
●山口県介護職員初任者研修事業者一覧（令和３年７月６日現在）

ＮＯ．
事業者

指定番号
事業者名 電話番号 受講対象者 形式

1 第２号 株式会社アルテクス 755-0151
山口県宇部市大字西岐波805番地
株式会社アルテクス山口支店

0836-38-6603 一般 通学

2 第４号 学校法人ＹＩＣ学院 754-0021
山口県山口市小郡黄金町２番２４号
学校法人ＹＩＣ学院

083-976-8357 一般 通学

3 第５号 医療法人社団松涛会 759-6604
山口県下関市横野町３丁目１６番３５号
医療法人社団松涛会 安岡病院

083-258-3711 一般 通学

4 第６号 株式会社アットワーク 754-0002
山口県山口市小郡下郷３３８２番地１
株式会社アットワーク

083-976-0003 一般 通学

5 第７号 株式会社ニチイ学館 745-0036
山口県周南市本町１－３
大同生命徳山ビル４Ｆ株式会社ニチイ学館徳山支店

0834-31-8559 一般
通学
通信

6 第８号 学校法人山口中村学園 753-8570
山口市駅通り一丁目１番１号
中村女子高等学校

083-922-0418 生徒 通学

7 第９号 学校法人萩光塩学院 758-0047
山口県萩市東田町１５
学校法人萩光塩学院

0838-22-0782 生徒 通学

8 第１０号 有限会社エンジョイライフ・グループ 750-0007
山口県下関市赤間町３番５０号
エンジョイライフ介護員養成学院

083-232-9506 一般
通学
通信

9 第１１号
社会福祉法人恩賜財団済生会支部山口県済生会
山口地域ケアセンター

753-0061
山口県山口市朝倉町４番５５号
済生会山口地域ケアセンター

083-924-6689 一般 通学

10 第１３号 社会福祉法人鹿野福祉会 745-0302
山口県周南市大字鹿野上２７５５番地の１
特別養護老人ホームやまなみ荘

0834-68-4100 一般 通信

11 第１４号 株式会社ＹＩＣトラスト 759-0204
山口県宇部市大字妻崎開作１０１４番地３
株式会社ＹＩＣトラスト

0836-45-0739 一般 通信

750-1144
山口県下関市小月茶屋三丁目４番２６号
下関文化産業専門学校

083-282-0303 生徒 通学

750-1144
山口県下関市小月茶屋三丁目４番２６号
立修館高等専修学校

083-282-0303 生徒 通学

13 第１７号 合同会社和の会 755-0004
山口県宇部市草江２丁目５－５
合同会社和の会

0836-31-3894 一般 通学

12 第１５号 学校法人下関学院
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14 第１８号 社会福祉法人むべの里 759-0206
山口県宇部市東須恵３２０－１
社会福祉法人むべの里

0836-45-1100 一般 通学

15 第２０号 社会福祉法人暁会 751-0887
山口県下関市大字小野６４番地の１
特別養護老人ホームフェニックス

083-256-5336 一般 通学

16 第２１号 社会福祉法人萩市社会福祉事業団 758-0061
山口県萩市大字椿３４６０番地の２
社会福祉法人萩市社会福祉事業団

0838-24-4111 一般 通信

17 第２２号 株式会社エヌ・エス・サービス 740-1425
山口県岩国市由宇町南沖四丁目３番３号
株式会社エヌ・エス・サービス

0827-63-1744 一般 通信

18 第２３号 株式会社Ｂｅ　ｗｉｎ 755-0032
山口県宇部市寿町二丁目５番２１号
株式会社Ｂｅ　ｗｉｎ

0836-37-1773 一般 通信

19 第２５号 社会福祉法人神原苑 755-0022
山口県宇部市神原町二丁目１番２２号
特別養護老人ホーム神原苑

0836-34-2885 一般 通学

20 第２７号 有限会社Ａ－１ 756-0834
山口県山陽小野田市港町１番１０号
有限会社Ａ－１

0836-81-5234 一般 通学

21 第２８号 公益社団法人山口県歯科医師会 753-0814
山口県山口市吉敷下東一丁目４番１号
山口県高等歯科衛生士学院

083-928-8028 生徒 通学

22 第２９号 学校法人東亜大学学園 751-8503
山口県下関市一の宮学園町２番１号
東亜大学

083-257-5000 生徒 通学

23 第３０号 有限会社賀取商事 745-0801
山口県周南市大字久米３２０４番地の６
有限会社賀取商事

0834-36-0260 一般 通信

24 第３２号 学校法人山口高川学園 747-1294
山口県防府市大字台道３６３５番地
学校法人山口高川学園

0835-33-0101 生徒 通学

25 第３３号 医療法人かむらクリニック 755－0241
山口県宇部市大字東岐波松山５４３６－４
若菜東岐波デイサービス

0836-39-8855 一般 通信

26 第３４号 株式会社倭 759-6301
山口県下関市豊浦町大字川棚字三の浜１５４５－１０
株式会社倭

0837-37-5220 一般 通信

27 第３５号 社会福祉法人朋愛会 752－0928
山口県下関市長府才川二丁目２１番１号
社会福祉法人朋愛会　特別養護老人ホームみどり園

083-248-3222 一般 通学
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28 第３６号
公益財団法人
　介護労働安定センター山口支部

753－0824
山口県山口市穂積町１－２リバーサイド山陽Ⅱ２階
公益財団法人介護労働安定センター山口支部

083-920-0926 一般 通学

29 第３７号 社会福祉法人さわやか会 752－0989
山口県下関市長府黒門南町６番５５号
社会福祉法人さわやか会

083-246-1003 一般 通信

30 第３８号 生活協同組合連合会グリーンコープ連合 747-0836
山口県防府市植松１８９４－２
グリーンコープやまぐち生活協同組合中部地域本部

0835-23-6764 一般 通信

31 第３９号 株式会社もういちど 744-0015
山口県下松市大手町２－１０－２９
デイサービスセンターいこい

0827-35-5584 一般 通信

32 第４０号 医療法人健伸会おおうちクリニック 753-0214
山口県山口市大内御堀1943番地2
医療法人健伸会おおうちクリニック

083-933-1770 一般 通信

33 第４１号 医療法人社団青藍会 753-0813
山口県山口市吉敷中東１丁目１－１
ハートホーム山口

083-933-6000 一般 通学

34 第４２号 医療法人健仁会 757-0001
山口県山陽小野田市大字厚狭字埴生田５０３番１
ケアタウン フクシア紫苑

0836-71-1200 一般 通信

35 第４３号 ＪＡ協同サポート山口株式会社 746－0015
山口県周南市清水一丁目９番５号
ＪＡ協同サポート山口株式会社

0834-61-2340 一般 通信

36 第４４号 社会福祉法人恒和会 742-1352
山口県柳井市伊保庄字近長浜１－４
社会福祉法人恒和会

0820-27-6001 一般 通学

37 第４５号 学校法人梅光学院 750-8511
山口県下関市向洋町一丁目１番１号
学校法人梅光学院

083-227-1000 生徒 通学

38 第４６号 有限会社花咲美 753-0221
山口県山口市大内矢田北六丁目４番２６号
有限会社花咲美

083-941-1288 一般 通信

39 第４７号 社会福祉法人周美会 759-2222
山口県美祢市伊佐町伊佐字下田５６５６番地１
社会福祉法人周美会

0837-52-4555 一般 通信

40 第４８号 有限会社生活サポーターおりづる 743-0041
山口県光市丸山町１番１２号
有限会社生活サポーターおりづる介護職員養成研修事業
部

0833-48-8376 一般 通信

41 第４９号 社会福祉法人緑山会 745－0122
山口県周南市大字須々万本郷２８番地の１
特別養護老人ホーム友愛園

0834－88－2208 一般 通信
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42 第５０号 医療法人社団山岸内科 754-0031
山口県山口市小郡新町六丁目５番３号
医療法人社団山岸内科 介護職員養成研修事業部

083-972-2788 一般 通信

43 第５１号 特定非営利活動法人きらら山口福祉の会 754-0893
山口県山口市秋穂二島３２７番地４４
きらら苑グループホーム

083-987-0023 一般 通信

44 第５２号 有限会社にこにこサービス 759-4102
山口県長門市西深川３８８番地１
有限会社にこにこサービス

0837-27-0025 一般 通信

45 第５３号 株式会社セービング 751-0806 山口県下関市一の宮町一丁目２番１２号 083-263-2000 一般 通学

46 第５６号 株式会社きわなみ 759-0207 山口県宇部市大字際波７０１番地 0836-45-0500 一般 通信

47 第５７号 株式会社建築資料研究社 754-0028
山口県山口市小郡給領町２番１９
日建学院 　山口校

083-972-5001 一般 通学

48 第５８号 株式会社インマイライフ 752-0985 山口県下関市長府外浦町２番２０号 長府マリン SC2F 083-242-0137 一般 通学

49 第５９号 有限会社清瀬ホーム 744-0071 山口県下松市清瀬町１丁目１１番８号 0833-44-8552 一般 通学
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