11 756-0817 0836-43-7110
デイ デイサービスいこい 医療法人　吉中内科医院 山陽小野田市中央2-5-9 756-0824 0836-81-3722
デイ デイサービスあさひ 株式会社　朝日 山陽小野田市小野田743-1 756-0817 0836-43-6398
デイ のんびり村厚狭デイサービス 株式会社　ホームケアサービス山口 山陽小野田市鴨庄4-4 757-0005 0836-71-2030
デイ デイサービスまどか 合同会社　あすか 山陽小野田市山川2002-10 757-0005 0836-43-7109
デイ デイサービスセンターであい 合同会社　ＳＬＯＷ 山陽小野田市山川1338-8 757-0004 0836-39-5262
デイ デイサービスわけん 株式会社　和研 山陽小野田市新生2-8-10 756-0092 0836-39-7773
デイ デイサーイスみやび 株式会社　ワイエスコーポレーション 山陽小野田市小野田4839-1 756-0817 0836-43-9556
デイ 東和在宅老人デイサービスセンター 社会福祉法人　大島白壽曾 大島郡周防大島町西方1623-2 742-2921 0820-78-0117
デイ デイサービスセンター福寿苑 社会福祉法人　慈光福祉会 大島郡周防大島町久賀5142-1 742-2301 0820-72-2751
デイ オレンジ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　橘福祉会 大島郡周防大島町東安下庄774-9 742-2805 0820-77-2008



デイ デイサービスセンターいこい苑 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町小松133-1 742-2106 0820-74-2100
デイ デイサービスセンター山王苑 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町地家室163-1 742-2923 0820-78-0898
デイ デイサービスセンターしらとり苑 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町日前1932-32 742-2804 0820-73-0070
デイ デイサービスセンター文珠苑 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町東産蒲1704-1 742-2102 0820-74-5522
デイ デイサービスセンター油田苑 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町油宇696-4 742-2602 0820-78-0988
デイ デイサービスセンター和田苑 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町和田1089-2 742-2516 0820-75-5015
デイ デイサービスたすけあいいい日の里 ＮＰＯ法人　いい日の里 大島郡周防大島町椋野1338-1 742-2302 0820-79-0120
デイ 特定非営利活動法人デイサービスクローバー ＮＰＯ法人　デイサービスクローバー 大島郡周防大島町久賀4602-1 742-2301 0820-72-1955
デイ デイサービスひまわり 株式会社　ひまわりあくと 大島郡周防大島町小松開作143-27 742-2105 0820-74-1125
デイ はなまるデイサービス 合同会社　はなまる 大島郡周防大島町西方835-1 742-2921 0820-78-1115
デイ 有限会社しらき 有限会社　しらき 大島郡周防大島町西方14 742-2921 0820-78-2626
デイ ふれあい汐風の家デイサービスセンター 株式会社　ピュアライフケア 大島郡周防大島町西三蒲 742-2101 0820-79-2055
デイ デイサービスセンターＡｌｏｈａ ＮＰＯ法人　海祐会 大島郡周防大島町久賀4140-4 742-2301 0820-72-2512
デイ デイサービスこんぺいとう 医療法人　おかはら会 大島郡周防大島町小松91-4 742-2106 0820-79-2228
デイ デイサービスセンター智慧福朗 ＮＰＯ法人　海祐会 大島郡周防大島町久賀4100 742-2301 0820-72-0993
デイ デイサービスおひさん 有限会社　サンスカイ 大島郡周防大島町日前1568-2 742-2804 0820-73-0023
デイ デイサービスＮＩＪＩ 株式会社　スマイル 大島郡周防大島町西三蒲1793-6 742-2101 0820-74-3255
デイ わきあいあい苑デイサービスセンター 社会福祉法人　和木三志会 玖珂郡和木町瀬田4-1-1 740-0062 08227-54-0345
デイ 上関町デイサービスセンター 社会福祉法人　上関福祉会 熊毛郡上関町長島1561-1 742-1402 0820-65-5110
デイ たぶせ苑デイサービスセンター 社会福祉法人　施福会 熊毛郡田布施町宿井406 742-1503 0820-53-1294
デイ デイサービスセンターアットホーム 有限会社　アットホーム 熊毛郡田布施町麻郷776-68 742-1513 0820-53-0111
デイ デイサービスセンターサポートたぶせ 医療法人社団　光仁会 熊毛郡田布施町下田布施806 742-1511 0820-51-0070
デイ リハビリ介護ひだまりデイサービスセンター 有限会社　真心会 熊毛郡田布施地町下田布施650-10 742-1511 0820-52-8686
デイ くろがねもちデイサービスセンター 有限会社　くろがねもち 熊毛郡田布施町中央南18-9 742-1517 0820-51-1500
デイ デイサービスはぁーとの樹 有限会社　真心会 熊毛郡田布施町中央南1-11 742-1517 0820-51-0810
デイ デイサービスセンターあさの郷 株式会社　ソルキエタス 熊毛郡田布施町麻郷1697 742-1513 0820-25-3715
デイ やまびこデイサービスセンター 合同会社　やまびこ 熊毛郡田布施町下田布施963-1 742-1511 0820-25-3732
デイ デイサービスよもん 株式会社　巴屋 熊毛郡田布施町麻郷2932-13 742-1513 0820-55-5501
デイ デイサービスセンタープリスケア田布施 株式会社　プリスホーム 熊毛郡田布施町波野433-1 742-1502 0820-52-6660
デイ 平生町社会福祉協議会 社会福祉法人　平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町平生村618-2 742-1106 0820-56-8200
デイ 上関温泉デイサービス倶楽部 有限会社　皇座山 熊毛郡平生町尾国20-1 742-1113 0820-58-1444
デイ デイサービスセンターぶんぶくお茶の間 カナエ技研　株式会社 熊毛郡平生町平生村572-8 742-1102 0820-56-7482
デイ 平生町社会福祉協議会はつらつセンターひらお 社会福祉法人　平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町曽根126-2 742-1107 0820-56-7300
デイ デイサービスセンターサンコート 社会福祉法人　幸寿会 熊毛郡平生町平生町5-36 742-1101 0820-56-6810
デイ 平生町社会福祉協議会さが・みんなの家 社会福祉法人　平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町佐賀1572 742-1111 0820-58-5008
デイ デイサービスセンタープリスケア平生 株式会社　プリスホーム 熊毛郡平生町平生町角浜568-18 742-1101 0820-56-8880
デイ リハビリデイサービスおもてなし 株式会社　おもてなし 熊毛郡平生町平生町570-6 742-1101 0820-56-0255
デイ 清ヶ浜デイサービスセンター 社会福祉法人　阿武福祉会 阿武郡阿武町木与10037-3 759-3621 08388-2-3314
デイ 小地域サービス事業所えんがわ 社会福祉法人　阿武福祉会 阿武郡阿武町福田下1151-4 758-0611 08388-5-0722
デイ ひだまりの里賞地域サービス事業所 社会福祉法人　阿武福祉会 阿武郡阿武町宇田2251 759-3501 08388-4-0787
デイ 小地域サービス事業所くすの杜 社会福祉法人　阿武福祉会 阿武郡阿武町奈古3332 759-3622 08388-2-3014

包括支援 下関市本庁東部地域包括支援センター 下関市 下関市南部町1番1号 750-8521 083-231-1943
包括支援 下関市本庁西部地域包括支援センター 医療法人　茜会 下関市上新地町3丁目5番5号 750-0061 083-250-8521
包括支援 下関市本庁北部地域包括支援センター 医療法人社団　青寿会 下関市武久町2丁目2番13号 751-0833 083-255-1111
包括支援 下関市彦島地域包括支援センター 社会福祉法人　松美会 下関市彦島江の浦町1丁目5番2号 750-0075 083-266-6516



包括支援 下関市長府地域包括支援センター 社会福祉法人　朋愛会 下関市長府松田本町1番26号 752-0933 083-227-3151
包括支援 下関市東部地域包括支援センター 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市王司上町1丁目2番20号 752-0916 083-249-2015
包括支援 下関市川中地域包括支援センター 一般社団法人　下関市医師会 下関市川中豊町3丁目3番5号 751-0853 083-252-6223
包括支援 下関市安岡・吉見地域包括支援センター 社会福祉法人　松美会 下関市富任町1丁目4番1-3号 759-6613 083-249-5015
包括支援 下関市勝山・内日地域包括支援センター 社会福祉法人　暁会 下関市形山みどり町14番16号 751-0885 083-227-2700
包括支援 下関市菊川・豊田地域包括支援センター 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字下岡枝172番地2 750-0317 083-287-2870
包括支援 下関市豊浦地域包括支援センター 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊浦町大字川棚6895番地1 759-6301 083-775-2941
包括支援 下関市豊北地域包括支援センター 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊北町大字滝部3140番地1 759-5592 083-782-1904
包括支援 宇部市北部東地域包括支援センター 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市大字木田40番地221 759-0136 0836-62-5858
包括支援 宇部市北部西地域包括支援センター 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833番地3 757-0216 0836-67-0506
包括支援 宇部市東部第１地域包括支援センター 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波4940番地1 755-0241 0836-39-6971
包括支援 宇部市東部第２地域包括支援センター 社会福祉法人　博愛会 宇部市大字西岐波229番地104 755-0151 0836-39-6151
包括支援 宇部市中部第１地域包括支援センター 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1丁目6番21号 755-0096 0836-43-9551
包括支援 宇部市中部第２地域包括支援センター 社会福祉法人　神原苑 宇部市若松町8番13-1号 755-0061 0836-39-6131
包括支援 宇部市西部第１地域包括支援センター 医療法人　和同会 宇部市大字際波287番地1 759-0207 0836-45-3969
包括支援 宇部市西部第２地域包括支援センター 医療法人　博愛会 宇部市大字妻崎開作470番地3 759-0204 0836-43-9307
包括支援 宇部市南部第１地域包括支援センター 医療生活協同組合健文会 宇部市東芝中町4番45号 755-0016 0836-38-8551
包括支援 宇部市南部第２地域包括支援センター 医療法人　仁心会 宇部市寿町3丁目2番26号 755-0032 0836-38-3220
包括支援 山口市基幹型地域包括支援センター 山口市 山口市亀山町2番1号 753-8650 083-934-2758
包括支援 山口市中央地域包括支援センター 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町5番4号 753-0061 083-934-3338
包括支援 山口市川東地域包括支援センター 社会福祉法人　相清福祉会 山口市鋳銭司2361-3 747-1221 083-986-2077
包括支援 山口市北東地域包括支援センター 医療法人社団　水仁会 山口市大内矢田北5丁目12番7号 753-0221 083-941-6672
包括支援 山口市鴻南地域包括支援センター 社会福祉法人　博愛会 山口市黒川3363番地 753-0851 083-934-3333
包括支援 山口市川西地域包括支援センター 社会福祉法人　山口市社会福祉協議会 山口市小郡下郷609-5 754-0002 083-976-5711
包括支援 萩市西地域包括支援センター 萩市 萩市江向510番地 758-8555 0838-25-3521
包括支援 萩市東地域包括支援センター 萩市 萩市須佐4570-5 759-3411 08387-6-2017
包括支援 防府市地域包括支援センター 防府市 防府市寿町7番1号 747-8501 0835-25-2964
包括支援 防府市東地域包括支援センター 社会福祉法人　周陽福祉会 防府市岸津2丁目24番20号 747-0011 0835-27-0150
包括支援 防府市西地域包括支援センター 社会福祉法人　博愛会 防府市大字台道1684番地 747-1232 0835-32-3310
包括支援 防府市南地域包括支援センター 医療法人　松寿会 防府市大字新田574番地3 747-0825 0835-28-7002
包括支援 防府市北地域包括支援センター 社会福祉法人　ひとつの会 防府市大字高井544番地 747-0064 0835-28-7215
包括支援 下松市地域包括支援センター 下松市 下松市大手町3丁目3番3号 744-8585 0833-45-1838
包括支援 岩国市地域包括支援センター 岩国市 岩国市今津町1丁目14番51号 740-8585 0827-29-2566
包括支援 岩国市岩国第五地域包括支援センター 社会福祉法人　錦福祉会 岩国市錦町広瀬705番地あさぎりの郷内 740-0724 0827-71-0055
包括支援 岩国市岩国第一地域包括支援センター 医療法人社団　まりふ会 岩国市牛野谷町2丁目12-38 740-0071 0827-34-1577
包括支援 岩国市岩国第三地域包括支援センター 社会福祉法人　平成記念会 岩国市藤生町1丁目17-26 740-0036 0827-34-1313
包括支援 岩国市岩国第二地域包括支援センター 医療法人　新生会 岩国市多田3丁目101-5 740-0092 0827-44-0700
包括支援 岩国市岩国第四地域包括支援センター 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市周東町下久原2480-1 740-0417 0827-35-6631
包括支援 光市地域包括支援センター 光市 光市光井2丁目2番1号 743-0011 0833-74-3002
包括支援 長門市地域包括支援センター 長門市 長門市仙崎198番地1 759-4106 0837-23-1244
包括支援 柳井市地域包括支援センター 柳井市 柳井市南町1丁目10番2号 742-8714 0820-22-2111
包括支援 美祢市地域包括支援センター 美祢市 美祢市大嶺町東分326番地1 759-2292 0837-54-0138
包括支援 美祢東地域包括支援センター 社会福祉法人　豊徳会 美祢市秋芳町秋吉5243番地3 754-0511 0837-62-0155
包括支援 周南西部地域包括支援センター 社会福祉法人　周南市社会福祉協議会 周南市古川町1-17 746-0014 0834-62-6301
包括支援 つづみ園地域包括支援センター 社会福祉法人　周南市社会福祉事業団 周南市瀬戸見町12-30 745-0827 0834-28-7055



包括支援 周南東部地域包括支援センター 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米1533-3 745-0801 0834-29-1155
包括支援 徳山医師会地域包括支援センター 一般社団法人　徳山医師会 周南市東山町6-28 745-8510 0834-32-9035
包括支援 周南北部地域包括支援センター 社会福祉法人　鹿野福祉会 周南市大字須々万本郷2502 745-0122 0834-87-2000
包括支援 山陽小野田市地域包括支援センター 山陽小野田市 山陽小野田市日の出1丁目1-1 756-8601 0836-82-1149
包括支援 周防大島町地域包括支援センター 周防大島町 大島郡周防大島町大字土居1325番地1 742-2803 0820-73-5506
包括支援 和木町地域包括支援センター 和木町 玖珂郡和木町和木1丁目1番1号 740-8501 0827-52-2196
包括支援 上関町地域包括支援センター 上関町 熊毛郡上関町長島1561-1 742-1402 0820-65-5113
包括支援 田布施地域包括支援センター 社会福祉法人　施福会 熊毛郡田布施町大字宿井406番地 742-1503 0820-53-1292
包括支援 平生町高齢者地域包括支援センター 社会福祉法人　平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町大字平生村618-2 742-1102 0820-56-8000
包括支援 阿武町総合相談センター 社会福祉法人　阿武町社会福祉協議会 阿武郡阿武町大字奈古3081-5 759-3622 08388-2-3313
在介 宇部あかり園在宅介護支援センター 社会福祉法人　博愛会 宇部市大字西岐波229-105 755-0151 0836-51-4343
在介 昭和町共生苑在宅介護支援センター 医療法人　仁心会 宇部市昭和町2-12-12 755-0011 0836-31-4176
在介 さるびあ在宅介護支援センター指定居宅介護支援事業所 医療法人　博愛会 宇部市浜町2-1-3 755-0065 0836-36-1178
在介 在宅介護支援センター豊生苑 医療法人社団　泉仁会 宇部市大字木田字中山田40-20 759-0136 0836-62-1470
在介 日の山園在宅介護支援センター 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波223 755-0241 0836-58-3670
在介 むべの里居宅介護支援事業所厚南 社会福祉法人　むべの里 宇部市黒石北4-5-39 759-0213 0836-43-1944
在介 神原苑在宅介護支援センター 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2-1-22 755-0022 0836-35-8033
在介 協立在宅介護支援センター 医療生活協同組合健文会 宇部市末広町1-13 755-0014 0836-33-6199
在介 宇部市医師会在宅介護支援センター 一般社団法人　宇部市医師会 宇部市中村3丁目12-54 755-0072 0836-34-2215
在介 山口市在宅介護支援センター日吉台 社会福祉法人　山口向陽会 山口市陶3968 754-0891 083-973-7272
在介 山口市在宅介護支援センターハートホーム 社会福祉法人　青藍会 山口市宮野下2997-5 753-0011 083-934-5600
在介 山口市在宅介護支援センターハートホーム南山口 社会福祉法人　青藍会 山口市深溝803-1 754-0895 083-988-3300
在介 萩市在宅介護支援センターやまびこ 萩市 萩市大字弥富下3998 759-3302 08387-8-2000
在介 萩市在宅介護支援センターすさ苑 社会福祉法人　寿幸会 萩市大字須佐1378-1 759-3411 08387-6-3147
在介 萩市在宅介護支援センターむつみ園 社会福祉法人　紫雲会 萩市大字吉部上3301-1 758-0304 08388-6-5303
在介 萩市在宅介護支援センター楽々園 萩市 萩市大字山田4293-1 758-0063 0838-26-4680
在介 萩市在宅介護支援センターかわかみ苑 社会福祉法人　山水会 萩市川上4921-1 758-0141 0838-54-2000
在介 萩市在宅介護支援センターさんみ苑 萩市 萩市三見3852-1 759-3721 0838-27-5000
在介 萩市在宅介護支援センターあさひ 萩市 萩市大字明木2937-1 754-0411 0838-55-5002
在介 萩市在宅介護支援センターふくえ 萩市 萩市大字福井下3999-6 758-0212 0838-52-5111
在介 萩市在宅介護支援センターかがやき 萩市 萩市大字椿3460-2 758-0061 0838-24-4120
在介 萩市在宅介護支援センターみしま 萩市 萩市大字見島35-1 758-0701 0838-23-2828
在介 萩市在宅介護支援センターおおい 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 萩市大井1689-13 759-3611 0838-28-5155
在介 萩市在宅介護支援センターおおしま あぶらんど萩農業協同組合 萩市大島92 758-0003 0838-28-1020
在介 萩市在宅介護支援センターあいしま 萩市 萩市相島13-1 758-0001 0838-25-4965
在介 萩市在宅介護支援センターなごみ 萩市 萩市大字椿東315-6 758-0011 0838-24-1181
在介 萩市在宅介護支援センターうたたね 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団（藤原健二） 萩市大字上田万2678 759-3111 08387-2-1331
在介 萩市無田ヶ原口在宅介護支援センターおとずれ 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団（藤原健二） 萩市大字椿東315-6 758-0011 0838-24-1294
在介 防府あかり園在宅介護支援センター 社会福祉法人　博愛会 防府市大字台道1684 747-1232 0835-32-2418
在介 防府在宅介護支援センター尚歯堂 医療法人　惻隠会 防府市大字新田780-3 747-0825 0838-26-1131
在介 在宅介護支援センターはくあい 医療法人　博愛会 防府市三田尻1-1-24 747-0814 0835-26-2627
在介 岸津苑在宅介護支援センター 社会福祉法人　周陽福祉会 防府市岸津2丁目24-20 747-0011 0835-24-0512
在介 いしい記念在宅介護支援センター 医療法人　新生会 岩国市麻里布町3丁目5-5 740-0018 0827-41-2000
在介 錦苑在宅介護支援センター 社会福祉法人　錦福祉会 岩国市錦町広瀬758 740-0724 0827-72-3523
在介 なんわ荘在宅介護支援センター 医療法人　南和会 岩国市尾津町5-7-30 740-0032 0827-34-0075



在介 ふれんず在宅介護支援センター 医療法人社団　まりふ会 岩国市今津町1-11-23 740-0017 0827-21-5135
在介 平成在宅介護支援センター平田 社会福祉法人　平成記念会 岩国市平田5-31-7 741-0072 0827-34-1112
在介 南和会つづ在宅介護支援センター 医療法人　南和会 岩国市通津2594-2 740-0044 0827-39-0050
在介 平成在宅介護支援センター黒磯 社会福祉法人　平成記念会 岩国市黒磯町2-50-14 740-0041 0827-34-2256
在介 光市西部在宅介護支援センター 光市 光市虹ヶ浜2-5-30 743-0022 0833-72-8080
在介 光市東部在宅介護支援センター 社会福祉法人　光寿福祉会 光市大字室積沖田5番1号 743-0075 0833-79-1722
在介 やまと苑在宅介護支援センター 社会福祉法人　大和福祉会 光市岩田267 743-0103 0820-48-5588
在介 光市しまた在宅介護支援センター 光市 光市島田5-8-20 743-0063 0833-76-0076
在介 在宅介護支援センター青景園 社会福祉法人　豊徳会 美祢市秋芳町大字青景1873番地 754-0602 0837-65-2265
在介 おのだ在宅介護支援センター 社会福祉法人　長寿会 山陽小野田市小野田1324-10 756-0817 0836-84-7055
在介 小野田赤十字在宅介護支援センター 日本赤十字社　小野田赤十字病院 山陽小野田市須恵東 756-0889 0836-88-4344
在介 サンライフ山陽在宅介護支援センター 社会福祉法人　山陽福祉会 山陽小野田市大字埴生2156 757-0012 0836-76-3443
在介 山陽在宅介護支援センター 山陽小野田市 山陽小野田市大字鴨庄94 757-0005 0836-72-3000
在介 高千帆苑在宅介護支援センター 社会福祉法人　健寿会 山陽小野田市有帆662-8 756-0038 0836-84-7093

支援ハウス 生活支援ハウスねぎぼうず 社会福祉法人　松涛会 下関市横野町3丁目16-5 759-6604 083-262-3800
支援ハウス 生活支援ハウス「シルバーハウスくすのき」 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833番地3 757-0216 0836-67-1182
支援ハウス 宇部西生活支援ハウス 医療法人　和同会 宇部市大字際波287番地1 759-0207 0836-45-4100
支援ハウス むべの里生活支援ハウス藤山 社会福祉法人　むべの里 宇部市東藤曲1-1195-2 755-0803 0836-29-5000
支援ハウス 生活支援ハウスアスワン山荘 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市大字木田40番地221 759-0136 0836-62-5151
支援ハウス 生活支援ハウス宇部 医療法人　和同会 宇部市大字西岐波229番地3 755-0151 0836-54-3020
支援ハウス 生活支援ハウスふれんど 医療法人　博愛会 宇部市浜町2丁目1番3号 755-0065 0836-36-1172
支援ハウス 高齢者生活支援ハウス「まなご」 社会福祉法人　佐波福祉会 山口市徳地八坂1330 747-0344 0835-56-1388
支援ハウス 萩市高齢者生活支援ハウスみしま 萩市 萩市見島字東通り35-1 758-0701 0838-23-2828
支援ハウス 萩市須佐高齢者生活支援ハウスやまびこ 萩市 萩市大字弥富下3998 759-3302 08387-8-2000
支援ハウス 高齢者生活支援ハウス寿 社会福祉法人　寿幸会 萩市大字須佐1378-1 759-3411 08387-6-3167
支援ハウス 萩市むつみ高齢者生活支援ハウス 萩市 萩市大字吉部上3301-1 758-0304 08388-6-0381
支援ハウス 萩市無田ヶ原口高齢者生活支援ハウスおとずれ 萩市 萩市大字椿東3134番地1 758-0011 0838-24-1294
支援ハウス 岩国市美和生活支援ハウスやすらぎ 岩国市 岩国市美和町生見12572-2 740-1231 0827-96-1130
支援ハウス 岩国市錦生活支援ハウスやまなみ荘 岩国市 岩国市錦町広瀬702 740-0724 0827-72-2080
支援ハウス 岩国市美川生活支援ハウスひまわり 岩国市 岩国市美川町小川437-3 740-0501 0827-76-5015
支援ハウス やまなみ荘生活支援ハウス 社会福祉法人　鹿野福祉会 周南市大字鹿野上2755-1 745-0302 0834-68-5450
支援ハウス 周防大島町高齢者生活福祉センター「しらとり苑」 周防大島町 大島郡周防大島町大字日前1932-32 742-2804 0820-73-0070
支援ハウス 周防大島町高齢者生活福祉センター「和田苑」 周防大島町 大島郡周防大島町大字和田1089-2 742-2516 0820-75-5015
支援ハウス 阿武町高齢者生活支援ハウスひだまりの里 阿武町 阿武郡阿武町大字宇田2251番地 759-3501 08388-4-0787
老保 青海荘 医療法人社団　青寿会 下関市武久町2-53-8 751-0833 083-252-7124
老保 コスモス 医療法人社団　松涛会 下関市横野町3-1-2 759-6604 083-258-3030
老保 豊松苑 医療法人　水の木会 下関市富任町6-17-20 759-6613 083-259-7381
老保 アイユウ 医療法人　松永会 下関市長府金屋浜町1-5 752-0958 083-246-5453
老保 さくら寮 医療法人　愛の会 下関市長府才川2-21-2 752-0928 083-248-5211
老保 ライフ菊川 医療法人　星の里会 下関市菊川町大字下岡枝1113 750-0317 083-287-3081
老保 王喜苑 医療法人社団　李朋会 下関市松屋本町2-3-38 750-1124 083-281-1200
老保 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター附属介護老人保健施設 独立行政法人　地域医療機能推進機構 下関市上新地町3-4-36 750-0061 083-233-7850
老保 ひびき苑 下関市 下関市豊浦町大字小串7-3 759-6302 083-772-2231
老保 ももとせ 医療法人　せんじゅ 下関市豊北町大字滝部3669-1 759-5511 083-782-0032
老保 葵の園・下関 医療法人社団　あずま会 下関市山の田東町4-20 751-0834 083-252-2172



老保 豊生苑 医療法人社団　泉仁会 宇部市木田40-20 759-0136 0836-62-1003
老保 宇部幸楽苑 医療法人　和同会 宇部市西岐波229-3 755-0151 0836-51-3113
老保 昭和町共生苑 医療法人　仁心会 宇部市昭和町2-12-12 755-0011 0836-31-4131
老保 寿光園 医療法人　博愛会 宇部市妻崎開作789ノに470-3 759-0204 0836-44-4500
老保 老健ふなき 医療法人　扶老会 宇部市船木833 757-0216 0836-67-1665
老保 ぺあれんと 医療法人　博愛会 宇部市浜町2-1-3 755-0065 0836-36-1170
老保 山口幸楽苑 医療法人　和同会 山口市黒川3380 753-0851 083-921-1617
老保 みのり苑 山口県厚生農業協同組合連合会 山口市小郡下郷862-3 754-0002 083-973-3161
老保 ニューライフあじす 医療法人　協愛会 山口市阿知須4165-3 754-1277 0836-65-5077
老保 日吉台 社会福祉法人　山口向陽会 山口市陶3976 754-0891 083-973-2030
老保 あいあい山口 医療法人　相川医院 山口市鋳銭司5964-1 747-1221 083-986-2179
老保 悠々の里 社会福祉法人　祐寿会 山口市吉敷佐畑4-4-44 753-0811 083-928-2111
老保 アーユス 医療法人社団　水生会 山口市大内矢田北5-10-1 753-0221 083-927-8363
老保 ナーシングホーム湯田温泉 医療法人社団　曙会 山口市泉都町9-7 753-0076 083-920-7373
老保 ハートホーム山口 医療法人社団　青藍会 山口市吉敷中東1-1-2 753-0813 083-933-6000
老保 秋穂幸楽苑 医療法人　和同会 山口市秋穂東3953 754-1101 083-984-8331
老保 花和の里 医療法人社団　若宮会 山口市下小鯖1522 753-0212 083-927-3661
老保 ひまわりの苑 医療法人社団　康香会 萩市今古萩町30-1 758-0021 0838-25-9170
老保 徳寿園 医療法人社団　慈生会 萩市山田4147-1 758-0063 0838-22-0118
老保 防府幸楽苑 医療法人　和同会 防府市台道1634-1 747-1232 0835-32-1725
老保 尚歯堂 医療法人　惻隠会 防府市新田775-1 747-0825 0835-26-1133
老保 はくあい 医療法人　博愛会 防府市三田尻1-1-24 747-0814 0835-26-2626
老保 好日苑 医療法人　松寿会 防府市戎町2-5-1 747-0036 0835-26-5010
老保 成幸苑 医療法人　成幸会 下松市新川2-1-1 744-0008 0833-41-7577
老保 ふくしの里 社会医療法人　同仁会 下松市生野屋1-10-1 744-0003 0833-45-3360
老保 みどり荘 医療法人　南和会 岩国市由宇町千鳥ヶ丘1-1-1 740-1441 0827-63-1141
老保 桜の園 医療法人　新生会 岩国市下342-1 740-0302 0827-47-3100
老保 くが 社会福祉法人　高森福祉会 岩国市玖珂町3813-6 742-0341 0827-82-0500
老保 なんわ荘 医療法人　南和会 岩国市尾津町5-7-30 740-0032 0827-34-0100
老保 ふれんず 医療法人社団　まりふ会 岩国市今津町1-11-23 740-0017 0827-21-5150
老保 ケアホーム山口 医療法人　山口平成会 岩国市玖珂町1361 742-0334 0827-81-1155
老保 あさぎりの郷 岩国市 岩国市錦町広瀬705 740-0724 0827-71-1111
老保 しまた川苑 医療法人　愛命会 光市島田5-3-2 743-0063 0833-77-3000
老保 ナイスケアまほろぼ 光市 光市岩田2477 743-0103 0820-49-1111
老保 福寿苑 医療法人社団　福寿苑 長門市日置中2488 759-4402 0837-37-3912
老保 かつら苑 医療法人　生山会 長門市俵山4910-1 759-4211 0837-29-0564
老保 サンライズ２１ 医療法人社団　成蹊会 長門市東深川889-1 759-4101 0837-23-0021
老保 まつかぜ 医療法人　松栄会 柳井市余田3718 742-0034 0820-23-3370
老保 ケアサンターゆうわ 社会福祉法人　恒和会 柳井市伊保庄1-4 742-1352 0820-27-6001
老保 グリーンヒル美祢 美祢市 美祢市大嶺町東分1313-1 759-2212 0837-54-0145
老保 徳山中央病院附属介護老人保健施設 独立行政法人　地域医療機能推進機構 周南市孝田町1-1 745-8522 0834-28-8686
老保 ひまわり苑 医療法人社団　高橋内科 周南市新地3-5-1 745-0861 0834-21-1000
老保 温泉の里 医療法人　治徳会 周南市湯野4204-1 745-1132 0834-83-3413
老保 春の里 医療法人　松仁会 周南市羽島1-2-23 746-0056 0834-61-2000
老保 ゆめ風車 周南市 周南市宮の前2-6-27 746-0017 0834-61-3151



老保 なごやか熊毛 医療法人社団　生和会 周南市高水原2-7-21 745-0662 0833-92-0331
老保 あおぞら 医療法人　松栄会 周南市栗屋字二葉屋開作1022-76 745-0802 0834-36-3366
老保 小野田赤十字老人保健施設あんじゅ 日本赤十字社　 山陽小野田市小野田3700 756-0889 0836-88-0222
老保 あさ紫苑 医療法人　健仁会 山陽小野田市桜1-3-1 757-0006 0836-71-1700
老保 サテライト型あさ紫苑 医療法人　健仁会 山陽小野田市厚狭埴生田503-1 757-0001 0836-71-1200
老保 やすらぎ苑 周防大島町 大島郡周防大島町小松124-2 742-2106 0820-74-5555
老保 さざなみ苑 周防大島町 大島郡周防大島町西安下庄3920-17 742-2806 0820-77-1212
老保 そよかぜ 医療法人　松栄会 熊毛郡田布施町宿井414-5 742-1503 0820-51-2100
老保 なでしこ 医療法人　松栄会 熊毛郡平生町平生村895 742-1102 0820-57-3800
老保 はとがみね 医療法人　光輝会 熊毛郡平生町佐賀字鳩ヶ峰2-77 742-1193 0820-58-1111

介護療養 岡病院 医療法人　星の里会 下関市小月本町2-15-20 750-1142 083-282-0070
介護療養 勝山サテライトクリニック 医療法人　茜会 下関市大字田倉242-1 751-0883 083-256-8866
介護療養 昭和病院 医療法人　茜会 下関市汐入町35-1 750-0059 083-231-3888
介護療養 武久病院 医療法人社団　青寿会 下関市武久町2-53-8 751-0833 083-252-2124
介護療養 まつなが医院 医療法人　松永会 下関市長府中浜町2-5 752-0975 083-245-2103
介護療養 桃崎医院 医療法人　桃崎医院 下関市田中町1-10 750-0008 083-232-2533
介護療養 桃山病院 医療法人　元洋会 下関市宮田町2-8-20 750-0002 083-231-0781
介護療養 安岡病院 医療法人社団　松涛会 下関市横野町3-16-35 759-6604 083-258-3711
介護療養 宇部記念病院 医療法人　博愛会 宇部市上町1-4-11 755-0051 0836-31-1146
介護療養 宇部リハビリテーション病院 医療法人　和同会 宇部市西岐波229-3 755-0151 0836-51-3111
介護療養 尾中病院 社会医療法人　尾中病院 宇部市常磐町2-4-5 755-0031 0836-31-2133
介護療養 シーサイド病院 医療法人　太白会 宇部市東岐波4322-1 755-0241 0836-58-5360
介護療養 宇部西リハビリテーション病院 医療法人　和同会 宇部市沖ノ旦797 759-0202 0836-45-2111
介護療養 阿知須同仁病院 医療法人社団　向陽会 山口市阿知須4241-4 754-1277 0836-65-5555
介護療養 丘病院 医療法人　丘病院 山口市中河原町2-14 753-0088 083-925-1100
介護療養 山口病院 医療法人　樹一会 山口市駅通り2-10-7 753-0048 083-922-1191
介護療養 山口若宮病院 医療法人社団　若宮会 山口市下小鯖1522 753-0212 083-927-3661
介護療養 全眞会病院 医療法人　全眞会 萩市山田4807-3 758-0063 0838-22-4106
介護療養 萩慈生病院 医療法人社団　慈生会 萩市山田4147-1 758-0063 0838-25-6622
介護療養 防府リハビリテーション病院 医療法人　和同会 防府市台道1634-1 747-1232 0835-32-1777
介護療養 篠山医院 医療法人　創世会 下松市生野屋西4-3-13 744-0032 0833-44-8034
介護療養 みどり医院 医療法人　南和会 岩国市由宇町359-1 740-1404 0827-63-0111
介護療養 市川医院 医療法人社団　光仁会 光市中央3-2-26 743-0013 0833-72-5700
介護療養 河村循環器神経内科 医療法人　やよい 光市三井6-18-1 743-0052 0833-77-0606
介護療養 美祢市立美東病院 美祢市 美祢市美東町大田3800 754-0211 08396-2-0515
介護療養 周南高原病院 医療法人　緑山会 周南市須々万本郷29-1 745-0122 0834-88-0391
介護療養 小野田赤十字病院 日本赤十字社 山陽小野田市小野田3700 756-0889 0836-88-0221
介護療養 光輝病院 医療法人　光輝会 熊毛郡平生町佐賀鳩ヶ峯2-77 742-1193 0820-58-1111
訪問看護 医療法人茜会あかね老人訪問看護ステーション 医療法人　茜会 下関市上新地町1-5-8-205 750-0061 083-224-2880
訪問看護 医療法人茜会勝山訪問看護ステーション 医療法人　茜会 下関市大字田倉242-1 751-0883 083-257-4338
訪問看護 医療法人社団松涛会コスモス訪問看護ステーション 医療法人社団　松涛会 下関市横野町4-2-20 759-6604 083-258-4281
訪問看護 医療法人社団松涛会彦島訪問看護ステーション 医療法人社団　松涛会 下関市彦島江の浦町9-4-5 750-0075 083-266-6888
訪問看護 光風園病院訪問看護ステーション 医療法人　愛の会 下関市長府才川2-21-2 752-0928 083-248-5588
訪問看護 豊前田訪問看護ステーション 医療法人　其桃会 下関市豊前田2-4-10弘仁ビル3階 750-0018 083-228-1910
訪問看護 下関市豊浦地域ケアセンター訪問看護ステーション 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 下関市豊浦町大字小串7-3 759-6302 083-772-2231



訪問看護 あおぞらの里下関訪問看護ステーション 株式会社　シダー 下関市今浦町8-25 750-0064 083-228-3833
訪問看護 アイユウの苑訪問看護ステーション 社会福祉法人　松美会 下関市彦島迫町3-17-2 750-0092 083-261-4337
訪問看護 一般社団法人下関市医師会訪問看護ステーション 一般社団法人　下関市医師会 下関市大学町2-1-26 751-0831 083-253-2238
訪問看護 下関市社協ほうほく訪問看護ステーション 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊北町大字滝部3140-1 759-5511 083-782-1594
訪問看護 下関市社協とよた訪問看護ステーション 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊田町大字矢田194 750-0424 083-766-2016
訪問看護 済生会貴船福祉ケアセンター貴船園訪問看護ステーション 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 下関市貴船町3-4-1 751-0823 083-223-0261
訪問看護 独立行政法人地域医療機能推進機構下関医療センター附属訪問看護ステーション 独立行政法人　地域医療機能推進機構 下関市新地西町4-1 750-0062 083-250-7116
訪問看護 訪問看護ステーションにじの丘 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字田部223-1 750-0313 083-287-0564
訪問看護 訪問看護サービスフリーナースネットケア 株式会社　Ｗｉｌｌコネクト 下関市幡生町2-8-27 751-0828 083-250-6027
訪問看護 東亜訪問看護ステーション 株式会社　東亜悠々の里 下関市一の宮学園町2-2 751-0807 083-257-0195
訪問看護 ファイン訪問看護ステーション 株式会社　ルナー 下関市大字冨任131 750-0000 080-6268-4354
訪問看護 訪問看護ステーションたけひさ 医療法人社団　青寿会 下関市武久町2-53-8 751-0833 083-255-5505
訪問看護 ケアライフくろい訪問看護ステーション 有限会社　ベストライフ 下関市豊浦町大字黒井634-5 759-6312 083-775-1765
訪問看護 セレスト訪問看護ステーション 株式会社　セレスト 下関市秋根南町2-7-28 751-0872 083-250-8111
訪問看護 くにのぶ訪問看護ステーション 医療法人社団　卓心会 下関市新垢田南町1-13-23 751-0842 083-250-8855
訪問看護 関門医療センタービーンズ訪問看護ステーション 独立行政法人　国立病院機構 下関市長府外浦町1-1 752-8510 083-241-1199
訪問看護 一般社団法人宇部市医師会訪問看護ステーション 一般社団法人　宇部市医師会 宇部市琴芝町2-4-25 755-0033 0836-22-4410
訪問看護 さるびあ訪問看護ステーション 医療法人　博愛会 宇部市浜町2-1-3 755-0065 0836-36-1173
訪問看護 仁心会訪問看護ステーション和み 医療法人　仁心会 宇部市寿町3-11-6-2 755-0032 0836-39-1772
訪問看護 泉仁会訪問看護ステーション 医療法人社団　泉仁会 宇部市木田40-20 759-0136 0836-62-1055
訪問看護 医療法人聖比留会セントヒル訪問看護ステーション 医療法人　聖比留会 宇部市大字妻崎開作108 759-0204 0836-43-9797
訪問看護 虹の訪問看護ステーション 医療生活協同組合健文会 宇部市末広町1-13 755-0014 0836-33-5358
訪問看護 訪問看護ステーションハローナース宇部 医療法人　和同会 宇部市大字西岐波229-3 755-0151 0836-51-1300
訪問看護 ホームナース立花訪問看護ステーション ホームナース立花　株式会社 宇部市浜田3-24-1 755-0806 0836-39-2858
訪問看護 ハピナース・エル訪問看護ステーション 株式会社　ハピナース・エル 宇部市恩田町2-18-26 755-0023 0836-32-0468
訪問看護 訪問看護ステーション白鳥 有限会社　小串機会製作所 宇部市南小羽山町1-8-16 755-0083 0836-37-0233
訪問看護 ニチイケアセンター西岐波訪問看護ステーション 株式会社　ニチイ学館 宇部市西岐波浜田1545-1 755-0151 0836-54-0582
訪問看護 訪問看護ステーションハローナース宇部西 医療法人　和同会 宇部市際波字東河田287-1 759-0207 0836-45-1215
訪問看護 虹の訪問看護ステーション東岐波 医療生活協同組合健文会 宇部市東岐波5637-8 755-0241 0836-59-1111
訪問看護 サンキ・ウエルビィ訪問看護ステーション宇部 サンキ・ウエルビィ　株式会社 宇部市西岐波4412-1 755-0151 0836-38-7004
訪問看護 訪問看護ステーションあん 株式会社　安徳苑 宇部市小串8-1 755-0067 0836-43-6662
訪問看護 訪問看護ステーション未来 株式会社　愛優会 宇部市船木1017-4 757-0216 0836-67-3014
訪問看護 リハビリ訪問看護ステーションＦｕｎ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ 合同会社　ＨＡＣＮＡＭＡＴＡＴＡ 宇部市西岐波4470-8 755-0151 0836-39-3727
訪問看護 訪問看護ステーションケアヒルズ扶老会 医療法人　扶老会 宇部市船木833 757-0216 0836-69-0020
訪問看護 訪問看護ステーション早稲田イーライフ 三和企業　株式会社 宇部市島1-7-13森ビル2階 755-0038 0836-39-3215
訪問看護 おもてなし訪問看護リハビリステーション 有限会社　サンユー流通 宇部市上宇部吉原471-11 755-0091 0836-38-8118
訪問看護 阿知須訪問看護ステーション 医療法人社団　向陽会 山口市阿知須4241-4 754-1277 0836-65-5393
訪問看護 小郡訪問看護ステーション 医療法人　清仁会 山口市小郡下郷1381 754-0002 083-974-0123
訪問看護 済生会山口地域ケアセンター在宅複合型施設やすらぎ訪問看護ステーション 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町4-55-6 753-0061 083-924-6613
訪問看護 訪問看護ステーションアクティブ大内 医療法人社団　水生会 山口市大内矢田北5-12-7 753-0221 083-927-8358
訪問看護 訪問看護ステーションすこやかナース 医療法人　協愛会 山口市阿知須4716-14 754-1277 0836-65-5585
訪問看護 訪問看護ステーションハローナースきつなん 医療法人　清和会 山口市鋳銭司3381 747-1221 083-985-1220
訪問看護 訪問看護ステーションハローナース山口 医療法人　和同会 山口市黒川3380 753-0851 083-921-1625
訪問看護 山口赤十字訪問看護ステーション 日本赤十字社 山口市八幡馬場53-1 753-8591 083-923-0152
訪問看護 湯田温泉帆門看護ステーション 医療法人社団　曙会 山口市泉都町9-7 753-0076 083-934-5031



訪問看護 ハートホーム新山口訪問看護ステーション 医療法人社団　青藍会 山口市小郡平成町1-18 754-0020 083-976-2400
訪問看護 訪問看護花の森 有限会社　小川 山口市下小鯖2698-1 753-0212 083-929-3924
訪問看護 小郡第一総合病院訪問看護ステーション 山口県厚生農業協同組合連合会 山口市小郡下郷862-3 754-0002 083-974-1717
訪問看護 済生会山口地域ケアセンター居宅介護サービス複合施設にほ苑訪問看護事業所 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市仁保中郷988-1 753-0302 083-929-5081
訪問看護 さきがけ訪問看護ステーション 医療法人　相川医院 山口市鋳銭司6000-1 747-1221 083-986-3660
訪問看護 訪問看護おかふじ 一般社団法人　訪問看護おかふじ 山口市宮島町2-10 753-0043 083-941-5671
訪問看護 山口市社会福祉協議会あとう訪問看護ステーション 社会福祉法人　山口市社会福祉協議会 山口市阿東地福上1697 759-1421 083-952-6001
訪問看護 秋穂訪問看護ステーション 有限会社　エービーエンタープライズ 山口市秋穂東4709 754-1101 083-984-8060
訪問看護 すずらん訪問看護ステーション 株式会社　大樹 山口市佐山945-41 754-0894 083-989-6117
訪問看護 訪問看護ステーションデューン山口 株式会社　Ｎ・フィールド 山口市小郡下郷3372-8マンションヒロ1階2号室 754-0002 083-972-2366
訪問看護 医療法人医誠会訪問看護ステーションつばき 医療法人　医誠会 萩市江向413-1 758-0041 0838-22-9911
訪問看護 株式会社訪問看護ステーション陽向 株式会社　訪問看護ステーション陽向 萩市土原217-1 758-0025 0838-22-5710
訪問看護 かねた訪問看護ステーション 医療法人　健幸会 萩市吉田町1 758-0027 0838-21-4700
訪問看護 好日苑訪問看護ステーション 医療法人　松寿会 防府市戎町2-5-1 747-0036 0835-26-5012
訪問看護 訪問看護ステーションさわやかナース 医療法人　惻隠会 防府市新田775-1 747-0825 0835-26-1132
訪問看護 訪問看護ステーションはくあいナース 医療法人　博愛会 防府市三田尻1-1-24 747-0814 0835-26-2628
訪問看護 訪問看護ステーションハローナース防府 医療法人　和同会 防府市台道1634-1 747-1232 0835-32-3132
訪問看護 山口県看護協会訪問看護ステーションほうふ 公益社団法人　山口県看護協会 防府市上右田2686 747-0062 0835-24-3538
訪問看護 三田尻訪問看護ステーション 三田尻生活・ケア総合センター　株式会社 防府市東松崎町4-29 747-0028 0835-27-6332
訪問看護 訪問看護ステーションスマイルネット防府 社会福祉法人　ひとつの会 防府市佐野152-1 747-0067 0835-28-8766
訪問看護 原田訪問看護センター 有限会社　オールライフサポート・生きいき 防府市国衙5-9-27 747-0024 0835-25-4774
訪問看護 自遊の街訪問看護ステーションつばさ 有限会社　コミュニティケア防府 防府市栄町1-6-1ＫＳビル4F 747-0035 0835-26-6657
訪問看護 訪問看護ステーションオールケアー 株式会社　オールケアー 防府市沖今宿1-18-20 747-0013 0835-27-2826
訪問看護 訪問看護ステーションはぴね防府 グリーンライフ　株式会社 防府市田島1460-4 74-0834 0835-26-5100
訪問看護 株式会社ピーエー訪問看護ステーションゆうの風三田尻 株式会社　ピーエー 防府市警固町1-6-42 747-0821 0835-28-7883
訪問看護 岸津苑訪問看護ステーション 社会福祉法人　周陽福祉会 防府市岸津2-24-20 747-0011 0835-26-6500
訪問看護 訪問看護ステーション下松・きらら 社会医療法人　同仁会 下松市生野屋南1-10-1 744-0033 0833-45-3370
訪問看護 周南リハ訪問看護ステーション 株式会社　総合リハビリテーション研究所 下松市末武下401-9 744-0022 0833-45-2611
訪問看護 訪問看護ステーションアイリス 医療法人　錦病院 岩国市錦見7-16-1 741-0061 0827-41-0363
訪問看護 訪問看護ステーションつくし 医療法人　岩国みなみ病院 岩国市南岩国町2-77-23 740-0034 0827-32-8338
訪問看護 訪問看護ステーションわかあゆ 医療法人　新生会 岩国市麻里布町3-5-3 740-0018 0827-29-2500
訪問看護 訪問看護ステーションひだまり 医療法人社団　河郷診療所 岩国市周東町下久原742-1 742-0417 0827-84-5150
訪問看護 訪問看護ステーションあゆみ 株式会社　Fｏｒｅｓｔ 岩国市玖珂町柳井田中3436-5ハウス２１柳井田103号室 742-0341 0827-28-5305
訪問看護 あまの訪問看護ステーション 医療法人　ハートフル 岩国市牛野谷町3-49-53 741-0071 0827-32-6265
訪問看護 訪問看護ステーション岩国・みどりの家 株式会社　エポカケアサービス 岩国市今津町4-13-26メゾン弘田Ｂ棟101号 740-0017 0827-35-4840
訪問看護 山口県看護協会訪問看護ステーションひかり 公益社団法人　山口県看護協会 光市浅江5-4-22 743-0021 0833-74-0505
訪問看護 訪問看護ステーションつむぎ 株式会社　ともにあ 光市光井4-31-12フレグランス光101 743-0011 0833-48-8103
訪問看護 リハビリ&ケア訪問看護ステーションのあ 株式会社　Ｎｏａｈ 光市島田2-11-6 743-0063 0833-48-6818
訪問看護 一般社団法人長門市医師会訪問看護ステーションながと 一般社団法人　長門市医師会 長門市東深川826-2 759-4101 0837-22-8560
訪問看護 長門総合病院訪問看護ステーション 山口県厚生農業協同組合連合会 長門市東深川85 759-4194 0837-22-2506
訪問看護 訪問看護ステーションこころの樹 株式会社　こころの樹 長門市東深川1388 759-4101 0837-23-1717
訪問看護 訪問看護ステーションすこやか 株式会社　ＮＳＳ 長門市仙崎294 759-4106 0837-27-0100
訪問看護 周東総合病院訪問看護ステーションいちご 山口県厚生農業協同組合連合会 柳井市古開作1000-1 742-0032 0820-22-3715
訪問看護 訪問看護ステーションゆうわ 社会福祉法人　恒和会 柳井市伊保庄近長浜1-4 742-1352 0820-27-6001
訪問看護 美祢市訪問看護ステーション 美祢市 美祢市秋芳町秋吉5335-1 754-0511 0837-62-1156



訪問看護 こころ訪問看護ステーション 株式会社　オフィス・ハーツ 美祢市大嶺町東分372-5村田ビル202 759-2212 0837-54-2010
訪問看護 徳山医師会訪問看護ステーション 一般社団法人　徳山医師会 周南市東山町6-28 745-8510 0834-31-9610
訪問看護 訪問看護ステーションしんなんよう 一般社団法人　徳山医師会 周南市富田2679-1 746-0034 0834-63-1324
訪問看護 訪問看護ステーションどれみらいふ周南 有限会社　どれみらいふサービス 周南市徳山4957-1 745-0851 0834-27-5466
訪問看護 訪問看護ステーションゆめ風車 公益社団法人　周南市医療公社 周南市宮の前2-6-27 746-0017 0834-61-2510
訪問看護 訪問看護ステーション周南高原 医療法人　緑山会 周南市須々万本郷29-1 745-0122 0834-88-0391
訪問看護 訪問看護ステーション元気村 医療法人社団　生和会 周南市湯野字向山109-22 745-1132 0834-82-0001
訪問看護 小野田医師会訪問看護ステーション 一般社団法人　小野田医師会 山陽小野田市東高泊1947-1 756-0088 0836-81-0295
訪問看護 虹の訪問看護ステーション山陽小野田 医療生活協同組合健文会 山陽小野田市くし山1-34-7 756-0080 0836-38-5765
訪問看護 訪問看護ステーションかがやき 医療法人社団　民正会 山陽小野田市鴨庄10-4 757-0005 0836-72-0339
訪問看護 訪問看護ステーション　そらり 医療法人社団　早川内科医院 山陽小野田市西高泊1334-1 756-0042 0836-39-5232
訪問看護 訪問看護ステーションすおうおおしま 周防大島町 大島郡周防大島町小松1415-1 742-2106 0820-79-2031
訪問看護 いい日の里訪問看護ステーション ＮＰＯ法人　いい日の里 大島郡周防大島町椋野1338-1 742-2302 0820-79-0120
訪問看護 訪問看護ステーションなないろ 医療法人　おかはら会 大島郡周防大島町小松字南91-4 742-2106 0820-79-2224
訪問看護 訪問看護ステーションこころ大島 企業組合こころ大島 大島郡周防大島町椋野字江ノ尻208-8 742-2302 0820-80-4001
訪問看護 なぎさ訪問看護ステーション 株式会社　天吉屋 熊毛郡上関町長島12-11 742-1402 0820-62-1888
訪問看護 平生訪問介護ステーションきらら 医療法人　光輝会 熊毛郡平生町平生町569-14 742-1101 0820-56-1000
訪問看護 山口県看護協会訪問看護ステーションあぶ 公益社団法人　山口県看護協会 阿武郡阿武町奈古2945-1 759-3622 08388-2-3350
療養介護 国立病院機構山口宇部医療センター 独立行政法人　国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波685 755-0241 0836-58-2300
療養介護 国立病院機構柳井医療センター 独立行政法人　国立病院機構柳井医療センター 柳井市伊保庄95 742-1352 0820-27-0211
療養介護 鼓ヶ浦ひばり園 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-1430
生活介護 生活介護サービス事業所じねんじょ 社会福祉法人　じねんじょ 下関市生野町2-28-20 751-0832 083-252-2227
生活介護 くすの園 社会福祉法人　くすの園 下関市楠乃2丁目691番地の4 751-0804 083-256-2067
生活介護 第二くすの園 社会福祉法人　くすの園 下関市楠乃5丁目5-1 751-0804 083-257-1050
生活介護 なごみの里 社会福祉法人　下関市民生事業助成会 下関市大字蒲生野字横田250 759-6602 083-262-2111
生活介護 障害福祉サービス事業所安岡苑 社会福祉法人　あゆみの会 下関市大字安岡字畑代145-5 759-6603 083-258-4111
生活介護 下関幸陽園 社会福祉法人　慈恵会 下関市楠乃5丁目5-28 751-0804 083-256-6810
生活介護 障害者支援施設フェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64番地の１ 751-0887 083-263-1055
生活介護 いずみ園 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊浦町大字黒井2176番地1 759-6312 083-774-1110
生活介護 はまゆう園 社会福祉法人　豊心福祉課井 下関市豊北町滝部3762 759-5511 083-782-1683
生活介護 王司山田園 社会福祉法人　開成会 下関市大字山田字赤池549-5 752-0901 083-248-3307
生活介護 障害者支援施設員光園 社会福祉法人　やまばと会員光園 下関市大字員光1544 752-0904 083-248-5185
生活介護 障害者通所員光園 社会福祉法人　やまばと会員光園 下関市大字員光1544 752-0904 083-248-5185
生活介護 大藤園 社会福祉法人　開成会 下関市長府豊城町9-16 752-0943 083-245-2215
生活介護 生活介護デイサービス雪月花 株式会社　煌青 下関市一の宮町4丁目11-27 752-0806 083-227-3471
生活介護 生活介護事業所フェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64番地の1 751-0887 083-250-8811
生活介護 あゆみ 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1-7-18 755-0096 0836-37-1185
生活介護 うべくるみ園授産部 社会福祉法人　親生会 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 0836-31-1674
生活介護 社会福祉法人神原苑神原障害者支援センター 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2丁目4-40 755-0022 0836-35-5660
生活介護 セルプ南風 社会福祉法人　南風荘 宇部市あすとぴあ2丁目2番10号 755-0152 0836-43-6211
生活介護 セルプときわ 社会福祉法人　南風荘 宇部市大字西岐波大浴4613番1 755-0151 0836-54-0130
生活介護 高嶺園 社会福祉法人　高峯会 宇部市大字川上714-11 755-0084 0836-32-1321
生活介護 日の山のぞみ苑 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波字横尾新開1451-1 755-0241 0836-59-2411
生活介護 あした 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波746番地7 755-0241 0836-39-7301
生活介護 デイサービスセンター光栄 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波5911番地1の2 755-0241 0836-39-7620



生活介護 はばたき 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波字横尾新開1453-1 755-0241 0836-39-5315
生活介護 障がい者（児）デイサービスセンターひろ君の家 合同会社　サポートセンターぴっころ 宇部市大字善和573-1 759-0134 0836-62-5707
生活介護 うべくるみ園更正部 社会福祉法人　親生会 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 0836-31-1674
生活介護 国立病院機構山口宇部医療センター 独立行政法人　国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波685 755-0241 0836-58-2300
生活介護 このみ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 宇部市大字黒石北5丁目3番56号 759-0206 0836-41-8145
生活介護 はーとけあさんちの生活支援 はーとけあ　株式会社 宇部市草江4丁目11番38-5号 755-0004 0836-39-7311
生活介護 社会福祉法人神原苑琴芝障害者デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2丁目1-22 755-0022 0836-34-8668
生活介護 デイサービス　ラ・ベルヴィ ＮＰＯ法人　素敵な人生 山口市木町6番1号 753-0095 083-924-0006
生活介護 済生会山口地域ケアセンターなでしこ園デイサービスセンター 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉4-55 753-0061 083-934-5200
生活介護 障害者支援施設ひらきの里 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷43番地 753-0302 083-929-0312
生活介護 ウッド・ムーン ＮＰＯ法人　山口ウッドムーンネットワーク 山口市周布町2-8 753-0822 083-923-7880
生活介護 ライフサポート愛心 ＮＰＯ法人　愛心 山口市阿知須字木床7921 754-1277 0836-65-3063
生活介護 多機能型事業所ひらきの家 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷53番地1 753-0302 083-929-5050
生活介護 済生会山口地域ケアセンター障害者支援施設なでしこ園 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉4-55 753-0061 083-934-5200
生活介護 アス・ライフ 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市駅通り1丁目3番10号 753-0048 083-941-5656
生活介護 ふしの学園宮野の里 社会福祉法人　ふしの学園 山口市宮野上3346 753-0001 083-928-0415
生活介護 ふしの学園第２宮野の里 社会福祉法人　ふしの学園 山口市宮野上3358 753-0001 083-920-3131
生活介護 多機能型通所施設鳴滝園 社会福祉法人　ほおの木会 山口市下小鯖松茸尾原1359-3 753-0212 083-927-3838
生活介護 るりがくえん 社会福祉法人　るりがくえん 山口市鋳銭司812-1 747-1221 083-986-2054
生活介護 障害者支援施設山口秋穂園 社会福祉法人　親誠会 山口市秋穂二島字田の尻434-1 754-0893 083-984-5151
生活介護 夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 社会福祉法人　夢のみずうみ村 山口市中尾木乃787-1 753-0801 083-995-2820
生活介護 ステップあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 山口市朝田字三田地900番1 753-0871 083-929-3717
生活介護 生活介護事業所ぽっけ ＮＰＯ法人　ラブコミュニティライフ 山口市平井939 753-0831 083-941-5136
生活介護 障がい者デイサービスセンターぬくもり山口 株式会社　ネハリ 山口市小郡上郷字森下4188番2 754-0001 083-902-6842
生活介護 特定非営利活動法人　ピアサポートセンター香生の里 ＮＰＯ法人　ピアサポートセンター香生の里 萩市大字椿598-1 758-0061 0838-26-0294
生活介護 なないろ 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4510番地1 758-0011」 0838-22-9717
生活介護 萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市 萩市三見3852番地1 759-3721 0838-27-5000
生活介護 障害者支援施設しんわ苑 社会福祉法人　霞峯会 萩市大字須佐486番地4 759-3411 08387-6-3311
生活介護 のんきな農場小川事業所 社会福祉法人　Ｅ．Ｆ．Ｇ 萩市大字下小川1000番地 759-3204 08387-4-5838
生活介護 自遊の街デイサービスセンターひかり 有限会社　コミュニティケア防府 防府市戎町1丁目6-22 747-0036 0835-21-4820
生活介護 防府市わかくさ園 防府市 防府市鞠生町12番2号 747-0805 0835-23-6625
生活介護 ソイルセンター 社会福祉法人　蓬菜会 防府市新田119-5 747-0825 0835-27-3192
生活介護 指定障害者支援施設ゆうあい 社会福祉法人　蓬菜会 防府市向島字竜丸山79-42 747-0831 0835-27-.3001
生活介護 夢のみずうみ村防府デイサービスセンター 株式会社　夢のみずうみ社 防府市西浦2429-1 747-0835 0835-39-2201
生活介護 山口コロニーワークセンター 社会福祉法人　山口県コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-32-0159
生活介護 華南園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205 747-0833 0835-23-3650
生活介護 防府市大平学園 防府市 防府市牟礼114-1 747-0004 0835-24-4655
生活介護 防府市愛光園 防府市 防府市牟礼84-1 747-0004 0835-22-7566
生活介護 障害福祉サービスあゆみの里 株式会社　あゆみ 防府市大字浜方169番の1 747-0833 0835-24-5075
生活介護 華の浦学園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205-1 747-0833 8035-22-3280
生活介護 てらら 社会福祉法人　蓬菜会 防府市美和町4-24 747-0025 0835-27-3036
生活介護 第１しょうせい苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目7番11号 744-0033 0833-43-9810
生活介護 第２しょうせい苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目12番1号 744-0033 0833-45-2425
生活介護 サルビアの家 ＮＰＯ法人　優喜会 下松市生野屋南1丁目11-1 744-0031 0833-45-4600
生活介護 岩国市障害者サービスセンター 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市岩国4-2-20 741-0062 0827-43-2377



生活介護 障害者支援施設陽の出園 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見25番地 740-1231 0827-96-0311
生活介護 障害者支援施設緑風園 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町980番地1 740-1404 0827-63-1155
生活介護 ひまわりの家 医療法人　あろう会 岩国市中津町1丁目24-3 740-0027 0827-24-1515
生活介護 ささみ園 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市玖珂町4981-1 742-0326 0827-82-4931
生活介護 障害者支援施設若葉園 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町984番地 740-1404 0827-63-1177
生活介護 障害者支援施設ひかりの里 社会福祉法人　光教会 岩国市錦見3-7-57 741-0061 0827-44-2255
生活介護 障害福祉サービス事業所こもれ陽 社会福祉法　美和福祉会 岩国市御庄2丁目108-3 741-0083 0827-46-0770
生活介護 第２しらかば園 社会福祉法人　光葉会 岩国市今津町3丁目15-2 740-0017 0827-35-4321
生活介護 光市身体障害者デイサービスセンター 光市 光市光井2-2-1 743-0011 0833-74-3050
生活介護 虹のかけ橋 ＮＰＯ法人　虹のかけ橋 光市室積新開1丁目4-1 743-0071 0833-78-2017
生活介護 障害者支援施設ひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 0833-77-2000
生活介護 障害者支援センターゆうゆう ＮＰＯ法人　ｻﾎﾟｰとセンターゆうゆう 長門市日置中2983-142 759-4402 0837-37-5051
生活介護 湯免清風園 社会福祉法人　清風園 長門市三隅中393番地1 759-3802 0837-43-2121
生活介護 障害者支援施設あけぼの園 社会福祉法人　永久会 長門市油谷久富45 759-4502 0837-32-1688
生活介護 福祥苑 社会福祉法人　福祥会 長門市深川湯本620-2 759-4103 0837-22-6423
生活介護 柳井ひまわり園 社会福祉法人　さつき会 柳井市伊保庄4472 742-1352 0820-24-1100
生活介護 生活介護しらゆり 一般社団法人　白百合 柳井市余田2409番地 742-0034 0820-25-1710
生活介護 ライブリーあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 0837-56-1813
生活介護 鹿野学園第二成人部 社会福祉法人　鹿野学園 周南市鹿野下513-1 745-0304 0834-68-2189
生活介護 鹿野学園成人部 社会福祉法人　鹿野学園 周南市鹿野下1010番地 745-0304 0834-68-2189
生活介護 鼓澄苑 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-5011
生活介護 白鳩学園育英館 社会福祉法人　白鳩学園 周南市大島607番地 745-0803 0834-84-0918
生活介護 白鳩学園育成館 社会福祉法人　白鳩学園 周南市大島637番地の2 745-0803 0834-84-0341
生活介護 障害者支援施設つくし園 社会福祉法人　つくし園 周南市大字米光356番地 746-0104 0834-67-2131
生活介護 鼓ヶ浦あゆみ園 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-1430
生活介護 あおぞら ＮＰＯ法人　徳山ポレポレクラブ 周南市城ヶ丘4丁目8-11 745-0807 0834-29-8520
生活介護 社会福祉法人神原苑小野田障害デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915番地15 756-0809 0836-84-7800
生活介護 グリーンヒル山陽 舎会福祉法人　山陽小野田市社会福祉協議会 山陽小野田市大字厚狭1723-2 757-0001 0836-73-2953
生活介護 指定障害者支援施設みつば園 山陽小野田市 山陽小野田市大字小野田1337-1 756-0817 0836-84-5920
生活介護 指定障害者福祉サービス事業所のぞみ園 山陽小野田市 山陽小野田市高栄3丁目6-15 756-0815 0836-83-1203
生活介護 たちばな園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 大島郡周防大島町油良1020 742-2802 0820-73-1011
生活介護 障害福祉サービス事業所さつき園 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町西屋代2595-1 742-2103 0820-74-3356
生活介護 城南学園第三更生部 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 0820-52-2554
生活介護 障害者支援施設誘楽園 社会福祉法人　施福会 熊毛郡田布施町宿井406番地 742-1503 0820-53-1295
生活介護 城南学園更生部 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西1144 742-1504 0820-52-2554
生活介護 城南学園第二更生部 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 0820-52-2554
機能訓練 多機能型事業所来歩 株式会社　総合リハビリテーション研究所 下松市大字西豊井字切戸1442番1 744-0011 0833-45-3600
生活訓練 ほっとホーム一歩社 医療法人　光の会 下関市豊浦町大字黒井97番地50 759-6312 083-774-3774
生活訓練 多機能型事業所なごみの里 社会福祉法人　下関市民生事業助成会 下関市大字蒲生野字横田250番地 759-6312 083-250-7661
生活訓練 ライフステーションすてっぷ 社会福祉法人　ピースオブマインド・はまゆう 下関市彦島福浦町3-4-21ダイワビル1階 750-0087 083-250-9783
生活訓練 障害福祉サービス事業所「ハイツふなき」 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833-21 757-0216 0836-67-0188
生活訓練 とまり木 医療法人　若草会 山口市小郡若草町3-26 754-0024 083-973-0666
生活訓練 アス・ライフ 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市駅通り1丁目3番10号 753-0048 083-941-5656
生活訓練 るりワークス 社会福祉法人　るりがくえん 山口市鋳銭司812-1 747-1221 083-986-2074
生活訓練 ドリームスクール・はぎ 合同会社　Ｙ・Ｙ・Ｈ 萩市椿東2228番地3 758-0011 0838-25-8685



生活訓練 ふれんず 社会福祉法人　山家連福祉事業会 防府市中央町6-32 747-0802 0835-28-7087
生活訓練 山口コロニーワークセンター 社会福祉法人　山口県コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-32-0159
生活訓練 リフレの家 医療法人社団　青山会 岩国市玖珂町大坪1887 742-0313 0827-82-0015
生活訓練 こすもす 医療法人　恵愛会 柳井市柳井1973 742-0021 0820-24-6601
就労移行 障害福祉サービス事業所グリーンファーム 社会福祉法人　内日福祉会 下関市大字植田字弥次郎1398-1 750-0251 083-289-5454
就労移行 ひえだファクトリー 医療法人社団　あずま会 下関市稗田中町12-10 751-0856 083-251-6161
就労移行 障害福祉サービス事業所安岡苑 社会福祉法人　あゆみの会 下関市大字安岡字畑代145-5 759-6603 083-258-4111
就労移行 ワークハウス一歩社 医療法人　光の会 下関市豊浦町大字吉永野田浜627番地の2 759-6311 083-775-4175
就労移行 多機能事業所はーとあーす勝谷 社会福祉法人　さわやか会 下関市東勝谷1-4 751-0879 083-263-0230
就労移行 煌-ＫＩＲＡＭＥＫＩ- 合同会社　煌 下関市長門町10-1長門プラザ2階 750-0026 083-250-8306
就労移行 セルプ岡の辻 社会福祉法人　南風荘 宇部市西岐波西迫の田2189-60 755-0151 0836-54-2960
就労移行 障害福祉サービス事業所「サムラ」 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833-27 757-0216 0836-67-0171
就労移行 障害者支援センターこころ 合同会社障害者支援センターこころ 宇部市東藤曲2丁目6番11号 755-0803 0836-43-7278
就労移行 未来予創 合同会社　未来予創 宇部市中宇部小羽山1738-8 755-0086 0836-21-5554
就労移行 工房ときわ ＮＰＯ法人　ときわ 宇部市寿町2丁目6-28 755-0032 0836-32-8923
就労移行 フィオーレ 医療法人　若草会 山口市小郡若草町3番5号 754-0024 083-973-0234
就労移行 シオン多機能事業所 ＮＰＯ法人ベーテル障害者支援センター 山口市大内御堀3953番地15 753-0214 083-941-5678
就労移行 るりワークス 社会福祉法人　るりがくえん 山口市鋳銭司812-1 747-1221 083-986-2074
就労移行 ステップあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 山口市朝田三田地900番1 753-0871 083-929-3717
就労移行 アス・ライフ 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市宮島町5番26号 753-0043 083-941-6758
就労移行 はあとアカデミー山口 社会福祉法人　青藍会 山口市吉敷中東1丁目2-6みずほビル 753-0813 083-941-5233
就労移行 萩市障害者福祉作業所つばき園 萩市 萩市江向4-1 758-0041 0838-25-9617
就労移行 なないろ 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4510番地1 758-0011 0838-22-9717
就労移行 ドリームスクール・はぎ 合同会社　Ｙ・Ｙ・Ｈ 萩市椿東2228番地3 758-0011 0838-22-8685
就労移行 心促福祉作業センター 社会福祉法人　心促協会 防府市大字上右田森ノ本2608 747-0062 0835-22-8530
就労移行 山口コロニーキャンパス 社会福祉法人　山口県コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-32-0069
就労移行 防府市愛光園 防府市 防府市牟礼84-1 747-0004 0835-22-7566
就労移行 夢かれん 社会福祉法人　山家連福祉事業会 防府市大字台道3527番地の9 747-1232 0835-32-1155
就労移行 第２しらかば園 社会福祉法人　光葉会 岩国市車町1-13-13 740-0026 0827-28-4520
就労移行 工房フェリーチェ 社会福祉法人　ビタ・フェリーチェ 岩国市錦見1丁目11-15 741-0061 0827-28-1157
就労移行 みなくるはうす光 ＮＰＯ法人　キセキ 光市中央5丁目1番21号 743-0013 0833-48-9390
就労移行 長門福祉作業センター 社会福祉法人　福祥会 長門市西深川2987-1 749-4102 0867-22-4430
就労移行 ワークショップ白壁 ＮＰＯ法人　つばさ 柳井市南町3丁目8番4号 742-0031 0837-56-5038
就労移行 お仕事ステーション柳井 社会福祉法人　慈光会 柳井市古開作459-22 742-0032 0820-25-3347
就労移行 あそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町下3365-1 759-2302 0837-56-5038
就労移行 夢ワークあけぼの 社会福祉法人　大和福祉会 周南市五月町6-25 745-0811 0834-33-8501
就労移行 東ソーコープ陽だまりワークス 東ソー生活協同組合 周南市清水1丁目10番28号 746-0015 0834-34-0022
就労移行 グリーンヒル山陽 社会福祉法人　山陽小野田市社会福祉協議会 山陽小野田市大字厚狭1723-2 757-0001 0836-73-2953
就労移行 指定障害福祉サービス事業所まつば園 山陽小野田市 山陽小野田市高栄3丁目6-16 756-0815 0836-83-2059
就労移行 ジョブサポートくるほ 教育・福祉サポート　株式会社 山陽小野田市日の出3丁目7番15号伊藤仙ビル2階 756-0091 0836-88-0676
就労移行 かがやき ＮＰＯ法人　チャンス 山陽小野田市日の出3丁目11番2号 756-0091 0836-43-7667
継続Ａ エンジョイライフ就労継続支援Ａ型事業所 有限会社　エンジョイライフ・グループ 下関市唐戸1番22号 750-0005 082-235-2050
継続Ａ 煌-ＫＩＲＡＭＥＫＩ- 合同会社　煌 下関市長門町10-1長門プラザ2階 750-0026 083-250-8306
継続Ａ 障害福祉サービスメルシィ 株式会社　メルシィ 下関市横野町1丁目20番16号さくらビル1Ｆ 759-6604 083-258-2767
継続Ａ テンシステム 合同会社　テンシステム 下関市綾羅木本町5丁目12-29 751-0849 083-250-6616



継続Ａ チームもんじゅ ＮＰＯ法人　優愛会 下関市山の田東町3-9 751-0834 083-250-7222
継続Ａ あゆみ 社会福祉法人　むべの里 宇部市東芝中3-26 755-0016 0836-37-1185
継続Ａ 第２はばたき 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字善和355-6 755-0241 0836-62-2227
継続Ａ カフェレストラン未来亭 株式会社　サリーエアーズ 宇部市東岐波4371番地9 755-0241 0836-39-8763
継続Ａ Ｗ－Ｆａｃｔｏｒｙ 株式会社　Ｗ－Ｆａｃｔｏｒｙ 宇部市明神町1丁目11番2 755-0008 0836-39-9972
継続Ａ 宇部市ときわ公園障害福祉サービス事業所 宇部市 宇部市大字沖宇部中論瀬233番地1 755-0001 0836-45-1100
継続Ａ 障害者支援センターこころ 合同会社　障害者支援センターこころ 宇部市東藤曲2丁目6番11号 755-0803 0836-43-7278
継続Ａ 未来予創 合同会社　未来予創 宇部市中宇部小羽山1738-8 755-0086 0836-21-5554
継続Ａ 障害者支援センターしせい 合同会社　障害者支援センターしせい 宇部市明神町2丁目12番地10 755-0008 0836-39-5258
継続Ａ 夢つむぎ宇部 株式会社　ステージ 宇部市西宇部南2丁目2番13-1号 759-0208 0836-39-9160
継続Ａ 障害福祉サービス事業所あゆみ厚南 社会福祉法人　むべの里 宇部市大字東須恵字大浴320-1 755-0206 0836-39-6766
継続Ａ 株式会社コセイ宇部事業所 株式会社　コセイ 宇部市南浜町1丁目9-14 755-0063 0836-43-9803
継続Ａ ワークスペース創 株式会社　いぶき 宇部市妻崎開作725-2 759-0204 0836-38-8020
継続Ａ なないろ 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4510番地1 758-0011 0838-22-9717
継続Ａ 指定就労継続視線Ａ型かるみあ ＮＰＯ法人　かるみあ 萩市大字山田4241-6 758-0063 0836-25-8833
継続Ａ ワークショップ・山口 社会福祉法人　山口県コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-33-0100
継続Ａ 希望の里 株式会社　希望の里 岩国市三笠町2丁目6-16 740-0016 0827-24-0282
継続Ａ エルマー ＮＰＯ法人　エルマーの会 岩国市三笠町2丁目3-7-1 740-0016 0827-21-1486
継続Ａ いこいの村 有限会社　レンゲ 岩国市平田5丁目15番13号 741-0072 0827-31-4495
継続Ａ 就労継続支援施設森林の里 ＮＰＯ法人　森林の里 光市大字塩田1010-1 743-0101 0820-48-4560
継続Ａ しあわせ 株式会社　皆援隊 光市光井1丁目12番11号 743-0011 0833-44-9444
継続Ａ エーアンドエム Ａ＆Ｍ　合同会社 光市虹ヶ丘1丁目18番18号1F-B 743-0031 0833-71-6337
継続Ａ 西日本ケアサービス光 西日本ケアサービス　株式会社 光市虹ヶ浜2-16-34 743-0031 0833-71-7190
継続Ａ きらりファーム NPO法人　きらり 長門市三隅中1470番地 759-3802 0837-43-0330
継続Ａ ワークショップ白壁 NPO法人　つばさ 柳井市南町1丁目10-2柳井市役所内 742-0031 0820-22-4588
継続Ａ きっちんセンターともの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4377-3 759-2301 0837-56-0881
継続Ａ 就労継続支援施設第一よろこび NPO法人　周南障害者・高齢者支援センター 周南市温田2丁目2-16-3 746-0036 0834-62-2635
継続Ａ 就労継続支援施設第二よろこび NPO法人　周南障害者・高齢者支援センター 周南市新田2丁目2643番地3 746-0043 0834-33-8857
継続Ａ 就労継続支援施設第三よろこび NPO法人　周南障害者・高齢者支援センター 周南市新地町4番11号 746-0045 0834-53-2337
継続B 障害福祉サービス事業所グリーンファーム 社会福祉法人　内日福祉会 下関市大字植田字弥次郎1398-1 750-0251 083-289-5454
継続B 障害福祉サービス・うしろだ工房 社会福祉法人　さくらの丘 下関市後田町5-33-8 751-0826 083-233-2355
継続B ひえだファクトリー 医療法人社団　あずま会 下関市稗田中町12-10 751-0856 083-251-6161
継続B 福祉作業所法光苑 NPO法人　灯親会 下関市豊浦町川棚1680番地1 759-6301 083-774-1525
継続B 星のかくれんぼ 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字下岡枝1062 750-0317 083-287-3255
継続B 福祉作業所たまねぎハウス 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市豊北町滝部3140-1 759-5511 083-782-0604
継続B 福祉作業所マザーズホーム NPO法人　マザーズホーム 下関市貴船町3-4-1 751-0823 083-222-6541
継続B 多機能型事業所なごみの里 社会福祉法人　下関市民生事業助成会 下関市新椋野1丁目6-35 751-0820 083-250-7661
継続B 障害福祉サービス事業所安岡苑 社会福祉法人　あゆみの会 下関市大字安岡字畑代145-5 759-6603 083-258-4111
継続B ワークハウス一歩社 医療法人　光の会 下関市豊浦町大字吉永野田浜627番地の2 759-6311 083-775-4175
継続B 鍼灸マッサージ治療所光明園 社会福祉法人　山口県盲人福祉協会 下関市向洋町3丁目7番5号 750-0041 083-223-3577
継続B 第２グリーンファーム蓮 社会福祉法人　内日福祉会 下関市吉見上1378番地 759-6524 083-286-4035
継続B 福祉サービスかじくり 医療法人　水の木会 下関市梶栗町4丁目2番33号 759-6614 083-227-4325
継続B もみじの園 株式会社　YUUJIN 下関市大字植田937番地 750-0251 083-289-2040
継続B ワークステーションほっぷ 社会福祉法人　ピースオブマインド・はまゆう 下関市武久町1丁目5番14号第3金家ビル2階 751-0833 083-250-5435
継続B ライフステーションすてっぷ 社会福祉法人　ピースオブマインド・はまゆう 下関市長門町10-1長門プラザ3階 750-0026 083-232-0150



継続B 野の花工房 社会福祉法人　ピースオブマインド・はまゆう 下関市菊川町大字下岡枝188 750-0317 083-287-4616
継続B ひびき工房 社会福祉法人　ピースオブマインド・はまゆう 下関市豊浦町川棚6339-15 759-6301 083-772-0008
継続B えのうら福祉工房 社会福祉法人　あーす 下関市彦島江の浦町2丁目22番7号 750-0075 083-266-9113
継続B 多機能事業所はーとあーす勝谷 社会福祉法人　さわやか会 下関市東勝谷1-4 751-0879 083-263-0230
継続B ｍｉｍｉ　ｈａｎａ　カフェ ＮＰＯ法人　シンフォニーネット 下関市新地町2-13 750-0063 083-250-9140
継続B 夢活動センター下関 社会福祉法人　共生の里 下関市生野町2丁目1-18 751-0832 083-227-3211
継続B 八起の会 ＮＰＯ法人　八起の会 下関市安岡町1丁目2-13 759-6603 083-259-8586
継続B 天使みらい小型家電リサイクル就労育成事業所 ＮＰＯ法人　障害者自立就労支援メッセージ花くじら 下関市長府豊浦町8-17 752-0945 083-331-0108
継続B 障害福祉サービスすみれの丘 社会福祉法人　礼和会 下関市長崎本町6-35 750-0028 083-250-8210
継続B あゆみ 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1-7-18 755-0096 0836-37-1185
継続B うべくるみ園授産部 社会福祉法人　親生会 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 0836-31-1674
継続B いこい 社会福祉法人　山家連福祉事業会 宇部市寿町2丁目12-24 755-0032 0836-35-8680
継続B セルプ南風 社会福祉法人　南風荘 宇部市あすとぴあ2丁目2番10号 755-0152 0836-43-6211
継続B セルプときわ 社会福祉法人　南風荘 宇部市西岐波大浴4613番地1 755-0151 0836-54-0130
継続B セルプ岡辻 社会福祉法人　南風荘 宇部市西岐波西迫の田2189-60 755-0151 0836-54-2960
継続B セルプ藤山 社会福祉法人　南風荘 宇部市西平原4丁目2342番1 755-0808 0836-38-6666
継続B 工房ときわ ＮＰＯ法人　ときわ 宇部市琴芝町2丁目4-20 755-0033 0836-38-6677
継続B 障害福祉サービス事業所「ハイツふなき」 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833-21 757-0216 0836-67-0188
継続B 障害福祉サービス事業所「サムラ」 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833-27 757-0216 0836-67-0171
継続B 有限会社　てご屋自立支援センター 有限会社　てご屋 宇部市開6丁目20-15 755-0096 0836-39-3451
継続B 障害者（児）デイサービスセンターひろ君の家 合同会社　サポートセンターぴっころ 宇部市大字善和573-1 759-0134 0836-62-5707
継続B Ｇｏｏ　ＴＡＧ　Ｃｏｌｌｅｇｅあすとぴあ ＮＰＯ法人　ぐうですぐう 宇部市あすとぴあ3丁目3番33号 755-0152 0836-39-9033
継続B 就労継続支援Ｂ型事業所はなぶさ ＮＰＯ法人　むつみ会 宇部市大字上宇部39番地13 755-0091 0836-35-3365
継続B 緑豊舎 ＮＰＯ法人　ときわ 宇部市大字車地636番地2 759-0133 0836-62-5355
継続B 第２はばたき 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字善和355-6 759-0134 0836-62-2227
継続B 夢つばき宇部 株式会社　ステージ 宇部市西宇部南2丁目2番13-1号 759-0208 0836-39-9160
継続B 障害福祉サービス事業所あゆみ厚南 社会福祉法人　むべの里 宇部市大字東須恵字大浴320-1 759-0206 0836-39-6766
継続B ワークスペース創 株式会社　いぶき 宇部市妻崎開作725-2 759-0204 0836-38-8020
継続B 私の家Ｗｏｒｋ　Ｓｐａｃｅ 有限会社　フォーマックス 宇部市浜田3丁目1-6 755-0806 0836-38-8111
継続B 山口市社会福祉協議会障害者福祉作業所 社会福祉法人　山口市社会福祉協議会 山口市下竪小路103番地3 753-0034 083-923-9860
継続B フィオーレ 医療法人　若草会 山口市小郡若草町3番5号 754-0024 083-973-0234
継続B 就労継続支援みのり苑 ＮＰＯ法人　つくしの会 山口市秋穂東6031番地1 754-1101 083-984-2815
継続B ワークステーション大歳 ＮＰＯ法人　ふれあいの家鴻の峯 山口市朝田941番地1 753-0871 083-924-5561
継続B さやか工房 社会福祉法人　さやか 山口市平井952番地10 753-0831 083-928-9643
継続B ワークハウスすぜんじ 社会福祉法人　博愛会 山口市鋳銭司3350番地 747-1221 083-986-2228
継続B 山口知己就労継続支援事業所 ＮＰＯ法人　ラブコミュニティライフ 山口市下小鯖2173-2 753-0212 083-927-4470
継続B 多機能型通所施設鳴滝園 社会福祉法人　ほおの木会 山口市下小鯖松茸尾原1359-3 753-0212 083-927-3838
継続B シオン多機能事業所 ＮＰＯ法人　ペーテル障害者支援センター 山口市大内御堀3953番地15 753-0214 083-941-5678
継続B 福祉の店アミーチ ＮＰＯ法人　福祉の店アミーチ 山口市小郡下郷1256番地12 754-0002 083-972-1023
継続B 多機能型事業所ひらきの家 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷53番地1 753-0302 083-929-5050
継続B るりがくえんきらら夢ＫＯＢＯ 社会福祉法人　るりがくえん 山口市宮野上783 753-0001 083-921-2044
継続B るりワークス 社会福祉法人　るりがくえん 山口市鋳銭司812-1 747-1221 083-986-2074
継続B みんなの森 有限会社　小川 山口市下小鯖2698番地1 753-0212 083-941-6859
継続B ふしのエコ事業所 社会福祉法人　ふしの学園 山口市宮野上3342番地 753-0001 083-928-0415
継続B ステップあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 山口市朝田三田地900番1 753-0871 083-929-3717



継続B 夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 社会福祉法人　夢のみずうみ村 山口市中尾木乃787-1 753-0801 083-995-2820
継続B ごはん処りゅう庵 社会福祉法人　飛龍 山口市小郡新町4丁目10番20号 754-0031 083-976-5055
継続B アス・ライフ 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市宮島町5番26号 753-0043 083-941-6758
継続B はあとアカデミー山口 社会福祉法人　青藍会 山口市吉敷中東1丁目2-6みずほビル 753-0813 083-941-5233
継続B ハローフレンズ ＮＰＯ法人　ハローフレンズ 萩市土原520番地2 758-0025 0838-23-3175
継続B なないろ 社会福祉法人　ふたば園 萩市大字椿東4510番地1 758-0011 0838-22-9717
継続B 萩市障害者福祉作業所つばき園 萩市 萩市江向4-1 758-0041 0838-25-9617
継続B のんきな農場 社会福祉法人　Ｅ．Ｆ．Ｇ 萩市江崎396-3 759-3113 0838-72-0115
継続B 夢香房すさ 萩市 萩市須佐1378番地7 759-3411 08387-6-2333
継続B みち草舎 社会福祉法人　霞峯会 萩市津守町4番地 758-0037 0838-22-8311
継続B 心促福祉作業センター 社会福祉法人　心促協会 防府市大字上右田森ノ本2608 747-0062 0835-22-8530
継続B 夢かれん 社会福祉法人　山家連福祉事業会 防府市大字台道3527番地の9 747-1232 0835-32-1155
継続B ふれんず 社会福祉法人　山家連福祉事業会 防府市中央町6-32 747-0802 0835-28-7087
継続B あおぞら ＮＰＯ法人　青空 防府市三田尻2丁目9番3号 747-0814 0835-22-7228
継続B ワークショップ・山口 社会福祉法人　山口県コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-33-0100
継続B 山口コロニーキャンパス 社会福祉法人　山口県コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-33-0055
継続B 防府市愛光園 防府市 防府市牟礼84-1 747-0004 0835-22-7566
継続B ゆたか苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目11番1号下松市地域交流センター内 744-0033 0833-43-8955
継続B サルビアの家ＪＯＢカレッジ ＮＰＯ法人　優喜会 下松市生野屋5-10-1 744-0073 0833-47-3535
継続B よこやま工房 社会福祉法人　ビタ・フェリーチェ 岩国市横山町1-12-51 741-0081 0827-41-1654
継続B ふぉんた～なフェリーチェ 社会福祉法人　ビタ・フェリーチェ 岩国市錦見1丁目11-14 741-0061 0827-41-3880
継続B しらかば園 社会福祉法人　光葉会 岩国市室の木町3-1-74 740-0021 0827-28-2860
継続B ささみ園 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市玖珂町4981-1 742-0326 0827-82-4931
継続B 由宇あけぼの園 社会福祉法人　あけぼの福祉会 岩国市由宇町西3-15-6 740-1454 0827-63-1288
継続B 障害者支援施設陽の出園 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見25番地 740-1231 0827-96-0311
継続B 光あけぼの園 社会福祉法人　大和福祉会 光市木園1丁目1918-1 743-0046 0833-74-3333
継続B みなくるはうす光 ＮＰＯ法人　キセキ 光市中央5丁目1番21号 743-0013 0833-48-9390
継続B 岩田あけぼの園 社会福祉法人　大和福祉会 光市岩田字蔵光157番地1 743-0105 0820-25-1111
継続B 就労継続支援施設キュアポート ＮＰＯ法人　キュアポート 長門市三隅中301番地4 759-3802 0837-43-2722
継続B 友愛センター ＮＰＯ法人　長門市手をつなぐ親の会 長門市油谷新別名964番地 759-4503 0837-32-0533
継続B ハピネスさざんか ＮＰＯ法人　さざんか 長門市油谷新別名964番地 759-4503 0837-32-2533
継続B 長門福祉作業センター 社会福祉法人　福祥会 長門市西深川2987-1 759-4102 0837-22-4430
継続B 障害者支援センターゆうゆう ＮＰＯ法人　サポートセンターゆうゆう 長門市日置中2983-142 759-4402 0837-37-5051
継続B ふれあいショップ一粒の麦 ＮＰＯ法人　一粒の麦 柳井市中央3-14-15 742-0035 0820-23-7659
継続B ワークショップ白壁 ＮＰＯ法人　つばさ 柳井市柳井3842-6 742-0021 0820-22-3989
継続B やなぎ園 ＮＰＯ法人　松久会 柳井市余田1449-4 742-0034 0820-22-8573
継続B 工房いな穂 ＮＰＯ法人　カワムラ 柳井市神代4110-10 749-0101 0820-45-3811
継続B お仕事ステーション柳井 社会福祉法人　慈光会 柳井市古開作459-22 742-0032 0820-25-3347
継続B あそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町下3365-1 759-2302 0837-56-5038
継続B ワークショップぴのきお 社会福祉法人　美祢市社会福祉協議会 美祢市美東町5870-1 754-0211 08396-2-1594
継続B さつき園 社会福祉法人　美祢市社会福祉協議会 美祢市大嶺町東分281-1 759-2212 0837-52-1289
継続B ワークショップりんどう 社会福祉法人　美祢市社会福祉協議会 美祢市秋芳町秋吉5313番地1 754-0511 0837-62-0080
継続B さわやか工房 ＮＰＯ法人　周南さわやか会 周南市椛町2-67-1 745-0027 0834-33-5828
継続B なべづる園 社会福祉法人　周南市社会福祉協議会 周南市大字小松原408 745-0641 0833-91-6793
継続B 社会就労センターセルプ周陽 社会福祉法人　周陽会 周南市周陽2丁目8-28 745-0823 0834-28-5333



継続B 周南あけぼの園 社会福祉法人　大和福祉会 周南市大字久米716-4 745-0801 0834-39-3755
継続B 白鳩学園育英館 社会福祉法人　白鳩学園 周南市大字大島607番地 745-0803 0834-84-0918
継続B 白鳩学園育成館 社会福祉法人　白鳩学園 周南市大字大島637番地の2 745-0803 0834-84-0341
継続B 望みの家 ＮＰＯ法人　周南のぞみ会 周南市岡田町2-3 745-0066 0834-22-8881
継続B 聴覚障害患者生活支援センターこすもすの家 ＮＰＯ法人　聴覚障害者生活支援センター 周南市速玉町7-26 745-0844 0834-22-3022
継続B ふれあい作業所鹿音（かのん） 社会福祉法人　鹿野福祉会 周南市大字鹿野上2755番地の1 745-0302 0834-68-4110
継続B 就労継続支援施設第三よろこび ＮＰＯ法人　周南障害者・高齢者支援センター 周南市新地町4番11号 746-0045 0834-53-2337
継続B 障害福祉サービス頂上 ＮＰＯ法人　プライム 周南市東一ノ井出4492番地 745-0882 0834-32-1350
継続B 指定障害福祉サービス事業所まつば園 山陽小野田市 山陽小野田市高栄3丁目6-16 756-0815 0836-83-2059
継続B ワークあけぼの ＮＰＯ法人　あけぼの 山陽小野田市大字厚狭415-1 757-0001 0836-72-3071
継続B グリーンヒル山陽 社会福祉法人　山陽小野田市社会福祉協議会 山陽小野田市大字厚狭1723-2 757-0001 0836-73-2953
継続B 就労継続支援Ｂ型事業所いちご ＮＰＯ法人　あゆみの会 山陽小野田市日の出3丁目7-15伊藤仙ビル2階201号 756-0091 0836-39-8217
継続Ｂ スマイルサポート 合同会社　スマイルサポート 山陽小野田市高栄2丁目9番26号 756-0815 0836-43-9563
継続Ｂ 第２スマイルサポート 合同会社　スマイルサポート 山陽小野田市日の出3丁目8-18 756-0091 0836-43-6520
継続Ｂ 障害福祉サービス事業所さつき園 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町西屋代2595-1 742-2103 0820-74-3356
継続Ｂ ファームランド夢 株式会社　ファームランド夢 熊毛郡田布施町大字川西683番地3 742-1504 0820-51-2085
継続Ｂ 指定就労継続支援事業所あいあむ 社会福祉法人　平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町大字平生村618-2 742-1102 0820-56-8000
継続Ｂ ワークショップ未来 ＮＰＯ法人　つばさ 熊毛郡平生町平生村850-1 742-1102 0820-56-4006
継続Ｂ のんきな農場阿武事業所 社会福祉法人　Ｅ．Ｆ．Ｇ 阿武郡阿武町福田上1326 758-0612 08388-5-0050
共同生活 障害者グループホーム富任 社会福祉法人　水の木会 下関市富任町6丁目15番16号 759-6613 083-258-5451
共同生活 なごみの里グループホーム 社会福祉法人　下関市民生事業助成会 下関市大字蒲生野字横田250番地 759-6602 083-262-2111
共同生活 グループホームなでしこ 社会福祉法人　内日福祉会 下関市垢田町3丁目11-22コーポa101 751-0841 083-253-6690
共同生活 はまゆう園ほーむ 社会福祉法人　豊心福祉会 下関市豊北町大字滝部397番地の1 759-5511 083-782-1683
共同生活 星の家 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字下岡枝374-6 750-0317 083-287-1220
共同生活 安岡苑ケア＆グループホームひびき 社会福祉法人　あゆみの会 下関市大字安岡字畑代145-5 759-6603 083-258-4111
共同生活 青山寮 医療法人社団　山陽会 下関市形山みどり町17番14号 751-0885 083-256-2011
共同生活 光明園 社会福祉法人　山口県盲人福祉協会 下関市向洋町3丁目7番5号 750-0041 083-223-3577
共同生活 グループホーム東山・小町の里 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野85番地の1 751-0887 083-256-5454
共同生活 ピア・ケアホームみんなの家 NPO法人　ヒューマンネットワークピア 下関市新地町4番22号 750-0063 083-242-9952
共同生活 うしろだホーム 社会福祉法人　さくらの丘 下関市後田町3-1-23 751-0826 083-231-3939
共同生活 グループホームはーとあーす勝谷 社会福祉法人　さわやか会 下関市東勝谷1-2 751-0879 083-263-0150
共同生活 心の駅下関　三河ホーム 社会福祉法人　共生の里 下関市三河町10番25号 751-0821 083-227-3210
共同生活 日和山ハウス ＳＫＪ　合同会社 下関市丸山町5丁目6-21 750-0019 083-250-6480
共同生活 障害者グループホームあゆみ 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1丁目7番19号 755-0096 0836-37-1185
共同生活 ホーム語らい 社会福祉法人　親生会 宇部市大字川上字大固屋714番18 755-0084 0836-33-3640
共同生活 グループホーム静和 ＮＰＯ法人　青い芽会 宇部市東岐波4004の2 755-0241 0836-58-5883
共同生活 光栄会グループホーム 社会福祉法人　光栄会 宇部市中村3丁目12-52 755-0072 0836-32-4371
共同生活 有限会社　てご屋ホーム 有限会社　てご屋 宇部市宮地町3番59-3号 755-0071 0836-21-4156
共同生活 ひだまり 医療法人　和同会 宇部市大字西岐波229-3 755-0151 0836-51-6222
共同生活 障害福祉サービス事業所「ヴィラふなき」 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833-24 757-0216 0836-67-1883
共同生活 グループホームサンハイツ 社会福祉法人　南風荘 宇部市山門4丁目1-13 755-0077 0836-54-2960
共同生活 光栄ホーム 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波1948番3 755-0241 0836-58-2133
共同生活 グループホームこすも ＮＰＯ法人　むつみ会 宇部市大字上宇部39-8 755-0091 0836-35-3365
共同生活 カーサ若草 医療法人　若草会 山口市小郡平砂町7-16 754-0025 083-973-0666
共同生活 さやかホーム 社会福祉法人　さやか 山口市平井952番地10 753-0831 083-928-9643



共同生活 ケアホームながさわ 医療法人　清和会 山口市鋳銭司3364番地 747-1221 083-985-0388
共同生活 グループホームひまわり荘 社会福祉法人　博愛会 山口市鋳銭司3347番地 747-1221 083-986-3707
共同生活 グループホームひらき 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷50番地1、50番地2、53番地1 753-0302 083-929-5050
共同生活 ふしのホーム 社会福祉法人　ふしの学園 山口市宮野上3341番地 753-0001 083-928-0415
共同生活 ひつじホーム ＮＰＯ法人　ひつじの会 山口市平井303　蕗アパート3号 753-0831 083-922-9632
共同生活 るりがくえんホーム 社会福祉法人　るりがくえん 山口市鋳銭司812番地1 747-1221 083-986-2054
共同生活 アットホーム鳴滝園 社会福祉法人　ほおの木会 山口市下小鯖松茸尾原1359-3 753-0212 083-927-3838
共同生活 るりがくえんきららホーム 社会福祉法人　るりがくえん 山口市宮野上1115番地 753-0001 083-921-2044
共同生活 ケアホームかがやき ＮＰＯ法人　太陽 山口市大字下小鯖216番地1 753-0212 083-927-6031
共同生活 おおとし荘 ＮＰＯ法人　ふれあいの家鴻の峯 山口市朝田1099番地4 753-0871 083-924-5561
共同生活 グループホーム山口あそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 山口市朝田字三田地900番1 753-0871 083-929-3717
共同生活 グループホームみなと 社会福祉法人　親誠会 山口市大字秋穂二島字甲高山東北440番1 754-0893 083-984-0007
共同生活 ハートハウス山口グループホーム 社会福祉法人　青藍会 山口市吉敷中東1丁目2-6 753-0813 083-933-6020
共同生活 さんみ苑ケアホーム 社会福祉法人　ふたば園 萩市三見石丸2475番地1 759-3721 0838-27-5000
共同生活 しげともハイツ 社会福祉法人　霞峯会 萩市大字須佐5220番地94 759-3411 08387-6-3311
共同生活 障害者グループホームはぎ 医療法人　水の木会 萩市大字堀内334番地 758-0057 0838-25-1498
共同生活 なかよしホーム 社会福祉法人　霞峯会 萩市大字須佐1378番地7 759-3411 08387-6-3311
共同生活 ぽぷらハイツ 社会福祉法人　霞峯会 萩市大字須佐1378番地7 759-3411 08387-6-3311
共同生活 ばすけっと 社会福祉法人　Ｅ．Ｆ．Ｇ 萩市大字下小川989 759-3204 08387-4-0160
共同生活 グループホーム夢かれん 社会福祉法人　山家連福祉事業会 防府市台道3527番地の9 747-1232 0835-32-1155
共同生活 よつばホーム 社会福祉法人　蓬菜会 防府市緑町1丁目11-6 747-0026 0835-38-7050
共同生活 さるびあホーム 社会福祉法人　蓬菜会 防府市緑町1丁目11-5-2Ｆ 747-0026 0835-27-3003
共同生活 障害者グループホーム松星苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目7番11号 744-0033 0833-43-9810
共同生活 障害者ホームサンライズ 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見2441-14 740-1231 0827-96-0311
共同生活 ホーム青葉 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町西3丁目15番3号 740-1454 0827-63-1177
共同生活 かなでる 社会福祉法人　ビタ・フェリーチェ 岩国市元町4丁目6-15 740-0012 0827-28-0021
共同生活 ひかりの郷 社会福祉法人　光教会 岩国市小瀬字小原700番地 741-0091 0827-52-7577
共同生活 新生会障害福祉サービス事業所 医療法人　新生会 岩国市関戸38 741-0063 0827-43-2715
共同生活 リフレ２１ 医療法人社団　青山会 岩国市玖珂町1887 742-0313 0827-82-0021
共同生活 グループホーム・ケアホームモモハウス ＮＰＯ法人　モモ 岩国市玖珂町4936-8 742-0336 0827-82-6191
共同生活 ひまわりのハウス 医療法人　あろう会 岩国市車町1丁目8-13 740-0026 0827-21-3500
共同生活 グループホームしらかば 社会福祉法人　光葉会 岩国市南岩国町4丁目66-2 740-0034 0827-32-2358
共同生活 クローバーハウス尾津 有限会社　千寿 岩国市尾津町1丁目19-10 740-0032 0827-28-5602
共同生活 アンダンテ 社会福祉法人　ビタ・フェリーチェ 岩国市横山3丁目3-22 741-0081 0827-35-5531
共同生活 グループホーム森林の里 ＮＰＯ法人　森林の里 光市大字塩田1049番地 743-0101 0820-48-4560
共同生活 グループホーム岩田 社会福祉法人　大和福祉会 光市大字岩田字蔵光157番1 743-0103 0820-25-1111
共同生活 グループホームキュアプレイス三隅 ＮＰＯ法人　キュアポート 長門市三隅中301番地4 759-3802 0837-43-2722
共同生活 あけぼの園ほのぼのホーム 社会福祉法人　永久会 長門市油谷新別名926-2 759-4503 0837-32-0111
共同生活 グループホームあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 0837-56-1813
共同生活 障害者グループホーム幸嶺園 社会福祉法人　周美会 美祢市伊佐町伊佐字下田5647番地2 759-2222 0837-52-4565
共同生活 グループホーム久米 社会福祉法人　大和福祉会 周南市大字久米716-4 745-0801 0834-39-3755
共同生活 障害者支援ホームおあしす 医療法人　愛命会 周南市泉原町10-1 745-0833 0834-21-4517
共同生活 グループホームビリーブ ＮＰＯ法人　信愛会 周南市須々万本郷653-3 745-0122 0834-88-0300
共同生活 グループホームやまなみ 社会福祉法人　鹿野福祉会 周南市大字鹿野下1006-3 745-0302 0834-68-4183
共同生活 あけぼのホーム山陽小野田 ＮＰＯ法人　あけぼの会 山陽小野田市丸河内959-2 756-0821 0836-84-6650



共同生活 目出ホーム 合同会社　松井 山陽小野田市大字小野田7003-2 756-0817 0836-84-1384
共同生活 さつき園くかホーム 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町大字久賀2714 742-2301 0820-72-0230
共同生活 さつき園第１やしろホーム 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町大字東屋代816-15 742-2107 0820-74-4099
共同生活 さつき園第２やしろホーム 社会福祉法人　さつき会 大島郡周防大島町大字西屋代2116-3 742-2103 0820-74-4199
共同生活 障害者グループホーム城南学園グループホーム 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西字開明1140-1番地 742-1504 0820-52-2554
相談支援 下関市菊川障害者生活支援センター 社会福祉法人　菊水会 下関市菊川町大字下岡枝1062 750-0317 083-287-2877
相談支援 下関市こども発達センター 社会福祉法人　下関市社会福祉事業団 下関市幡生本町26番12号 751-0827 083-233-9850
相談支援 下関市障害者生活支援センター 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市貴船町3丁目4番1号 751-0823 083-228-3211
相談支援 なごみの里相談支援センター 社会福祉法人　下関市民生事業助成会 下関市大字蒲生野字横田250番地 759-6602 083-258-1122
相談支援 支援センター一歩社 医療法人　光の会 下関市豊浦町大字吉永野田浜627-2 759-6311 083-775-4171
相談支援 支援センターひえだ 医療法人社団　あずま会 下関市稗田中町12-10 751-0856 083-251-6161
相談支援 障がい者相談支援センターＮＳＮ ＮＰＯ法人　らいと 下関市秋根南町1丁目1番5号 751-0872 083-263-2687
相談支援 はまゆう園相談室 社会福祉法人　豊心福祉会 下関市豊北町大字滝部397番地の1 759-5511 083-782-1683
相談支援 相談支援事業所フェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市小野64番地の1 751-0887 083-256-5336
相談支援 特定相談支援事業所下関幸陽園 社会福祉法人　慈恵会 下関市楠乃5丁目5番28号 751-0804 083-256-6810
相談支援 ぱれっと 社会福祉法人　内日福祉会 下関市秋根本町2丁目1番22号 751-0875 083-289-5454
相談支援 特定相談支援事業所はまゆう 社会福祉法人　ピースオブマインド・はまゆう 下関市武久町1丁目5番14号第3金家ビル2階 751-0833 083-250-5401
相談支援 障害者相談支援センター夢茶屋 株式会社　煌青 下関市一の宮町4丁目11-27 751-0806 083-227-4171
相談支援 相談支援事業所じねんじょ 社会福祉法人　じねんじょ 下関市生野町2丁目28番20号 751-0832 083-252-2227
相談支援 宇部市障害者生活支援センターぴあ南風 社会福祉法人　南風荘 宇部市鵜の島町5-21 755-0062 0836-31-5151
相談支援 神原苑在宅介護支援センター 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2丁目1番22号 755-0022 0836-35-8033
相談支援 社会福祉法人光栄会総合相談支援センターぷりずむ 社会福祉法人　光栄会 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-2号 755-0152 0836-43-7754
相談支援 自立性格センター宇部 ＮＰＯ法人きょう・生 宇部市中央町3丁目2番7号 755-0045 0836-29-6192
相談支援 生活支援センターふなき 社会福祉法人　扶老会 宇部市大字船木833-22-2 757-0216 0836-67-2464
相談支援 相談支援事業所サポートセンターぴっころ 合同会社　サポートセンターぴっころ 宇部市大字善和573-1 759-0134 0836-62-1067
相談支援 相談支援事業所高峯園 社会福祉法人　高嶺会 宇部市大字川上714-11 755-0084 0836-32-1321
相談支援 はーとけあさんちの相談支援 はーとけあ　株式会社 宇部市草江4丁目11番38-5号 755-0004 0836-39-3530
相談支援 相談支援センターあゆみ 社会福祉法人　むべの里 宇部市開1丁目7番18号 755-0096 0836-37-1185
相談支援 相談支援事業所かのん 株式会社　奏音の郷 宇部市中村2丁目7番5号 755-0072 0836-38-7310
相談支援 うべくるみ園相談支援事業所 社会福祉法人　親生会 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 0836-31-1674
相談支援 相談支援事業所つどい 合同会社　つどい 宇部市厚南北3丁目10番15-2号 759-0209 0836-35-0170
相談支援 相談支援事業所わかば ＮＰＯ法人　むつみ会 宇部市上宇部39番1 755-0091 0836-35-3365
相談支援 済生会山口地域ケアセンター山口障害者生活支援センター 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町5番4号 753-0061 083-924-7035
相談支援 相談支援事業ぴぽっと 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷50番地 753-0302 083-929-0543
相談支援 地域活動支援センターやまぐち 社会福祉法人　博愛会 山口市鋳銭司3347番地の2 747-1221 083-986-2832
相談支援 鳴滝園エールセンター 社会福祉法人　ほおの木会 山口市下小鯖2287番地1 753-0212 083-902-7117
相談支援 パワーストーンるり 社会福祉法人　るりがくえん 山口市鋳銭司812番地1 747-1221 083-986-2058
相談支援 子ども発達相談センターぽこ・あ・ぽこ 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市富田原町1番50号 753-0054 083-933-1070
相談支援 ウッド・ムーン ＮＰＯ法人　山口ウッドムーンネットワーク 山口市周布町2-8 753-0822 083-923-7880
相談支援 相談支援事業所みんなの森 有限会社　小川 山口市下小鯖2698番地1 753-0212 083-929-3917
相談支援 特定相談支援事業所山口秋穂園 社会福祉法人　親誠会 山口市秋穂二島田の尻434-1 754-0893 083-984-5167
相談支援 はあと相談支援事業所山口 社会福祉法人　青藍会 山口市吉敷中東1丁目2-6みずほビル1-A 753-0813 083-933-6020
相談支援 クロスロードケアセンター NPO法人　クロスロード 山口市平井790番地5第2沖田ビル2F 753-0831 083-985-0515
相談支援 支援センターぴゅありんく 社会福祉法人　霞峯会 萩市大字須佐429番地9 759-3411 08387-6-3537
相談支援 萩市障害者生活支援センターほっとすぺーす 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4509番地1からふる内 758-0011 0838-24-5858



相談支援 特定非営利活動法人　ピアサポートセンター香生の里 NPO法人　ピアサポートセンター香生の里 萩市大字椿598-1 758-0061 0838-26-0294
相談支援 クローバーセンター 社会福祉法人　蓬菜会 防府市緑町1丁目11-6 747-0026 0835-27-3003
相談支援 防府市障害生活支援センター 社会福祉法人　防府市社会福祉事業団 防府市鞠生町12番2号 747-0805 0835-38-6200
相談支援 社会福祉法人防府市社会福祉事業団ホームヘルパーセンター 社会福祉法人　防府市社会福祉事業団 防府市天神1-7-23丁目6番20号 747-0034 0835-27-0210
相談支援 華南園相談支援事業所 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205 747-0833 0835-23-3650
相談支援 ゆめサポート相談所 社会福祉法人　山家連福祉事業会 防府市西仁井令1丁目3-20 747-0849 0835-28-7110
相談支援 ほのぼの相談室 三田尻生活・ケア総合センター　株式会社 防府市東松崎町4番29号 747-0028 0835-26-5366
相談支援 相談支援センターしょうせい苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目12番1号 744-0033 0833-48-6022
相談支援 岩国市障害者サービスセンター 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市岩国4丁目2番20号 741-0062 0827-43-2399
相談支援 障害者支援センターリフレ 医療法人社団　青山会 岩国市玖珂町1887 742-0313 0827-82-0018
相談支援 障害者地域生活支援センタープログレス 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見2128 740-1231 0827-95-0500
相談支援 地域生活支援センタートライアングル 社会福祉法人　ビタ・フェリーチェ 岩国市横山1丁目12-51 741-0081 0827-44-3244
相談支援 緑風会障害者生活支援センター 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町北1丁目5番20号 740-1455 0827-63-2882
相談支援 障害者地域生活支援センターしらかば 社会福祉法人　光葉会 岩国市室の木町3丁目1-74 740-0021 0827-21-8750
相談支援 相談支援事業所　くれよん 有限会社　藤永 岩国市今津町1丁目12-1 741-0017 0827-35-6644
相談支援 くらし自立応援センターいわくに 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市麻里布町7丁目1番2号 740-0018 0827-22-5877
相談支援 障がい児相談支援センターはぐ NPO法人　はぐ 岩国市錦見7丁目2-16 741-0061 0827-35-4224
相談支援 おりづる相談支援事業所 有限会社　生活サポーターおりづる 光市小周防829-1 743-0061 0833-48-8376
相談支援 歩夢ケアプランセンター 合同会社　歩夢 光市島田1丁目11-10 743-0063 0833-74-1380
相談支援 社会福祉法人光市社会福祉協議会相談支援事業所 社会福祉法人　光市社会福祉協議会 光市光井2丁目2-1光市総合福祉センターあいぱーく光内 743-0011 0833-74-3022
相談支援 相談支援センターひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 0833-77-0077
相談支援 長門市障害者相談支援センター 社会福祉法人　永久会 長門市油谷新別名字大池1011番地1 759-4503 0837-32-2237
相談支援 地域活動支援センターたけのこ村 社会福祉法人　長門市社会福祉協議会 長門市西深川845-1 759-4102 0837-22-1633
相談支援 湯免清風園障害者相談支援事業所 社会福祉法人　清風会 長門市三隅中393番地1番地1 759-3802 0837-43-2121
相談支援 相談支援事業所いぶき NPO法人　きらり 長門市三隅中1470番地 759-3802 0837-43-0330
相談支援 ゆもと苑指定相談支援事業所 社会福祉法人　福祥会 長門市深川湯本600番地1 759-4103 0837-22-7002
相談支援 夢の駅 あすなろ　株式会社 長門市日置上磯田1707番地2 759-4401 0837-37-5220
相談支援 やない地域生活支援センター 医療法人　恵愛会 柳井市柳井1910番地1 742-0021 0820-22-1205
相談支援 柳井ひまわり園 社会福祉法人　さつき会 柳井市伊保庄4472番地 742-1352 0820-24-1100
相談支援 ひらもと障害者支援事業所 合同会社　ＨＥＩＢＯＮ　ＬＩＦＥ 柳井市山根6-17」 742-0002 0820-23-1905
相談支援 特定相談支援事業所いな穂 NPO法人　カワムラ 柳井市神代4110-10 749-0101 0820-45-3811
相談支援 総合相談支援センターみね 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 0837-56-1839
相談支援 美祢相談支援センターあきよし 社会福祉法人　美祢市社会福祉協議会 美祢市秋芳町秋吉5313番地1 754-0511 0837-63-0499
相談支援 地域生活支援センターウイング 医療法人　愛命会 周南市泉原町10-1 745-0833 0834-21-4573
相談支援 総合相談支援センターぱれっと 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-3294
相談支援 周南相談支援センター NPO法人全国重度障害者相談支援協会 周南市平原町12番1号 745-0808 0834-28-5680
相談支援 相談支援センター拓未 NPO法人　周南さわやか会 周南市椛町2丁目67番地1 745-0027 0834-31-9680
相談支援 相談支援センターかのがくえん 社会福祉法人　鹿野学園 周南市鹿野下万作原513-1 745-0304 0834-68-2189
相談支援 きかん車 医療法人　成心会ふじわら医院 周南市大字大河内256番地の14 745-0651 0833-91-7233
相談支援 相談支援センターつくし園 社会福祉法人　つくし園 周南市大字米光356番地 746-0104 0834-67-2131
相談支援 相談支援センタービサイド 社会福祉法人　大和福祉会 周南市五月町6-25 745-0811 0834-33-8453
相談支援 相談支援事業所のぞみ 山陽小野田市 山陽小野田市高栄3丁目6-15 756-0815 0836-83-0001
相談支援 相談室いこい 株式会社　福祉の郷 山陽小野田市有帆1493番地 756-0038 0836-39-7532
相談支援 たちばな園相談支援事業所 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 大島郡周防大島町大字油良1020番地 742-2802 0820-73-5010
相談支援 指定特定相談支援事業所指定障害児相談支援事業所たんぽぽ 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西1144番地 742-1504 0820-52-2678



相談支援 ながやす介護ステーション 有限会社　長安工業 熊毛郡平生町平生村862-2 742-1102 0820-56-7890
相談支援 阿武町総合相談センター 社会福祉法人　阿武町社会福祉協議会 阿武郡阿武町大字奈古3081-5 759-3622- 08388-2-2615
入所支援 第二くすの園 社会福祉法人　くすの園 下関市楠乃5丁目5-1 751-0804 083-257-1050
入所支援 なごみの里 社会福祉法人　下関市民生事業助成会 下関市大字蒲生野字横田250 759-6602 083-262-2111
入所支援 下関幸陽園 社会福祉法人　慈恵会 下関市楠乃5丁目5-28 751-0804 083-256-6810
入所支援 障害者支援施設フェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64番地の1 751-0887 083-263-1055
入所支援 王司山田園 社会福祉法人　開成会 下関市大字山田字赤池549-5 752-0901 083-248-3307
入所支援 障害者視線施設員光園 社会福祉法人　やまばと会員光園 下関市大字員光1544 752-0904 083-248-5185
入所支援 セルプ南風 社会福祉法人　南風荘 宇部市あすとぴあ2丁目2番10号 755-0152 0836-43-6211
入所支援 高嶺園 社会福祉法人　高嶺園 宇部市大字川上714-11 755-0084 0836-32-1321
入所支援 日の山のぞみ苑 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波字横尾新開1451-1 755-0241 0836-59-2411
入所支援 あした 社会福祉法人　光栄会 宇部市大字東岐波746-7 755-0241 0836-39-7301
入所支援 うべくるみ園更生部 社会福祉法人　親生会 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 0836-31-1674
入所支援 このみ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0213 0836-41-8145
入所支援 障害者支援施設ひらきの里 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷43番地 753-0302 083-929-0312
入所支援 済生会山口地域ケアセンター障害者支援施設なでしこ園 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 山口市朝倉町4-55 753-0061 083-934-5200
入所支援 ふしの学園第２宮野の里 社会福祉法人　ふしの学園 山口市宮野上3358 753-0001 083-920-3131
入所支援 障害者支援施設山口秋穂園 社会福祉法人　親誠会 山口市秋穂二島字田の尻434-1 754-0893 083-984-5151
入所支援 障害者支援施設しんわ苑 社会福祉法人　霞峯会 萩市大字須佐486番地4 759-3411 08387-6-3311
入所支援 萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市 萩市三見3852番地1 759-3721 0838-27-5000
入所支援 指定障害者支援施設ゆうあい 社会福祉法人　蓬菜会 防府市向島字竜丸山79-42 747-0831 0835-27-3001
入所支援 山口コロニーワークセンター 社会福祉法人　山口コロニー協会 防府市大字台道522番地 747-1232 0835-32-0159
入所支援 華南園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205 747-0833 0835-23-3650
入所支援 防府市大平学園 防府市 防府市牟礼114-1 747-0004 0835-24-4665
入所支援 華の浦学園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205-1 747-0833 0835-22-3280
入所支援 第１しょうせい苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目7番11号 744-0033 0833-43-9810
入所支援 第２しょうせい苑 社会福祉法人　松星苑 下松市生野屋南1丁目12番1号 744-0033 0833-45-2425
入所支援 障害者支援施設設備日の出園 社会福祉法人　美和福祉会 岩国市美和町生見25番地 740-1231 0827-96-0311
入所支援 障害者支援施設緑風園 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町980番地1 740-1404 0827-63-1155
入所支援 障害者支援施設若葉園 社会福祉法人　緑風会 岩国市由宇町984番地 740-1404 0827-63-1177
入所支援 障害者支援施設ひかりの里 社会福祉法人　光教会 岩国市錦見3-7-57 741-0061 0827-44-2255
入所支援 障害者支援施設ひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 0833-77-2000
入所支援 湯免清風園 社会福祉法人　清風会 長門市三隅中393番地1 759-3802 0837-43-2121
入所支援 障害者支援施設あかぼの園 社会福祉法人　永久会 長門市油谷久富45 759-4502 0837-32-1688
入所支援 福祥苑 社会福祉法人　福祥会 長門市深川湯本620-2 759-4103 0387-22-6423
入所支援 柳井ひまわり学園 社会福祉法人　さつき会 柳井市伊保庄4472 742-1352 0820-24-1100
入所支援 ライブリーあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 0837-56-1813
入所支援 鹿野学園第二成人部 社会福祉法人　鹿野学園 周南市鹿野下513-1 745-0304 0834-68-2189
入所支援 鹿野学園成人部 社会福祉法人　鹿野学園 周南市鹿野下1010番地 745-0304 0834-68-2189
入所支援 鼓澄苑 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-5011
入所支援 白鳩学園育成館 社会福祉法人　白鳩学園 周南市大字大島63番地の2 745-0803 0834-84-0341
入所支援 障害者支援施設つくし園 社会福祉法人　つくし園 周南市大字米光356番地 746-0104 0834-67-2131
入所支援 指定障害者支援施設みつば園 山陽小野田市 山陽小野田市大字小野田1337-1 756-0817 0836-84-5920
入所支援 たちばな園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 大島郡周防大島町油良1020番地 742-2802 0820-73-1011
入所支援 城南学園第三更生部 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 0820-52-2554



入所支援 障害者支援施設誘楽園 社会福祉法人　施福会 熊毛郡田布施町宿井406番地 742-1503 0820-53-1295
入所支援 城南学園更生部 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西1144 742-1504 0820-52-2554
入所支援 城南学園第二更生部 社会福祉法人　城南学園 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 0820-52-2554
救護施設 下関市梅花園 下関市 下関市大字永田郷459-4 759-6534 083-286-2231
救護施設 聖和苑 社会福祉法人　博愛会 山口市鋳銭司3354 747-1221 083-986-2112
救護施設 救護施設つばさ 社会福祉法人　萩市社会福祉事業団 萩市大字椿2398-1 758-0061 0838-24-4128
救護施設 石城苑 社会福祉法人　松風会 光市大字塩田1382-4 743-0101 0820-48-4110
救護施設 さつきの里 周南地区福祉施設組合 周南市五月町12番2号 745-0811 0834-21-3641
救護施設 愛和苑 社会福祉法人　松風会 大島郡周防大島町大字土居1465-1 742-2803 0820-73-1133
救護施設 山口県済生会下関総合病院 社会福祉法人　恩賜財団　済生会支部山口県済生会 下関市安岡町8-5-1 759-6603 083-262-2300
乳児院 乳児院なかべ学院 社会福祉法人　中部少年学院 下関市彦島角倉町3丁目6-17 750-0081 083-266-6515
児童養護 児童養護施設なかべ学院 社会福祉法人　中部少年学院 下関市彦島角倉町3丁目6-17 750-0081 083-266-1934
児童養護 下関大平学園 社会福祉法人　下関大平学園 下関市幡生町1丁目1-22 751-0828 083-222-6801
児童養護 吉敷愛児園 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市吉敷佐畑6丁目10番1号 753-0816 083-922-2509
児童養護 清光園 社会福祉法人　清光園 山口市阿知須1448 754-1277 0836-65-3122
児童養護 山口育児院 社会福祉法人　山口育児院 山口市水の上町5-27 753-0082 083-922-1027
児童養護 防府海北園 社会福祉法人　防府海北園 防府市大字高井686 747-0064 0835-22-2044
児童養護 俵山湯の家 社会福祉法人　長門市社会福祉協議会 長門市俵山4827-1 759-4211 0837-29-0831
児童養護 共楽養育園 社会福祉法人　共楽園 周南市久米1347 745-0801 0834-25-0017
児童養護 小野田陽光園 社会福祉法人　小野田陽光園 山陽小野田市大字小野田6111-28 756-0817 0836-83-4595
児童養護 ライクホームはるか 社会福祉法人　はるか 岩国市立石町3-6-25 740-0011 0827-28-6085
児童養護 児童デイサービスセンターフェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64番地の1 751-0887 083-256-5336
児童養護 山口県みほり学園 山口県 山口市大内御堀951 753-0214 083-922-8605
児童養護 なかべこども家庭支援センター「新風船」 社会福祉法人　中部少年学院 下関市彦島角倉町3丁目6-17 750-0081 083-266-1935
児家セン こども家庭支援センター「清光」 社会福祉法人　清光園 山口市阿知須1448 754-1277 0836-65-1188
児家セン子ども家庭支援センター「海北」 社会福祉法人　防府海北園 防府市大字高井686 747-0064 0835-26-1152
児家セン こども家庭支援センター「ぽけっと」 社会福祉法人　共楽園 周南市久米1347 745-0801 0834-25-0605
福祉入所 このみ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0213 0836-41-8145
福祉入所 華の浦学園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205-1 747-0833 0835-22-3280
医療入所 国立病院機構山口宇部医療センター 独立行政法人　国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波685 755-0241 0836-58-2300
医療入所 国立業陰気工や無い医療センター 独立行政法人　国立病院機構柳井医療センター 柳井市伊保庄95 742-1352 0820-27-0211
医療入所 鼓ヶ浦ことば園 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-1430
発達支援Ｃ はたぶ園 下関市 下関市幡生本町26番12号 751-0827 083-233-9850
発達支援Ｃ 児童発達支援センターうべつくし園 社会福祉法人　光栄会 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-4号 755-0072 0836-31-7489
発達支援Ｃ 子ども発達支援センター愛 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市富田原町1番50号 753-0054 083-933-1070
発達支援Ｃ 子ども発達支援センターからふる 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4509番地1 758-0011 0838-22-2877
発達支援Ｃ 防府市なかよし園 防府市 防府市大字牟礼84番地の1 747-0004 0835-22-7667
発達支援Ｃ 鼓ヶ浦つばさ園 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-1435
発達支援Ｃ 児童発達支援センターゆう 医療法人　成心会ふじわら医院 熊毛郡平生町平生村824-3 742-1102 0820-25-3365
発達支援 地域児童福祉事業所ぽけっと 社会福祉法人　内日福祉会 下関市秋根西町1丁目9番37号 751-0873 083-250-6025
発達支援 児童デイサービスセンターフェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64番地の1 751-0887 083-256-5336
発達支援 むくっこ 社会福祉法人　じねんじょ 下関市生野町2丁目23番1号 751-0832 083-252-2227
発達支援 下関市こども発達センターどーなつ 下関市 下関市幡生本町26番12号 751-0827 083-233-9850
発達支援 下関市地域福祉事業所きしゃぽっぷ 企業組合労協センター事業団 下関市一の宮本町2丁目11-25 751-0808 083-263-1317
発達支援 障害児通所支援事業所そよ風 社会福祉法人　中部少年学院 下関市彦島角倉町3丁目6-17 750-0081 083-227-2333



発達支援 下関市こども発達センター豊浦分室 下関市 下関市豊浦町川棚6895-1 759-6301 083-227-3110
発達支援 社会福祉法人神原苑神原障害児デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2丁目4-40 755-0022 0836-35-5671
発達支援 日楽児童デイサービス 合同会社　ニチラク 宇部市北琴芝1長目8番22号 755-0036 0836-35-7722
発達支援 児童発達支援事業所このみ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0213 0836-41-8145
発達支援 重症心身障がい児児童デイサービスドリーム ＮＰＯ法人　きょう・生 宇部市中山498-72 755-0058 0836-34-5616
発達支援 おひさまっこ 合同会社　おひさまっこ 宇部市中野開作193-4 759-0203 0836-48-9073
発達支援 こどもサポート教室「きらり」山口宇部校 株式会社　クラ・ゼミ 宇部市鍋倉町6-43-2Ｆ 755-0064 0836-39-1159
発達支援 子ども発達支援センター愛親子通園部ゆう 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市富田原町1番50号 753-0054 083-933-1070
発達支援 子ども通所サービスあぽろ 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷962番地 753-0302 083-929-5015
発達支援 子育て支援センターしらさぎキッズ ＮＰＯ法人　子育て支援センターしらさぎキッズ 山口市鋳銭司2535 747-1221 083-986-2772
発達支援 多機能事業所マーブル 株式会社　マーブルアーク 山口市黒川2734番地 753-0851 083-933-0753
発達支援 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所あくしゅ ＮＰＯ法人　あくしゅ 山口市大市3丁目3 753-0033 083-941-5582
発達支援 子育て支援センターしらさぎキッズ小郡 ＮＰＯ法人　子育て支援センターしらさぎキッズ 山口市小郡新町2丁目7-15 754-0031 083-972-5722
発達支援 はあとキッズ新山口 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡平成町1番18号 754-0020 083-976-2401
発達支援 マーブルスポット 株式会社　マーブルアーク 山口市平井792-6オービーエービル1F 753-0831 083-902-6700
発達支援 児童発達支援事業所華の浦学園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205-1 747-0833 0835-28-7813
発達支援 子ども発達支援てだのふあ NPO法人　すもーるすてっぷ 防府市大字田島527-2 747-0834 0835-28-9421
発達支援 子どもと家庭の療育ステーションぷらす 株式会社　サリーエアーズ 防府市西仁井令1-2-46 747-0849 0835-38-4888
発達支援 運動療育スクールｊｕｍｐ 株式会社　ｊｕｍｐ 防府市鋳物師町9-3 747-0812 0835-23-2600
発達支援 すきっぷ イーエムワーク　株式会社 防府市石が口1丁目10番23号 747-0806 0835-28-1202
発達支援 こども療育スポットキャンパス 株式会社Ｃａｎｖａｓ 防府市緑町1丁目7番23号 747-0026 0835-28-1716
発達支援 周南子ども発達相談センター 合同会社　やまぐち発達支援ネットワーク 下松市南花岡4-2-15 744-0027 0833-43-5960
発達支援 岩国市太陽の家 岩国市 岩国市桂町2丁目4-56 740-0013 0827-22-4875
発達支援 多機能型事業所こころ 有限会社　藤永 岩国市今津町1-12-1 741-0017 0827-35-6644
発達支援 きっずはぐ ＮＰＯ法人　はぐ 岩国市錦見7丁目2-16 740-0061 0827-35-4224
発達支援 虹のかけ橋 ＮＰＯ法人　虹のかけ橋 光市室積新開1丁目4-1 743-0071 0833-78-2017
発達支援 長門市デイ・ケアセンターあゆみ ＮＰＯ法人　きらり 長門市西深川3767番地5 759-4102 0837-23-1213
発達支援 児童デイサービス３びきのこぶた ＮＰＯ法人　３びきのこぶた 柳井市南町3-9-2 742-0031 0820-23-2474
発達支援 みらい 合同会社　こどもサポート未来 柳井市南町7丁目8-1 742-0031 0820-25-3081
発達支援 イルカくらぶ ＮＰＯ法人　徳山ポレポレくらぶ 周南市城ヶ丘2丁目11-8 745-0807 0834-28-8200
発達支援 きかん車 医療法人　成心会ふじわら医院 周南市大字大河内256番地の14 745-0651 0833-91-7233
発達支援 社会福祉法人神原苑小野田障害デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915番地15 756-0809 0836-84-7801
発達支援 なるみ園 社会福祉法人　山陽小野田市社会福祉事業団 山陽小野田市日の出町3丁目14-5 756-0091 0836-83-7821
医療支援 国立病院機構山口宇部医療センター 独立行政法人　国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波685 755-0241 0836-58-2300
放課後デイ むく 社会福祉法人　じねんじょ 下関市生野町2丁目28番20号 751-0831 083-252-2227
放課後デイ 地域児童福祉事業所ぽけっと 社会福祉法人　内日福祉会 下関市秋根西町1丁目9-37 751-0873 083-250-6025
放課後デイ 児童デイサービスセンターフェニックス 社会福祉法人　暁会 下関市大字小野64番地の1 751-0887 083-256-5336
放課後デイ ぱれっと 社会福祉法人　内日福祉会 下関市秋根本町2丁目1番22号 751-0875 083-289-6065
放課後デイ 下関地域福祉事業所きしゃぽっぽ 企業組合労協センター事業団 下関市一の宮本町2丁目11-25 751-0808 083-263-1317
放課後デイ みんなの家 ＮＰＯ法人　ヒューマンネットワークピア 下関市新地町4番22号 750-0063 083-242-9952
放課後デイ 障害児通所支援事業所そよ風 社会福祉法人　中部少年学院 下関市彦島角倉町3丁目6-17 750-0081 083-227-2333
放課後デイ 下関市こども発達センター豊浦分室 下関市 下関市豊浦町川棚6895-1 759-6301 083-227-3110
放課後デイ キッズガーデンふれんず 株式会社　ヤマムラ 下関市王司神田1-5-37 752-0911 083-248-3382
放課後デイ さくら 社会福祉法人　緑樹会 下関市王喜本町6-11-32 750-1114 083-294-0108
放課後デイ どんぐり倶楽部 株式会社　大樹 下関市豊浦町大字川棚1545-24 759-6301 083-227-2895



放課後デイ 特定非営利活動法人ぴーすくえあ ＮＰＯ法人　ぴーすくえあ 下関市長府南之町3番29号松岡ビル1F 752-0976 083-242-4077
放課後デイ びりーぶ 株式会社　Ｆ　ｓｔａｇｅ 下関市川中豊町3丁目5-10 751-0853 093-531-3870
放課後デイ 放課後等デイサービスクルーズ 合同会社　ホーム 下関市長府黒門東町10番7号かがわビル202号 752-0986 083-242-2550
放課後デイ うべつくし園きらきらキッズ 社会福祉法人　光栄会 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-3号 755-0072 0836-33-8553
放課後デイ 国立病院機構山口宇部医療センター 独立行政法人　国立病院機構山口宇部医療センター 宇部市東岐波685 755-0241 0836-58-2300
放課後デイ 社会福祉法人神原苑神原障害児デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 宇部市神原町2丁目4-40 755-0022 0836-35-5671
放課後デイ 障がい者（児）デイサービスセンターひろ君の家 合同会社　サポートセンターぴっころ 宇部市西小串2-3-1 755-0049 0836-62-5707
放課後デイ 日楽児童デイサービス 合同会社　ニチラク 宇部市北琴芝1丁目8番22号 755-0036 0836-35-7722
放課後デイ 放課後等デイサービスセンターすぱーくる光栄 社会福祉法人　光栄会 宇部市東岐波字東扇田1950-1 755-0241 0836-39-8700
放課後デイ スマイルハウス川添 有限会社　末永整骨院・光 宇部市川添1-4-6 755-0074 0836-38-7007
放課後デイ 重症心身障がい児児童デイサービスドリーム ＮＰＯ法人　きょう・生 宇部市中山498-72 755-0058 0836-34-5616
放課後デイ おひさまっこ 合同会社　おひさまっこ 宇部市中野開作193-4 759-0203 0836-48-9073
放課後デイ 放課後等デイサービスこのみ園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0203 0836-41-8145
放課後デイ こどもサポート教室「きらり」山口宇部校 株式会社　クラ・ゼミ 宇部市鍋倉町6-43-2Ｆ 755-0064 0836-39-1159
放課後デイ ウッド・ムーン ＮＰＯ法人　山口ウッドムーンネットワーク 山口市周布町2-8 753-0822 083-923-7880
放課後デイ 子ども通所サービスあぽろ 社会福祉法人　ひらきの里 山口市仁保中郷962番地 753-0302 083-929-5015
放課後デイ 児童デイサービスつぐみ山口 合同会社　つぐみ 山口市吉敷赤田4丁目14-25」 753-0817 083-923-1020
放課後デイ 児童発達支援事業所スッテップあそかの園 社会福祉法人　同朋福祉会 山口市朝田字三田地900番1 753-0871 083-929-3717
放課後デイ デイサービスラ・ベルヴィ ＮＰＯ法人　素敵な人生 山口市木町6番1号 753-0095 083-924-0006
放課後デイ なかぞのフォァ・アス 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市中園町8番6号 753-0075 083-923-5002
放課後デイ 夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 社会福祉法人　夢のみずうみ村 山口市中尾木乃787-1 753-0801 083-995-2820
放課後デイ 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所あくしゅ ＮＰＯ法人　あくしゅ 山口市大市3丁目3 753-0033 083-941-5582
放課後デイ 多機能型事業所マーブル 株式会社　マーブルアーク 山口市黒川2734番地 753-0851 083-933-0753
放課後デイ はあとキッズ新山口 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡平成町1番18号 754-0020 083-973-2401
放課後デイ アプリ児童デイサービス若宮町 カイゴのチカラ　株式会社 山口市若宮町1-67ウェルス周布1階 753-0823 083-902-6149
放課後デイ マーブルスポット 株式会社　マーブルアーク 山口市平井792-6オービーエービル1F 753-0831 083-902-6700
放課後デイ アプリ児童デイサービス山口中央 カイゴのチカラ　株式会社 山口市中央2-2-7 753-0074 083-902-6106
放課後デイ クロスロードコア NPO法人　クロスロード 山口市鋳銭司矢田5734-3 747-1221 083-985-0515
放課後デイ おおいちフォァ・アス 社会福祉法人　アス・ライフ 山口市大市町3-12 753-0033 083-902-5889
放課後デイ はあとキッズ小郡南 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡高砂町8-32 754-0014 083-973-1111
放課後デイ のびっこくらぶ 社会福祉法人　ふたば園 萩市土原119-4 758-0011 0838-22-2877
放課後デイ ドリームキッズ NPO法人　ゆう・ゆう・はぎ 萩市大字椿東582番地11 758-0011 0838-26-2838
放課後デイ 放課後等デイサービスえーる 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4509番地1からふる内 758-0025 0838-25-1100
放課後デイ 放課後等デイサービスセンター華の浦学園 社会福祉法人　山口県社会福祉事業団 防府市大字浜方205-1 747-0833 0835-28-7813
放課後デイ 防府市なかよし園 防府市 防府市大字牟礼84番地の1 747-0004 0835-22-7667
放課後デイ 児童デイサービスつぐみ右田 合同会社　つぐみ 防府市高井647-2 747-0064 0835-28-7540
放課後デイ 児童デイサービスつぐみ防府 合同会社　つぐみ 防府市千日2丁目5-12 747-0046 0835-28-7652
放課後デイ 児童発達支援サービスたいよう 社会福祉法人　蓬莱会 防府市新田1784-2 747-0825 0835-28-7380
放課後デイ 子ども発達支援てだのふあ NPO法人　すもーるすてっぷ 防府市大字田島527-2 747-0834 0835-24-1644
放課後デイ 児童発達支援サービスひまわり 社会福祉法人　蓬莱会 防府市新田119-5 747-0825 0835-27-6006
放課後デイ 児童発達支援サービスたんぽぽ 社会福祉法人　蓬莱会 防府市緑町1-11-5 747-0026 0835-38-7500
放課後デイ 児童デイサービス　アンジュ 合同会社　つぐみ 防府市江泊1837-4 747-0014 0835-28-8854
放課後デイ 放課後等デイサービスあゆみの里 株式会社　あゆみの里 防府市大字浜方169番地の1 747-0833 0835-24-5075
放課後デイ 子どもと家庭の療育ステーションりぷらす 株式会社　サリーエアーズ 防府市西仁井令1-2-46 747-0849 0835-38-4888
放課後デイ 運動療育スクールｊｕｍｐ 株式会社　ｊｕｍｐ 防府市鋳物師町9-3 747-0812 0835-23-2600



放課後デイ すきっぷ イーエムワーク　株式会社 防府市石が口1丁目10番23号 747-0806 0835-28-1202
放課後デイ 子どもと家庭の療育ステーション放課後りぷらす 株式会社　サリーエアーズ 防府市東仁井令24-1 747-0843 090-4108-4888
放課後デイ こども療育スポットキャンパス 株式会社　Ｃａｎｖａｓ 防府市緑町1丁目7番23号 747-0026 0835-28-1716
放課後デイ サルビアの家 ＮＰＯ法人　優喜会 下松市生野屋南1丁目11-1 744-0031 0833-45-4600
放課後デイ サルビアの家花岡はうす ＮＰＯ法人　優喜会 下松市大字末武上503 744-0024 0833-57-5556
放課後デイ サルビアの家ＦＬＡＧＳＨＩＰ ＮＰＯ法人　優喜会 下松市生野屋5丁目10-1 744-0031 0833-47-3535
放課後デイ 周南子ども発達相談センター 合同会社　やまぐち発達支援ネットワーク 下松市南花岡4-2-15 744-0027 0833-43-5960
放課後デイ 多機能型事業所来歩 株式会社　総合リハビリテーション研究所 下松市西豊井切戸1442番1 744-0011 0833-45-3600
放課後デイ 岩国市障害者サービスセンター 社会福祉法人　いわくに 岩国市岩国4丁目2番20号 741-0062 0827-43-2377
放課後デイ 多機能型事業所こころ 有限会社　藤永 岩国市今津町1-12-1 740-0017 0827-35-6644
放課後デイ きっずはぐ ＮＰＯ法人　はぐ 岩国市錦見7丁目2-16 740-0061 0827-35-4224
放課後デイ グランデールの家 ＮＰＯ法人　クリスタル 岩国市門前町2-33-3 740-0031 0827-23-3797
放課後デイ グランデールハウス ＮＰＯ法人　クリスタル 岩国市車町2丁目6番34-1 740-0026 0827-23-3797
放課後デイ 児童デイサービスきらきら星 有限会社　藤永 岩国市牛野谷町1丁目10-13 740-0071 0827-31-5237
放課後デイ 子どもデイサービスどんまい ＮＰＯ法人　テンダーハートＤｏｎＭｉｎ 岩国市南岩国町2-78-32 740-0034 0827-28-4546
放課後デイ 子どもデイサービスみらくる ＮＰＯ法人　テンダーハートＤｏｎＭｉｎ 岩国市南岩国町2-78-32 740-0034 0827-28-4546
放課後デイ こども放課後等デイサービスのびのび ＮＰＯ法人　しゅうとう福祉工房 岩国市周東下久原1260 742-0417 0827-84-5055
放課後デイ 虹のかけ橋 ＮＰＯ法人　虹のかけ橋 光市室積新開1丁目4-1 743-0071 0833-78-2017
放課後デイ 放課後等デイサービスセンターひかり苑 社会福祉法人　ひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 0833-77-2000
放課後デイ サルビアの家ひかり ＮＰＯ法人　優喜会 光市大字小周防1656番地の8 743-0061 0833-48-9300
放課後デイ 特定非営利活動法人チャイルドハウスひなたぼっこ ＮＰＯ法人　チャイルドハウスひなたぼっこ 光市島田6丁目5番1号 743-0063 0833-57-0083
放課後デイ きらり ＮＰＯ法人　きらり 長門市三隅下907-1 759-3803 0837-43-0333
放課後デイ くるみ あすなろ　株式会社 長門市日置上2094-34 759-4401 0837-37-2333
放課後デイ 児童デイサービス３びきのこぶた ＮＰＯ法人　３びきのこぶた 柳井市南町3-9-2 742-0031 0820-23-2474
放課後デイ みらい 合同会社　こどもサポート未来 柳井市南町7丁目8-1 742-0031 0820-25-3081
放課後デイ 放課後等デイサービスひばり 一般社団法人　白百合 柳井市余田2409 742-0034 0820-25-1710
放課後デイ イルカくらぶ ＮＰＯ法人　徳山ポレポレくらぶ 周南市城ヶ丘2丁目11-8 748-0807 0834-28-8200
放課後デイ きかん車 医療法人　成心会ふじわら医院 周南市大字大河内256番地の14 745-0651 0833-91-7233
放課後デイ クジラくらぶ ＮＰＯ法人　徳山ポレポレくらぶ 周南市城ヶ丘4丁目8-11 745-0807 0834-29-8520
放課後デイ 鼓ヶ浦つばさ園 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-1435
放課後デイ デイサービスセンターけあぽーと 有限会社　ケアポート徳山 周南市川端町1丁目11番地 745-0012 0834-31-0200
放課後デイ デイサービスセンターけあぽーとくれよん 有限会社　ケアポート徳山 周南市野上町2-27 745-0042 0834-21-1414
放課後デイ サルビアの家しんなんよう 株式会社　くすの木 周南市川崎3丁目6番18号 746-0001 0834-33-8960
放課後デイ 放課後等デイサービスふぁみりー ＮＰＯ法人　信愛会 周南市須々万本郷653-1 745-0122 080-6321-9143
放課後デイ 聴覚障害患者生活支援センターこすもすの家 ＮＰＯ法人　聴覚障害者生活支援センター 周南市速玉町7-26 745-0122 0836-84-7801
放課後デイ 社会福祉法人神原苑小野田障害デイサービスセンター 社会福祉法人　神原苑 山陽小野田市東高泊字横土手1915番地15 756-0809 0836-84-7801
放課後デイ 放課後等デイサービス事業所アイ・プレイス 一般社団法人　つなぎ 山陽小野田市大字郡渡場3001-16 757-0002 0836-78-1400
放課後デイ 放課後等デイサービスハッピーポケット 合同会社　ネクスト 山陽小野田市小野田1320-35 756-0091 0836-43-6813
放課後デイ 放課後クラブあいあい 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町大字油良506 742-2802 0820-73-0642
放課後デイ はなみずき放課後デイサービス 株式会社　ソルキエタス 光市大字小周防1656番地の8 742-1513 0820-25-3715
放課後デイ あおぞら 医療法人　成心会ふじわら医院 熊毛郡平生町平生村824-3 742-1102 0820-25-3365
保育所等 はたぶ園 下関市 下関市幡生本町26番12号 751-0827 083-233-9850
保育所等 児童発達支援センターうべつくし園 社会福祉法人　光栄会 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-3号 755-0072 0836-31-7489
保育所等 子ども発達支援センター愛 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市富田原町1番50号 753-0054 083-933-1070
保育所等 子ども発達支援センターからふる 社会福祉法人　ふたば園 萩市椿東4509番地1 758-0011 0838-22-2877



保育所等 周南子ども発達相談センター 合同会社　やまぐち発達支援ネットワーク 下松市南花岡4丁目2-15 744-0027 0833-43-5960
保育所等 防府市なかよし園 防府市 防府市大字牟礼84番地の1 747-0004 0835-22-7667
保育所等 きっずはぐ ＮＰＯ法人　はぐ 岩国市錦見7丁目2-16 740-0061 0827-35-4224
保育所等 長門市デイ・ケアセンターあゆみ ＮＰＯ法人　きらり 長門市西深川3767番地5 759-4102 0837-23-1213
保育所等 鼓ヶ浦つばさ園 社会福祉法人　鼓ヶ浦整肢学園 周南市大字久米752番地4 745-0801 0834-29-1435
保育所等 児童発達支援センターゆう 医療法人　成心会ふじわら医院 熊毛郡平生町平生村824-3 742-1102 0820-25-3365
自立支援 山口県育成学校 山口県 山口市大内氷上7丁目5-1 753-0231 083-927-0304
助産 山口県済生会下関総合病院 社会福祉法人　恩賜財団　済生会 下関市安岡町8-5-1 759-6603 083-262-2300
助産 地方独立行政法人下関市立市民病院 下関市 下関市向洋町1-13-1 750-8520 083-231-4111
助産 医療法人岩国病院 医療法人　岩国病院 岩国市岩国3-2-7 741-0062 0827-41-0850
助産 梅田病院 医療法人　至誠会梅田病院 光市虹ヶ浜3-6-1 743-0022 0833-71-0084
助産 独立行政法人地域医療機能推進機構徳山中央病院 独立行政法人　地域医療機能推進機構 周南市孝田町1-1 745-8522 0834-28-4411

母子生活 下関市立親和寮 下関市 下関市東神田町5-15 750-0043 083-231-2826
母子生活 沙羅の木 社会福祉法人　防府海北園 山口市小郡新町6-4-11 754-0031 083-976-5577
Ｆホーム 大望 今西陽一 下関市豊北町滝部1071 759-5511 083-782-0224
Ｆホーム コスモス 兼行香代子 宇部市東須恵726-33 759-0206 0836-41-9459
Ｆホーム てつなぎ 社会福祉法人　同朋福祉会 美祢市於福町下3360 759-2301 0837-56-1813
Ｆホーム Ｊｏｙｏｕｓ ロレスタニ・シャブッシュ・アブドラニ 山口市大内矢田南6-4-6 753-0222 083-941-3050
Ｆホーム 安架里 ＮＰＯ法人　しあわせのランプ 大島郡周防大島町大字久賀7250-2 742-2301 0820-72-4103
保育所 下関市立千草保育園 下関市 下関市東神田町5-9 750-0043 083-231-2821
保育所 下関市立大坪保育園 下関市 下関市羽山町16-3 750-0046 083-231-2822
保育所 下関市立彦島第一保育園 下関市 下関市彦島福浦町2丁目17-1 750-0087 083-266-3076
保育所 下関市立吉見保育園 下関市 下関市吉見本町1丁目16-1 759-6531 083-286-2227
保育所 下関市立長府第一保育園 下関市 下関市長府宮の内町1-38 752-0967 083-245-0349
保育所 下関市立長府第二保育園 下関市 下関市長府中六波町12-26 752-0944 083-245-0044
保育所 下関市立長府第三保育園 下関市 下関市長府松小田本町1-38 752-0933 083-248-0152
保育所 下関市立名池保育園 下関市 下関市名池町10-2 750-0011 083-231-2823
保育所 下関市立豊田西保育園 下関市 下関市豊田町大字浮石字柳瀬2509-1 750-0415 083-766-1118
保育所 下関市立彦島第二保育園 下関市 下関市彦島西山町1丁目10-7 750-0093 083-266-3834
保育所 下関市立双葉保育園 下関市 下関市豊浦町大字宇賀字川嶋2984-1 759-6303 083-776-0202
保育所 下関市立長府第四保育園 下関市 下関市長府八幡町1-1 752-0955 083-246-3360
保育所 下関市立高尾保育園 下関市 下関市丸山町3丁目1-12 750-0019 083-232-3611
保育所 下関市立幸町保育園 下関市 下関市幸町18-6 750-0001 083-232-2036
保育所 下関市立垢田保育園 下関市 下関市新垢田東町1丁目2-7 751-0843 083-253-9922
保育所 下関市立幡生保育園 下関市 下関市幡生宮の下町25-13 751-0829 083-253-5656
保育所 専立寺保育園 社会福祉法人　専立寺保育園 下関市彦島本村町5丁目9-26 750-0074 083-266-4843
保育所 慈光保育園 社会福祉法人　慈光保育園 下関市伊崎町1丁目11-16 750-0065 083-231-2970
保育所 すみれ保育園 社会福祉法人　前田町振興協会 下関市前田1丁目9-1 752-0097 083-223-3574
保育所 安楽保育園 社会福祉法人　安楽会 下関市豊浦町大字小串字向山502番2 759-6302 083-774-0880
保育所 みどり保育園 橘　みよ子 下関市綾羅木本町6丁目19-19 751-0849 083-253-4509
保育所 清和保育園 社会福祉法人　清和保育園 下関市秋根本町2-8-10 751-0875 083-256-2533
保育所 和光保育園 宗教法人　了圓寺 下関市大平町10-20 750-0053 083-222-0783
保育所 しおかぜの里保育園 社会福祉法人　松美会 下関市彦島迫町6丁目7-22 750-0092 083-267-1917
保育所 東光保育園 渡辺久世 下関市赤間町3-12 750-0007 083-223-7330
保育所 王司保育園 社会福祉法人　剛美会 下関市王司上町2丁目8-13 752-0916 083-248-0720



保育所 鏡山保育園 東　好子 下関市長府印内町7-11 752-0957 083-246-0530
保育所 小月保育園 社会福祉法人　下関みらい 下関市小月茶屋2丁目9-1 750-1144 083-283-0085
保育所 ひまわり保育園 宗教法人　法正院 下関市長崎町1丁目1-4 750-0029 083-222-2120
保育所 みのり保育園 廣瀬祖開 下関市垢田町3丁目11-41 751-0841 083-252-2295
保育所 みそら保育園 社会福祉法人　みそら保育園 下関市大字福江1733-1 759-6601 083-258-0239
保育所 木の実保育園 社会福祉法人　木の実保育園 下関市川中本町1番19号 751-0859 083-252-4065
保育所 ひえだ保育園 社会福祉法人　稗田福祉会 下関市稗田中町8-1 751-0856 083-253-0766
保育所 のあ保育園 社会福祉法人　きずな 下関市武久町2丁目70-10 751-0833 083-252-3056
保育所 いずみ保育園 社会福祉法人　いずみ保育園 下関市勝谷新町3-7-9 751-0802 083-256-0955
保育所 清末保育園 社会福祉法人　清末保育園 下関市清末中町1丁目5番1号 750-1155 083-282-0288
保育所 新生保育園 社会福祉法人　新生園 下関市西観音町1-5 752-0905 083-248-0512
保育所 勝山保育園 社会福祉法人　勝山園 下関市秋根新町12-12 751-0874 083-256-6888
保育所 二葉保育園 社会福祉法人　浄光会 下関市大字永田郷1790 759-6533 083-286-2003
保育所 しょうや保育園 社会福祉法人　法輪会 下関市大字勝谷字阿ら安879-6 751-0801 083-256-2431
保育所 ゆたか保育園 社会福祉法人　ゆたか保育会 下関市川中豊町7丁目9番8号 751-0853 083-255-1660
保育所 弥生保育園 社会福祉法人　きずな 下関市幡生町2丁目28-25 751-0828 083-252-1237
保育所 小波保育園 社会福祉法人　小波会 下関市汐入町19-18 750-0059 083-222-8222
保育所 宇部市立神原保育園 宇部市 宇部市琴芝町2丁目3番30号 755-0033 0836-21-4311
保育所 宇部市立新川保育園 宇部市 宇部市朝日町6番25号 755-0041 0836-21-3271
保育所 宇部市立原保育園 宇部市 宇部市妻崎開作1982番地 759-0204 0836-41-8517
保育所 宇部市立西岐波保育園 宇部市 宇部市床波4丁目11番40号 755-0151 0836-51-9214
保育所 宇部市立第二乳児保育園 宇部市 宇部市南浜町2丁目2番15号 755-0063 0836-33-2770
保育所 命信寺保育園 社会福祉法人　みのり園 宇部市北琴芝1長目9番32号 755-0036 0836-34-3627
保育所 あそか保育園 社会福祉法人　あそか園 宇部市山門5丁目1番1号 755-0077 0836-21-9504
保育所 るんびに保育園 社会福祉法人　るんびに保育園 宇部市昭和町3丁目4番18号 755-0011 0836-31-8555
保育所 船木保育園 辻田賢次 宇部市船木1467番地4 757-0216 0836-67-0854
保育所 法泉寺保育園 社会福祉法人　法泉寺保育園 宇部市松山町5丁目6番9号 755-0026 0836-34-0412
保育所 厚南保育園 社会福祉法人　智心会 宇部市厚南北3丁目23番51号 759-0209 0836-41-8675
保育所 双葉保育園 社会福祉法人　三光会 宇部市東岐波458番地2 755-0241 0836-58-3501
保育所 大学院幼児園 社会福祉法人　大学院幼児園 宇部市野中4丁目8番8号 755-0025 0836-38-3800
保育所 琴崎保育園 社会福祉法人　琴崎保育会 宇部市上宇部571番地2 755-0091 0836-21-7775
保育所 二葉保育園 社会福祉法人　二葉保育園 宇部市西宇部北2丁目5番60号 759-0211 0836-41-8038
保育所 波木保育園 社会福祉法人　波木保育園 宇部市東岐波5587番地2 755-0241 0836-58-2149
保育所 第二波木保育園 社会福祉法人　波木保育園 宇部市開6丁目17番7号 755-0096 0836-21-2911
保育所 新神原保育園 社会福祉法人　新神原保育園 宇部市東本町2丁目1番1号 755-0028 0836-32-0509
保育所 桃山保育園 社会福祉法人　みのり園 宇部市小串823番地2 755-0067 0836-32-2598
保育所 萩原保育園 社会福祉法人　有倫館 宇部市西岐波3883番地 755-0151 0836-51-3429
保育所 藤山保育園 社会福祉法人　藤山保育園 宇部市西平原2丁目9番15号 755-0057 0836-33-8861
保育所 第二あそか園 社会福祉法人　あそか童園 宇部市寺の前町8番40号 755-0078 0836-32-0066
保育所 東割保育園 社会福祉法人　東割保育会 宇部市妻崎開作246番地5 759-0204 0836-41-9575
保育所 小羽山保育園 社会福祉法人　紹隆会 宇部市南小羽山町1-5-6 755-0083 0836-31-3150
保育所 二俣瀬保育園 社会福祉法人　明照福祉会 宇部市木田29番地2 759-0136 0836-62-1205
保育所 丸尾原保育園 社会福祉法人　松涛会 宇部市東岐波4364番地2 755-0241 0836-58-5377
保育所 小野保育園 社会福祉法人　青修会 宇部市小野8298番地1 754-1311 0836-64-2114
保育所 めぐみ保育園 社会福祉法人　白光会 宇部市東小羽山町2丁目5番7号 755-0082 0836-22-1151



保育所 ぱんだ保育園 社会福祉法人　アスワン山荘 宇部市あすとぴあ7丁目1番1号 755-0152 0836-53-5000
保育所 山口保育園 山口市 山口市旭通り1丁目6-19 753-0051 083-922-0354
保育所 小郡保育園 山口市 山口市小郡下郷1628-18 754-0002 083-973-0340
保育所 陶保育園 山口市 山口市陶4666-1 754-0891 083-972-0936
保育所 あじす保育園 山口市 山口市阿知須2735-1 754-1277 0836-65-2117
保育所 堀保育園 山口市 山口市徳地堀1616 747-0231 0835-52-0266
保育所 八坂保育園 山口市 山口市徳地船路850 747-0342 0835-56-0003
保育所 小郡上郷保育園 山口市 山口市小郡新町1丁目18-27 754-0031 083-973-2561
保育所 東山保育園 山口市 山口市東山2丁目2-27 753-0041 083-922-3850
保育所 大内保育園 山口市 山口市大内矢田北3丁目4-23 753-0215 083-927-0001
保育所 楠木保育園 山口市 山口市楠木町1-44 753-0065 083-923-1722
保育所 三の宮保育園 山口市 山口市芝崎町9-73 753-0025 083-924-0327
保育所 山口第二保育園 山口市 山口市三和町9-2 753-0052 083-925-2181
保育所 小郡乳児保育園 山口市 山口市小郡下郷2206-1 754-0002 083-973-0476
保育所 三つ葉保育園 南　寛正 山口市嘉川1410-1 754-0897 083-989-4485
保育所 花尾保育園 社会福祉法人　花尾保育会 山口市徳地島地354 747-0522 0835-54-0120
保育所 秋穂保育園 社会福祉法人　秋穂保育会 山口市秋穂東900-7 754-1101 083-984-2557
保育所 愛児園乳児保育所 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市大手町6-17 753-0072 083-922-7126
保育所 愛児園湯田保育所 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市富田原町42-4 753-0054 803-922-6545
保育所 島地保育園 社会福祉法人　島地保育園 山口市徳地島地255-1 747-0522 0835-54-0563
保育所 愛児園平川保育所 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市吉田3050番地 753-0841 083-925-4997
保育所 おおとり保育園 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市維新公園5-10-1 753-0815 083-933-0660
保育所 たんぽぽ保育園 社会福祉法人　たんぽぽ会 山口市小郡新町2丁目5-1 754-0031 083-972-7066
保育所 嘉川保育園 社会福祉法人　百華児童苑 山口市江崎2172-1 754-0896 083-989-3518
保育所 さやま保育園 社会福祉法人　であいの里 山口市佐山2793 754-0894 083-989-3013
保育所 大内光輪保育園 社会福祉法人　百華児童苑 山口市大内問田4丁目9番13号 753-0214 083-934-5570
保育所 大海保育園 社会福祉法人　徳寿会 山口市秋穂東978-1 754-1101 083-984-2241
保育所 大内すこやか保育園 社会福祉法人　光善会 山口市大内矢田北3丁目22-11 753-0221 083-941-1150
保育所 めばえ保育園 社会福祉法人　育慈会 山口市矢原887-6 753-0861 083-928-6278
保育所 とものその保育園 社会福祉法人　同朋福祉会 山口市朝田510-1 753-0871 083-934-0415
保育所 大内なかよしこども園 社会福祉法人　光善会 山口市大内長野1573-1 753-0211 083-902-3366
保育所 きらきら星保育園 社会福祉法人　育慈会 山口市大内長野521-1 753-0211 083-927-5023
保育所 はあと保育園 社会福祉法人　青藍会 山口市小郡平成町1-20 754-0020 083-973-2460
保育所 花尾第二保育園 社会福祉法人　花尾保育会 山口市江良2丁目1番17号 753-0017 083-922-7801
保育所 愛児園みやのの森保育園 社会福祉法人　吉敷愛児園 山口市宮野下953 753-0011 083-932-8787
保育所 夢の星保育園大内園 社会福祉法人　育慈会 山口市大内長野1061-3 753-0211 083-927-3375
保育所 夢の星保育園穂積園 社会福祉法人　育慈会 山口市穂積町731-1 753-0824 083-921-3556
保育所 萩市土原保育園 萩市 萩市大字土原540番地2 758-0025 0838-25-2517
保育所 萩市須佐保育園 萩市 萩市大字須佐5200番地4 759-3411 08387-6-2120
保育所 萩市田万川保育園 萩市 萩市大字江崎522番地 759-3113 08387-2-0055
保育所 萩市越ヶ浜保育園 萩市 萩市大字椿東1189番地361 758-0011 0838-25-0249
保育所 萩市椿保育園 萩市 萩市大字椿2794番地 758-0061 0838-25-2270
保育所 萩市三見保育園 萩市 萩市三見3099番地 759-3721 0838-27-0036
保育所 萩市福川保育園 萩市 萩市大字福井下4015番地 758-0212 0838-52-0115
保育所 萩市紫福保育園 萩市 萩市大字紫福3356番地 758-0501 0838-53-0019



保育所 萩市椿東保育園 萩市 萩市大字椿東4504番地 758-0011 0838-22-0147
保育所 萩市川上保育園 萩市 萩市川上4533番地1 758-0141 0838-54-2022
保育所 萩市あさひ保育園 萩市 萩市大字明木2906番地 754-0411 0838-55-0755
保育所 萩市山田保育園 萩市 萩市大字山田4253番地 758-0063 0838-22-1256
保育所 萩市むつみ保育園 萩市 萩市大字吉部上3170番地1 758-0304 08388-6-5400
保育所 日の丸保育園 社会福祉法人　日の丸保育園 萩市恵美須町102番地 758-0033 0838-25-2143
保育所 住の江保育園 社会福祉法人　住の江保育園 萩市大字浜崎町240番地 758-0022 0838-24-3060
保育所 大井保育園 社会福祉法人　大井福祉会 萩市大井1723番地3 759-3611 0838-28-0498
保育所 春日保育園 社会福祉法人　春日福祉会 萩市大字堀内325番地10 758-0057 0838-25-2470
保育所 大島保育園 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会 萩市大字大島211番地 758-0003 0838-28-0691
保育所 防府市立富海保育所 防府市 防府市大字富海2703 747-1111 0835-34-0039
保育所 防府市立宮市保育所 防府市 防府市本橋町18-1 747-0041 0835-23-5615
保育所 防府市立江泊保育所 防府市 防府市大字江泊1068 747-0014 0835-38-3844
保育所 華陽保育園 社会福祉法人　華陽会 防府市大字田島716-5 747-0834 0835-22-0003
保育所 三田尻保育所 社会福祉法人　恵日会 防府市岡村町9-9 747-0803 0835-22-1146
保育所 西浦保育園 社会福祉法人　西浦保育園 防府市大字西浦1731 747-0835 0835-29-0018
保育所 牟礼保育園 社会福祉法人　牟礼会 防府市牟礼今宿2丁目13-25 747-0012 0835-38-0768
保育所 小野保育園 社会福祉法人　小野保育協議会 防府市大字奈美750-1 747-0106 0835-36-0011
保育所 勝間保育園 社会福祉法人　恵日会 防府市東三田尻1丁目8-1 747-0813 0835-22-7112
保育所 双葉保育園 社会福祉法人　双葉保育園 防府市警固町2丁目7-49 747-0821 0835-23-2831
保育所 華城保育園 社会福祉法人　華城保育園 防府市伊佐江町11-40 747-0847 0835-23-3185
保育所 錦江保育園 社会福祉法人　防府滋光会 防府市大字田島433 747-0834 0835-38-3456
保育所 西佐波保育園 社会福祉法人　みどり会 防府市高倉1丁目16-10 747-0045 0835-23-5538
保育所 妙蓮寺保育園 社会福祉法人　妙蓮寺保育園 防府市大字台道5381 747-1232 0835-33-0066
保育所 東牟礼保育園 社会福祉法人　牟礼会 防府市大字牟礼836-3 747-0004 0835-38-1206
保育所 新田保育園 社会福祉法人　華陽会 防府市大字新田847-2 747-0825 0835-23-8558
保育所 西須賀保育所 社会福祉法人　華陽会 防府市緑町1丁目8-9 747-0825 8035-24-0972
保育所 みどり保育園 社会福祉法人　みどり会 防府市緑町1丁目8-9 747-0026 0835-23-7343
保育所 玉祖保育園 社会福祉法人　わかば会 防府市大字佐野362 747-0067 0835-23-2808
保育所 錦江第二保育園 社会福祉法人　防府滋光会 防府市大字田島2585-1 747-0834 0835-29-0400
保育所 向島保育園 社会福祉法人　向島保育協議会 防府市大字向島806-12 747-0831 0835-22-1797
保育所 右田保育園 社会福祉法人　慈恩会 防府市大字下右田390-1 747-0063 0835-24-4936
保育所 下松市立潮音保育園 下松市 下松市潮音町4丁目2-1 744-0074 0833-41-0978
保育所 下松市立花岡保育園 下松市 下松市末武上字東田1271-6 744-0024 0833-43-8138
保育所 下松市立あおば保育園 下松市 下松市楠木町1丁目11-1 744-0029 0833-41-0225
保育所 愛隣幼児学園 社会福祉法人　愛育会 下松市潮音町1丁目7-15 744-0074 0833-41-0735
保育所 和光保育園 社会福祉法人　和光保育園 下松市大字河内字八口2736-1 744-0061 0833-43-8427
保育所 平田保育園 社会福祉法人　愛育会 下松市美里町3丁目22-20 744-0073 0833-41-1588
保育所 あい保育園潮音 株式会社　アイグラン 下松市潮音3丁目12-15 744-0074 0833-48-8408
保育所 あい保育園宮前 株式会社　アイグラン 下松市東豊井1507-2 744-0002 0833-48-5372
保育所 岩国市立たかもり保育園 岩国市 岩国市周東町下久原1152-8 742-0417 0827-84-1564
保育所 岩国市立かわしも保育園 岩国市 岩国市中津町2丁目7-20 740-0027 0827-21-1657
保育所 岩国市立さかうえ保育園 岩国市 岩国市美和町渋前431-1 740-1225 0827-96-0335
保育所 岩国市立わかば保育園 岩国市 岩国市周東町上久原1100-1 742-0413 0827-84-2932
保育所 岩国市立そお保育園 岩国市 岩国市周東町祖生4504-4 742-0301 0827-85-0046



保育所 岩国市立ほんごう保育園 岩国市 岩国市本郷町本郷2058-1 740-0602 0827-75-2658
保育所 岩国市立みかわ保育園 岩国市 岩国市美川町四馬神1322-3 740-0502 0827-76-0014
保育所 岩国市立よねがわ保育園 岩国市 岩国市周東町西長野558-1 742-0425 0827-84-2679
保育所 岩国市立ひがし保育園 岩国市 岩国市桂町2丁目4-56 740-0013 0827-21-0854
保育所 岩国市立ちどり保育園 岩国市 岩国市由宇町港1丁目17-1 740-1424 0827-63-0617
保育所 岩国市立くろいそ保育園 岩国市 岩国市黒磯町2丁目47-43 740-0041 0827-31-6330
保育所 岩国市立ながの保育園 岩国市 岩国市周東町下須通429-3 742-0423 0827-84-3665
保育所 岩国市立えきまえ保育園 岩国市 岩国市麻里布町7丁目1-5 740-0018 0827-22-5830
保育所 万行寺保育園 社会福祉法人　万行寺福祉会 岩国市楠町3丁目7-21 740-0028 0827-22-5215
保育所 常照保育園 社会福祉法人　錦水会 岩国市門前町2丁目28-15 740-0031 0827-32-6045
保育所 玖珂保育園 社会福祉法人　蓮の実会 岩国市玖珂町807 742-0325 0827-82-2363
保育所 海土路保育園 社会福祉法人　錦水会 岩国市海土路町2丁目2-5 740-0035 0827-31-7502
保育所 川西保育園 社会福祉法人　立正たちばな会 岩国市川西1丁目7-3 741-0082 0827-41-0180
保育所 ルンビニ保育園 森　慶樹 岩国市玖珂町5950-2 742-0325 0827-82-4117
保育所 由宇保育園 社会福祉法人　伸陽会 岩国市由宇町南2丁目10-17 740-1451 0827-63-0303
保育所 曙保育園 社会福祉法人　曙保育園 岩国市錦見2丁目11-30 741-0061 0827-41-1226
保育所 平田保育園 社会福祉法人　平田保育園 岩国市平田6丁目4-20 741-0072 0827-31-7271
保育所 ひかり保育園 社会福祉法人　光教会 岩国市小瀬294-4 741-0091 0827-52-3872
保育所 麻里布保育園 社会福祉法人　麻里布保育園 岩国市立石町3丁目3-24 740-0011 0827-22-8208
保育所 ひろせ保育園 社会福祉法人　すくすくパートーナー 岩国市錦町廣瀬6570 740-0724 0827-72-2343
保育所 称光寺保育園 社会福祉法人　称光寺保育園 岩国市今津町6丁目13-13 740-0017 0827-22-7358
保育所 錦南保育園 社会福祉法人　錦水会 岩国市牛野谷町3丁目29-11 741-0071 0827-31-3233
保育所 清華保育園 社会福祉法人　清光会 岩国市由宇町千鳥ヶ丘3丁目1-7 740-1441 0827-63-1222
保育所 あさひ保育園 社会福祉法人　岩国ルンビニ会 岩国市旭町1丁目1-1 740-0024 0827-24-1381
保育所 梅が丘保育園 社会福祉法人　徳光会 岩国市平田6丁目50-27 741-0072 0827-32-4711
保育所 リボン保育園 社会福祉法人　立正たちばな会 岩国市川西1丁目7-5 741-0082 0827-41-0190
保育所 たんぽぽ保育園 ＮＰＯ法人　たんぽぽわたげの会 岩国市周東町下久原830-1 742-0417 0827-84-7373
保育所 光市立大和保育園 光市 光市大字三輪1106 743-0102 0820-48-2810
保育所 光市立浅江東保育園 光市 光市浅江302番地1 743-0021 0833-72-1448
保育所 光市立浅江南保育園 光市 光市大字浅江7丁目4-23 743-0021 0833-72-1449
保育所 光市立みたらい保育園 光市 光市室積東ノ庄30番26号 743-0005 0833-78-0939
保育所 光井保育園 社会福祉法人　光井保育園 光市光井3丁目4-1 743-0011 0833-71-0625
保育所 野原保育園 社会福祉法人　教栄福祉会 光市中央3丁目5-12 743-0013 0833-71-1085
保育所 東光保育園 社会福祉法人　東光福祉会 光市木園1丁目11-2 743-0046 0833-71-1449
保育所 聖華保育園 社会福祉法人　聖華保育会 光市上島田3丁目6-1 743-0063 0833-77-4033
保育所 室積保育園 潤間淨子 光市室積5丁目12番1号 743-0007 0833-78-0047
保育所 松原保育園 社会福祉法人　松原保育園 光市室積新開2丁目1-17 743-0071 0833-78-0129
保育所 虹ヶ丘幼児学園 社会福祉法人　白象会 光市虹ヶ丘4丁目22-1 743-0031 0833-71-0055
保育所 愛光園 社会福祉法人　愛光園 光市島田2丁目15-11 743-0063 0833-71-0495
保育所 長門市立日置保育園 長門市 長門市日置上5949-1 759-4401 0837-37-2271
保育所 長門市立菱海保育園 長門市 長門市油谷新別名801 759-4503 0837-32-0029
保育所 長門市立通保育園 長門市 長門市通1187番地 759-4107 0837-28-0149
保育所 長門市立東深川保育園 長門市 長門市東深川923-1 759-4101 0837-22-0710
保育所 長門市立黄波戸保育園 長門市 長門市日置上2388-26 759-4401 0837-37-2248
保育所 長門市立向津具保育園 長門市 長門市油谷向津具上1136-26 759-4622 0837-34-0142



保育所 長門市立三隅保育園 長門市 長門市三隅下473 759-3803 0837-43-2211
保育所 長門市立みのり保育園 長門市 長門市西深川3766 759-4102 0837-22-2060
保育所 みすゞ保育園 社会福祉法人　善隣会 長門市仙崎1263-1 759-4106 0837-26-1327
保育所 柳井南保育所 柳井市 柳井市伊保庄2530-3 742-1352 0820-27-0030
保育所 大畠保育所 柳井市 柳井市神代2966-25 749-0101 0820-45-2619
保育所 放光保育園 社会福祉法人　放光福祉会 柳井市柳井津308-4 742-0022 0820-22-0427
保育所 余田保育園 社会福祉法人　余田保育園 柳井市余田松堂1418 742-0034 0820-22-2410
保育所 伊陸保育園 社会福祉法人　最勝会 柳井市伊陸6215-2 742-0201 0820-26-0825
保育所 ルンビニ保育園 社会福祉法人　文殊会 柳井市柳井2202-2 742-0021 0820-22-1078
保育所 羽仁保育園 社会福祉法人　羽仁保育園 柳井市古開作962-5 742-0032 0820-23-2625
保育所 新庄保育園 社会福祉法人　新庄保育園 柳井市新庄2628-1 742-0033 0820-23-0491
保育所 ひづみ保育園 社会福祉法人　ひづみ保育園 柳井市日積5551-1 742-0111 0820-28-0428
保育所 若葉保育園 社会福祉法人　八波会 柳井市柳井4395-1 742-0021 0820-22-1178
保育所 ルンビニ第二保育園 社会福祉法人　文殊会 柳井市柳井961-1 742-0021 0820-22-9900
保育所 厚保保育園 美祢市 美祢市西厚保町本郷618 759-2151 0837-58-0014
保育所 大田保育園 美祢市 美祢市美東町大田6225-1 754-0211 08396-2-0126
保育所 伊佐保育園 美祢市 美祢市伊佐町伊佐4533 759-2222 0837-52-0151
保育所 嘉万保育園 美祢市 美祢市秋芳町嘉万4607 754-0601 0837-64-0601
保育所 秋吉保育園 美祢市 美祢市秋芳町秋吉5320-1 754-0511 0837-62-0505
保育所 別府保育園 美祢市 美祢市秋芳町別府1956-1 754-0603 0837-65-2600
保育所 真長田保育園 美祢市 美祢市美東町真名472-3 754-0122 08396-5-0102
保育所 光輪保育園 社会福祉法人　光輪福祉会 美祢市大嶺町北分998-2 759-2211 0837-52-0973
保育所 麦川保育園 社会福祉法人　麦川福祉協会 美祢市大嶺町奥分2058-4 759-2214 0837-53-2582
保育所 南大嶺保育園 社会福祉法人　南大嶺福祉会 美祢市大嶺町西分504-5 759-2213 0837-53-0161
保育所 吉則保育園 社会福祉法人　吉則保育園 美祢市大嶺町東分2991-5 759-2212 0837-52-2529
保育所 周南市立須々万保育園 周南市 周南市大字須々万奥737 745-0121 0834-88-0042
保育所 周南市立第二保育園 周南市 周南市岡田町2-23 745-0066 0834-22-8870
保育所 周南市立三丘保育園 周南市 周南市大字安田638-1 745-0631 0833-92-0055
保育所 周南市立櫛浜保育園 周南市 周南市大字栗屋859-4 745-0802 0834-25-0202
保育所 周南市立中須保育園 周南市 周南市大字中須南2557-10 745-0512 0834-89-0072
保育所 周南市立周央保育園 周南市 周南市瀬戸見町4-1 745-0827 0834-28-1002
保育所 周南市立川崎保育園 周南市 周南市川崎2丁目14-4 746-0001 0834-63-2507
保育所 周南市立福川保育園 周南市 周南市新地町10-35 746-0045 0834-62-0020
保育所 周南市立冨田南保育園 周南市 周南市椎木町5-19 746-0008 0834-63-1849
保育所 周南市立勝間保育園 周南市 周南市大字呼坂418-176 745-0614 0833-92-0045
保育所 周南市立尚白保育園 周南市 周南市新宿通6丁目1-22 745-0056 0834-22-8871
保育所 周南市立鹿野保育園 周南市 周南市大字鹿野上2800 745-0302 0834-68-3344
保育所 周南市立大内保育園 周南市 周南市大内町6-15 745-0824- 0834-28-7307
保育所 周南市立菊川保育園 周南市 周南市大字下上1975-4 746-0082 0834-63-8408
保育所 周南市立城ヶ丘保育園 周南市 周南市城ヶ丘3丁目13-6 745-0807 0834-28-7132
保育所 共楽保育園 社会福祉法人　共楽園 周南市久米1347 745-0801 0834-25-1318
保育所 遠石保育園 河村至真 周南市青山町1589 745-0842 0834-21-0939
保育所 徳山中央保育園 三戸照明 周南市平和通1丁目31 745-0015 0834-32-3271
保育所 荘宮寺保育園 村岡文博 周南市大字富田2438 746-0034 0834-62-3393
保育所 米光保育所 宮本露山 周南市大字米光172 746-0104 0834-67-2064



保育所 ひまわり保育園 社会福祉法人　ひまわり会 周南市大字大河内字自由が丘700-336 745-0654 0833-91-3749
保育所 和光保育園 社会福祉法人　和光保育園 周南市遠石1丁目10-1 745-0816 0834-31-4887
保育所 こもれび保育園 社会福祉法人　岳陽会 周南市中央町2-12 746-0016 0834-64-3233
保育所 すみれ保育園 社会福祉法人　すみれ会 周南市野村2丁目7-12 746-0022 0834-61-1010
保育所 あい保育園新宿通 株式会社　アイグラン 周南市新宿通5丁目5-34 745-0056 0834-34-1020
保育所 わかやま保育園 社会福祉法人　薫風会 周南市上迫町9-3 746-0065 0834-64-1601
保育所 日の出保育園 山陽小野田市 山陽小野田市日の出2丁目5-28 756-0091 0836-83-2712
保育所 下津保育園 山陽小野田市 山陽小野田市大字郡2045-1 757-0002 0836-72-0340
保育所 厚陽保育園 山陽小野田市 山陽小野田市大字郡3510 757-0002 0836-74-8411
保育所 津布田保育園 山陽小野田市 山陽小野田市大字津布田1066 757-0011 0836-76-0332
保育所 出合保育園 山陽小野田市 山陽小野田市大字山野井2746-3 757-0003 0836-73-1332
保育所 姫井保育園 社会福祉法人　労道社 山陽小野田市大字小野田7301 756-0055 0836-83-2371
保育所 焼野保育園 社会福祉法人　焼野保育園 山陽小野田市大字小野田612-2 756-0877 0836-88-0514
保育所 桃太郎園 山賀薫子 山陽小野田市大字埴生1903-1 757-0012 0836-76-0157
保育所 さくら保育園 社会福祉法人　さくら保育園 山陽小野田市赤碕2丁目1-28 756-0841 0836-88-0388
保育所 貞源寺保育園 株式会社　山陽照明会 山陽小野田市大字郡1391 757-0002 0836-72-0885
保育所 須恵保育園 社会福祉法人　須恵保育園 山陽小野田市大字小野田3385-6 756-0862 0836-88-0250
保育所 西福寺保育園 松村幹旺 山陽小野田市大字西高泊1938 756-0044 0836-84-4578
保育所 石井手保育園 社会福祉法人　石井手保育園 山陽小野田市大字東高泊333 756-0063 0836-83-8375
保育所 真珠保育園 社会福祉法人　真珠保育園 山陽小野田市大字厚狭1031の1 757-0001 0836-73-0188
保育所 あおい保育園 社会福祉法人　大乗会 山陽小野田市大字埴生782 757-0012 0836-76-1550
保育所 伸宏保育園 社会福祉法人　大樹会 山陽小野田市港町7番43号 756-0834 0836-83-3139
保育所 貞源寺第二保育園 社会福祉法人　山陽照明会 山陽小野田市大字鴨庄132-1 757-0005 0836-72-0606
保育所 蒲野保育所 周防大島町 大島郡周防大島町東三蒲1166-3 742-2102 0820-74-2335
保育所 日良居保育所 周防大島町 大島郡周防大島町大字土居830-7 742-2803 0820-73-0549
保育所 久美保育所 周防大島町 大島郡周防大島町大字久賀2573-2 742-2301 0820-72-0520
保育所 久賀保育園 三谷俊雄 大島郡周防大島町久賀4468 742-2301 0820-72-0107
保育所 源空寺保育園 珠山信孝 大島郡周防大島町大字戸田955 742-2714 0820-76-0024
保育所 小松保育園 社会福祉法人　清観園 大島郡周防大島町大字小松749-11 742-2106 0820-74-2162
保育所 西光寺保育園 古田淳雄 大島郡周防大島町大字外入1566 742-2924 0820-78-0053
保育所 安下庄保育園 樹下戒三 大島郡周防大島町大字西安下庄21 742-2806 0820-77-5466
保育所 森野保育園 桑原淳 大島郡周防大島町大字森第589 742-2513 0820-78-0124
保育所 油宇保育園 植谷　楽 大島郡周防大島町大字油宇847-1 742-2602 0820-75-0231
保育所 浄念寺保育園 浅原賢明 大島郡周防大島町外入1842 742-2924 0820-78-0029
保育所 宮ノ下保育園 長尾健彦 大島郡周防大島町大字西安下庄2651 742-2806 0820-77-0008
保育所 中保育園 藤本喜美江 大島郡周防大島町大字東屋代6-1 742-2107 0820-74-3853
保育所 安正保育園 川久保昌耕 大島郡周防大島町東安下庄1556 742-2805 0820-77-0665
保育所 和木町立和木保育所 和木町 玖珂郡和木町和木2丁目9-1 740-0061 0827-53-5551
保育所 踊堂保育園 高月至行 熊毛郡上関町大字長島440 742-1402 0820-62-1611
保育所 上関相互保育園 熊毛郡上関町大字長島644 742-1402 0820-62-0227
保育所 田布施町立城南保育園 田布施町 熊毛郡田布施町大字宿井1039-3 742-1503 0820-52-3419
保育所 田布施町立麻布里府保育園 田布施町 熊毛郡田布施町大字麻郷3651-5 742-1513 0820-55-5228
保育所 たぶせ保育園 社会福祉法人　放光会 熊毛郡田布施町大字下田布施419-6 742-1511 0820-52-3231
保育所 たぶせ第二保育園 社会福祉法人　放光会 熊毛郡田布施町大字下田布施430 742-1511 0820-53-1012
保育所 たぶせ第三保育園 社会福祉法人　放光会 熊毛郡田布施町大字上田布施1616-7 742-1515 0820-52-3519



保育所 平尾町立佐賀保育園 平生町 熊毛郡平生町佐賀1525-1 742-1111 0820-58-0125
保育所 つばさ保育園 社会福祉法人　うちうみ会 熊毛郡平生町曽根757-1 742-1107 0820-56-2292
保育所 ひらお保育園 社会福祉法人　うちうみ会 熊毛郡平生町平生村1357-1 742-1102 0820-56-2293
保育所 阿武町立みどり保育園 阿武町 阿武郡阿武町大字奈古3066-2 759-3622 08388-2-2041
保育所 地福保育園（へき地） 山口市 山口市阿東地福上1962-1 759-1421 083-952-0172
保育所 篠生保育園（へき地） 山口市 山口市阿東生雲東分1219-1 759-1231 083-952-0024
保育所 生雲保育園（へき地） 山口市 山口市阿東生雲中332-2 759-1342 083-954-0135
保育所 徳佐保育園（へき地） 山口市 山口市阿東徳佐中3283-1 759-1512 083-956-0520
保育所 萩市見島保育園（へき地） 山口市 萩市見島本村951番地1 758-0701 0838-23-2121
保育所 俵山幼稚園（へき地） 山口市 長門市俵山2334-1 759-4211 0837-29-0830
保育所 豊田前保育園（へき地） 山口市 美祢市豊田前町麻生下10-31 750-0602 0837-57-0260

社会福祉協議会 下関市社会福祉協議会 社会福祉法人　下関市社会福祉協議会 下関市貴船町3丁目4-1下関市社会福祉センター内 751-0823 083-232-2001
社会福祉協議会 宇部市社会福祉協議会 社会福祉法人　宇部市社会福祉協議会 宇部市琴芝町2丁目4番20号宇部市総合福祉会館内 755-0033 0836-33-3131

山口市社会福祉協議会 社会福祉法人　山口市社会福祉協議会 山口市上竪小路89-1山口しあわせプラザ内 753-0035 083-934-3538
萩市社会福祉協議会 社会福祉法人　萩市社会福祉協議会 萩市江向356-3萩市総合福祉センター内 758-0041 0838-22-2289
防府市社会福祉協議会 社会福祉法人　防府市社会福祉協議会 防府市緑町1丁目9番2号防府市文化福祉会館内 747-0026 0835-22-3907
下松市社会福祉協議会 社会福祉法人　下松市社会福祉協議会 下松市大字末武下617-2下松福祉センター内 744-0022 0833-41-2242
岩国市社会福祉協議会 社会福祉法人　岩国市社会福祉協議会 岩国市麻里布町7丁目1-2岩国市福祉会館内 740-0018 0827-22-5877
光市社会福祉協議会 社会福祉法人　光市社会福祉協議会 光市光井2丁目2-1光市総合福祉センターあいぱーく光 743-0011 0833-74-3020
長門市社会福祉協議会 社会福祉法人　長門市社会福祉協議会 長門市東深川1321-1長門市地域福祉センター内 759-4101 0837-22-8294
柳井市社会福祉協議会 社会福祉法人　柳井市社会福祉協議会 柳井市南町3丁目9番2号柳井市総合福祉センター内 742-0031 0820-22-3800
美祢市社会福祉協議会 社会福祉法人　美祢市社会福祉協議会 美祢市大嶺町東分320-1 759-2212 0837-52-5222
周南市社会福祉協議会 社会福祉法人　周南市社会福祉協議会 周南市速玉町3-17周南市徳山社会福祉センター内 745-8529 0834-22-2115
山陽小野田市社会福祉協議会 社会福祉法人　山陽小野田市社会福祉協議会 山陽小野田市千代町1丁目2-28山陽小野田市中央福祉センター内 756-0814 0836-81-0050
周防大島町社会福祉協議会 社会福祉法人　周防大島町社会福祉協議会 大島郡周防大島町大字小松144-1 742-2106 0820-74-2948
和木町社会福祉協議会 社会福祉法人　和木町社会福祉協議会 玖珂郡和木町和木2丁目15番22号和木町総合福祉会館内 740-0061 0827-52-8644
上関町社会福祉協議会 社会福祉法人　上関町社会福祉協議会 熊毛郡上関町大字長島4904上関町福祉センター内 742-1402 0820-62-0695
田布施町社会福祉協議会 社会福祉法人　田布施町社会福祉協議会 熊毛郡田布施町大字下田布施3430-1田布施町中央公民館内 742-1511 0820-53-1103
平生町社会福祉協議会 社会福祉法人　平生町社会福祉協議会 熊毛郡平生町大字平生村618-2ふれあいまちづくりセンター 742-1102 0820-56-8000
阿武町社会福祉協議会 社会福祉法人　阿武町社会福祉協議会 阿武郡阿武町大字奈古3081-5 759-3622 08388-2-2615
山口県 社会福祉法人　山口県社会福祉協議会 山口市大手町9-6ゆ～あいプラザ内 753-0072 083-924-2777


