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事業所名 住　所 電話番号

計
画
相
談
支
援

障
害
児
相
談
支
援

地
域
移
行
支
援

地
域
定
着
支
援

一
般
相
談
支
援

ペ
ー

ジ

1 クローバーセンター 緑町一丁目11番5号 27－3003 ○ ○ 〇 〇 〇 1

2 防府市障害者生活支援センター 鞠生町12番2号 38－6200 ○ ○ 〇 〇 〇 1

3 ゆめサポート相談所
西仁井令一丁目3番20号
西仁井令旭ビル1階

28－7110 ○ 〇 〇 〇 2

4 相談支援事業所　華の浦 浜方205番地の1 28－8775 ○ ○ 2

5
防府市社会福祉事業団
ホームヘルパーセンター

天神一丁目6番20号 27－0210 ○ ○ 3

6 ほのぼの相談室 東松崎町4番29号 26－5366 ○ ○ 3

7 ケアプランセンターえびすや 戎町一丁目7番8号 28－7940 ○ ○ 4

事業所名 住　所 電話番号

就
労
継
続
支
援

A
型

就
労
継
続
支
援

B
型

就
労
移
行
支
援

就
労
定
着
支
援

共
同
生
活
援
助

(

グ

ル
ー

プ

ホ
ー

ム

)

自
立
訓
練

(

生
活
訓
練

)

ペ
ー

ジ

1 ビエネスタ防府
駅南町2番7号
トーヨービル2Ｆ

28－7245 ○ 5

2 ワークショップ・山口 台道10522番地 33－0100 ○ ○ 6

3 山口コロニーキャンパス 台道10522番地 33－0055 ○ 7

4 山口コロニーワークセンター 台道10522番地 32－0159 ○ ★8

5 あおぞら 三田尻二丁目9番3号 22－7228 ○ 〇 〇 9

6 心促福祉作業センター 上右田2608番地 22－8530 ○ ○ 〇 10

7 はあと
西仁井令一丁目3番20号
西仁井令旭ビル1階

22－4449 ○ 11

8 ふれんず
中央町6番32号
第2ＪAビル2階

28－7087 ○ 12

9 防府市愛光園 牟礼10084番地の1 22－7566 ○ ○ ★13

10 ライクユー 下右田330番地の2 23－5560 ○ 14

11 夢かれん ○ ○ 15

12 グループホーム　夢かれん 〇 16

13 グループホーム　頂上 栄町一丁目1番10号 68－9137 ○ 17

14 よつばホーム桜A・桜B 美和町4番24号 21－7901 ○

15 よつばホームB・C 美和町1番48号 38－9343 ○

16 よつばホームA 新田1781番地の1 38－2220 ○

17 よつばホームD 南松崎町3番19号 27－3003 ○

18 グループホームりたはうす
高倉一丁目11番30号
サワタ高倉ハイツ

28－1739 〇 19

19 センメイハイツ 三田尻二丁目9番8号 28－3844 〇

20 センメイハイツ（あゆみ）
大字仁井令911番地の2
第二藤田アパート

28－1733 〇

１　計画相談支援事業所

２　訓練等給付費の事業所

★介護給付費の事業所を併設

台道3527番地の9 32－1155

18

★20

 



事業所名 住　所 電話番号

生
活
介
護

短
期
入
所

施
設
入
所
支
援

日
中
一
時
支
援

ペ
ー

ジ

1 障害福祉サービス　あゆみの里 浜方169番地の1 24－5075 ○ 〇 21

2 自遊の街　デイサービスセンターひかり 戎町一丁目6番22号 21－4820 ○ 22

3 ソイルセンター 新田119番地の5 27－3192 ○ 23

4 デイサービス　たんぽぽ 新田1784番地の6 38－7500 〇 24

5 てらら 美和町4番24号 27－3036 ○ 25

6 防府市わかくさ園 鞠生町12番2号 23－6625 ○ 〇 26

7
夢のみずうみ村
防府デイサービスセンター

西浦2429番地の1 39－2201 ○ 27

8 自遊の街　生活処　遊夢庵 中央町6番30号 26－5150 ○ 28

9 エルモ 千日二丁目5番12号 28－1053 ○ ○ 29

10 てんま 大字佐野1308番地の1 28－9267 〇 ○ 30

11 防府市愛光園 牟礼10084番地の1 22－7566 ○ ★13

12 山口コロニーワークセンター 台道10522番地 32－0159 ○ 〇 ★8

13 華南園 浜方205番地 23－3650 ○ ○ 〇 31

14 華の浦 浜方205番地の1 22－3280 ○ ○ 〇 32

15 防府市大平園 牟礼10114番地の1 24－4665 ○ ○ 〇 〇 33

16 ゆうあい 向島10079番地の42 27－3001 ○ ○ 〇 〇 34

17 コミュニティプレイス生きいき 国衙五丁目9番27号 25－4780 ○ 35

18 センメイハイツ 三田尻二丁目9番8号 28－3844 ○ ○ ★20

４　その他事業所

事業所名 住　所 電話番号 ページ

1 きわの里（福祉ホーム） 高井10022番地の2 22－0759 36

2
防府市身体障害者福祉センター
（地域活動支援センター）

鞠生町12番2号 23－6625 37

3 山口障害者職業センター 岡村町3番1号 21－0520 38

●居宅介護事業所一覧（ホームヘルパーサービス）

事業所名 住　所 電話番号

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

1 コミュニティケア防府ヘルパー部 栄町一丁目10番20号 28－0330 ○ ○ ○

2
サンキ・ウェルビィ
介護センター防府

新田600番地の5 27－0677 ○ ○ ○

3
サンキ・ウェルビィ
介護センター防府栄町

栄町二丁目2番29号
第一板村ビル101号室

27－0737 ○ ○ ○

4 ニチイケアセンター周防 三田尻三丁目6番35号 27－1530 ○ ○

5 ふくしサービスセンターわかば 植松1894番地の2 23－6764 ○ ○

6 ペルパーステーションスマイルネット防府 佐野152番地の1 27－6700 ○ ○

7 防府あかり園　在宅介護支援センター 台道1655番地 32－0886 ○

8 防府ケア・サービス 警固町二丁目6番10号 22－2021 ○ ○

9
防府市社会福祉事業団
ホームヘルパーセンター

天神一丁目6番20号 27－0210 ○ ○ ○

３　介護給付費の事業所

★　訓練等給付費の事業所を併設

 



【地図】

【地図】

特定相談支援／一般相談支援／障害児相談支援／地域移行支援／地域定着支援

http://www.yhwc.org/

住 所

〒747-0805
　防府市鞠生町12-2
　防府市身体障害者福祉センター内

電話番号 0835-38-6200

知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児サービス対象

施設の外観等

事
業
所
紹
介

　障害児・者(身体・知的・精神）の皆さんが、住み慣れた地域
で、安心して生活ができ、自立した生活に向けて、ご本人やご
家族と相談しながら、関係機関と協力してサポートします。
　相談の受付は、電話、ＦＡＸ、Ｅメール、来所、訪問のいずれか
でお受けしています。秘密厳守。

営業時間 8：15～17：00

定休日 土、日、祝日、年末年始

ＦＡＸ 0835-25-2864

Ｅメール ｊ-sien@c-able.ne.jp

ホームページ

特定相談支援／一般相談支援／障害児相談支援／地域移行支援／地域定着支援

住 所

〒747-0026
　防府市緑町一丁目１１番５号

電話番号 0835-27-3003

ＦＡＸ 0835-27-3004

Ｅメール kuro-bar@houraikai.com

ホームページ http://houraikai.com/

事
業
所
紹
介

　 防府市在住の障害児(者)・家族の様々なご相談に応じ、当事
者やご家族などの想いに沿った支援を行います。必要に応じ
て、様々なネットワークを活用した支援を進めます。
　 どのようなことでも、お気軽にご相談ください。

施設の外観等

営業時間 9：00～18：00

定休日 土、日、祝日、年末年始

サービス対象 知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児

防府市障害者生活支援センター

防府市障害者生活支援センター

保健センター

身体障害者福祉センター

防府市役所 警察署

コンビニ

しまだ歯科

桑山中

ほっともっと

防府駅

桑山

クローバーセンター

  1
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【地図】

【地図】

施設の外観等

日、祝日、盆休み、年末年始

サービス対象 知的障害者、身体障害者、精神障害者

事
業
所
紹
介

　障害を抱えて生活する方で、不安や悩みやわからないことを相談する場所です。家庭
訪問、来所、電話、メールでの相談、通院や様々な手続きが必要で、ご本人一人では無
理な場合は同行支援も行います。障害種別は問いません。特に精神障害の方の相談
に力を入れている事業所です。
　一般的な相談のほかに、福祉サービスを利用する際に、どのサービスをどのように利
用するかをマネージメントする、サービス等利用計画について、ご本人と一緒に作成して
いきます。また、その計画についての見直しも行います。
　また、施設入所や入院中の方が地域に戻られる時の集中的な支援や、様々な理由で
単身生活になる場合の支援も行います。

特定相談支援／一般相談支援／地域移行支援／地域定着支援

住 所

〒747-0849
　 防府市西仁井令1丁目3-20
　　　　　　　　　　西仁井令旭ビル1階

電話番号 0835-28-7110

ＦＡＸ 0835-28-7377

Ｅメール yume-support@poppy.ocn.ne.jp

ホームページ https://yamakaren.or.jp/

営業時間 8:30～17:00（8:30～9:00は申し送り中）

定休日

特定相談支援／障害児相談支援

住 所

〒747-0833
　　防府市大字浜方205番地の1

電話番号 0835-28-8775

ＦＡＸ 0835-22-3279

Ｅメール hana@jigyodan-yg.jp

ホームページ http://jigyodan-yg.jp/hananoura/

事
業
所
紹
介

　 相談支援専門員が、障害者（児）からの相談に対応したり、
ニーズに対応したサービス等利用計画（障害児支援利用計画）
を作成します。
　 併設事業所にて、生活介護・施設入所支援・短期入所・放課
後等デイサービスを行っております。

施設の外観等

営業時間 8:30～17:15

定休日 土、日・祝日、年末年始

サービス対象 知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児

相談支援事業所 華の浦

●案内図 
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西仁井令旭ビルトヨタ

ナフコ
スバル

至

防
府
市
街

ホンダ
コイン

ランドリー至

台
道
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【地図】

【地図】

知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児サービス対象

施設の外観等

事
業
所
紹
介

「困っている事・悩んでいる事はありませんか？」
現場経験豊富なヘルパーや、子供から高齢者まで幅広くケアマ
ネージメントをしている専門スタッフが、皆様の生活の安心を一
緒になって考えていきます。たくさんの笑顔が見られるよう頑張
ります。

営業時間 8：15～17：00

定休日 　土、日、祝日、年末年始

ＦＡＸ 　0835-23-3801

Ｅメール jigyodan_h@tiara.ocn.ne.jp

ホームページ 　http://www.c-able.ne.jp/~jigyodan/

特定相談支援／障害児相談支援／居宅介護／重度訪問介護／同行援護／移動支援

防府市
ほ う ふ し

社会
しゃ か い

福祉
ふ く し

事業団
じ ぎょ う だ ん

ホームヘルパーセンター

住 所

〒747-0034
　防府市天神1丁目6番20号

電話番号 　0835-27-0210

特定相談支援／障害児相談支援

住 所

〒747-0028
　防府市東松崎町4-29
　　三田尻生活・ケア総合センター（株）ほのぼのハウス内

電話番号 0835-26-5366

ＦＡＸ 0835-27-6330

Ｅメール kares3@sepia.ocn.ne.jp

ホームページ

営業時間 8:30～17：30

定休日

施設の外観等

土、日、祝日、年末年始

サービス対象 知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児

事
業
所
紹
介

　　市内にお住いの障害者（児）・ご家族のお困りごとなどお伺いしご本人・ご家
族の不安を1つずつ解消するお手伝いをいたします。ご本人・ご家族が望まれ
る生活が出来るように地域の資源を利用し、ご本人・ご家族と一緒に生活プラ
ン「サービス等利用計画」を作成し福祉サービスを利用でき、快適な生活が送
れるお手伝いをいたします。
　1人で悩んでおられる方がおられたらご気楽に連絡いただいて構いませんの
で「最初の1歩」を踏み出してみませんか。
　障害の種別は問いません。（肢体・知的・精神・障害児・発達等）

旧国道2号線

防府市公会堂

防府市社会福祉事業団

ホームヘルパーセンター

ほのぼの相談室

すまいる

きむら歯科

きむら眼科

薬剤師会 ひらた呼吸器

ファミリーマート

松屋公会堂

ほのぼのハウス

🚥

🚥

防府市社会福祉事業団ホームヘルパーセンター
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【地図】

知的障害者、身体障害者、精神障害者、障害児サービス対象

施設の外観等

事
業
所
紹
介

　併設サービスを持たない相談援助に特化した事業所です。
　介護保険にも対応しており、子どもから高齢者まで、切れ目の
ない支援が可能です。些細な事でも、お気軽にご相談ください。

営業時間 9:00～17：00

定休日 土、日、祝日、年末年始

ＦＡＸ 0835-28-7941

Ｅメール ebisuya@carebuddy.co.jp

ホームページ http://ebisuya-fukushi.com

特定相談支援／障害児相談支援

住 所

〒747-0036
　防府市戎町1丁目7-8

電話番号 0835-28-7940

ケアプランセンター えびすや
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【地図】

　2021年12月1日に開所したばかりのNEW事業所です！

　防府駅港口より徒歩3分のとても通いやすい場所です。

　私たちは安心して働ける機会を提供し、一人ひとりのニーズに合わ
せ技術・知識・能力の向上に努め、利用される皆さんの気持ちに寄り
添い笑顔あふれる事業所作りを目指しています。

事
業
所
紹
介

活動の風景

施設内・施設外での様々な作業を予定しています。

【施設内】部品組立・ギフト作成・封入作業など
【施設外】工場での軽作業・食品加工・清掃・ポスティングなど

多くの訓練が出来るよう近隣の企業様と連携を図ってまいります。

主
な
作
業
内
容

施設の外観 相談室の風景

営業時間  9：00～18：00

定休日
 土、日、祝日

 ※土曜日は開所している週もあります

定員数  10人

ＦＡＸ  0835-28-7246

Ｅメール  houfu@bienestar.jp

就労継続支援A型

住 所

〒747-0801
　防府市駅南町2-7
　トーヨービル2F

電話番号  0835-28-7245

ビエネスタ防府

 5
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【地図】

就労継続支援A型／就労継続支援B型

住 所

〒747-1232
　防府市大字台道10522番地

電話番号 0835-33-0100

定員数 就労継続支援A型：20人　就労継続支援B型：20人

ＦＡＸ 0835-32-2514

Ｅメール sienka@ycolony.or.jp

ホームページ http://www.ycolony.or.jp

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日 月～金　

相談時間 8：20～17：20

交　通

山陽新幹線：新山口駅下車
山陽本線：防府駅、大道駅、四辻駅、新山口駅各駅下車　各駅タクシー有り
防府駅、新山口駅からタクシーで20分（長沢のコロニー協会でわかります。）
防府駅よりバス新山口駅行、新山口駅よりバス防府駅行（コロニー前下車）
山陽自動車道山口南ICより約5分

事業所の
特徴

①就労継続支援A型では、職場環境等の事情で一般企業への就職が難しい障害をもった
人を対象に雇用をし、印刷に関係した職種で生産活動を展開しながら支援を行っていま
す。
②就労継続支援B型では障害の特性に応じた個別支援計画のもと就労支援を行っていま
す。
③防府市内、山口市内を中心に、ご自宅までの送迎を行っています。
④協会の食堂で調理した昼食の提供、またはご自宅からの持参の選択制となっていま
す。

障害のある
方と共に働
くことについ
ての配慮

①製作係
　・雰囲気作りを大切にしています。
　・作業場内の導線、配置を工夫、通路の確保を行っています。
　・車イスの方でも物がとりやすいように、低い位置に設置しています。
　・心身の様子、言葉遣いや声掛け・助言の方法に配慮しています。
　・健康・体調の観察を行っています。
②印刷仕上係
　・使う機械は必ず本人に確認してもらい、使いにくい場合は使いやすいように改良してい
ます。
　・作業場を常に整頓し、通路を確保しています。
　・障害がある方でもスムーズに作業ができるようにオリジナルの道具を作成し、作業の効
率化を図っています。

施設の外観 活動風景 活動風景

ワークショップ・山口
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【地図】

事業所の
特徴

①せんべいの製造や陶芸の自主生産、お菓子の袋詰め等の請負作業を行っています。

②室内での作業を主として就労の場を提供しています。工賃は一部作業を除き、基本的に
は出来高制でお支払いしますので、ご自身のペースで作業していただけます。また、就職
への支援も外部機関と連携して行っています。

③防府市内、山口市内を中心に、ご自宅までの送迎を行っています。

④協会の食堂で調理した昼食の提供、またはご自宅からの持参の選択制となっていま
す。

施設の外観 室内の風景 活動の風景

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日 月～金

相談時間 8:20～17:20

交　通

山陽新幹線：新山口駅下車
山陽本線：防府駅、大道駅、四辻駅、新山口駅各駅下車　各駅タクシー有り
防府駅、新山口駅からタクシーで20分（長沢のコロニー協会でわかります。）
防府駅よりバス新山口駅行、新山口駅よりバス防府駅行（コロニー前下車）
山陽自動車道山口南ICより約5分

就労継続支援（B型）

住 所

〒747－1232
  防府市大字台道10522番地

電話番号 0835-33-0055

定員数 就労継続支援B型：40人

ＦＡＸ 0835-32-2240

Ｅメール sienka@ycolony.or.jp

ホームページ http://www.ycolony.or.jp

山口コロニーキャンパス
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【地図】

交　通

山陽新幹線：新山口駅下車
山陽本線：防府駅、大道駅、四辻駅、新山口駅各駅下車　各駅タクシー有り
防府駅、新山口駅からタクシーで20分（長沢のコロニー協会でわかります。）
防府駅よりバス新山口駅行、新山口駅よりバス防府駅行（コロニー前下車）
山陽自動車道山口南ICより約5分

事業所の
特徴

①日中支援サービスとして自立訓練（生活訓練）、生活介護があります。一人一人の特性
に合わせた作業や訓練の支援を行っています。
②各サービスを通所によりご利用される場合、防府市内、山口市内を中心にご自宅までの
送迎を行っています。
③夜間において常時介護が必要な方には施設入所支援も行っています。
④昼食は、協会の食堂で調理した食事の提供、またはご自宅からの持参の選択制となっ
ています。

施設の外観 室内の風景

http://www.ycolony.or.jp

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金

8：20～17：20

①自立訓練（生活訓練）
　 知的、精神に障害のある方を対象に、ベースプログラムとして、一日の生活リズムの構
築、基礎的な生活スキルの習得を目指します。また、自立した日常生活を営むため入浴、
排泄、食事等に関する訓練、自立して地域で生活するために必要な社会スキルの習得を
目指します。
②生活介護
　 日中において、入浴・排泄・食事等の支援の他、創作的な活動や作業活動などの余暇
の提供を行います。
③施設入所支援
　 夜間等における、入浴・排泄・食事の介護等常時介護が必要な方の支援を行います。

各サービス
の特徴

生活訓練／生活介護／施設入所支援

住 所

〒747-1232
  防府市大字台道10522番地

電話番号 0835-32-0159

活動の風景

定員数 生活訓練：6人　生活介護：34人　施設入所支援：60人

ＦＡＸ 0835-32-2002

Ｅメール sienka@ycolony.or.jp

ホームページ

山口コロニーワークセンター
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【地図】

就労継続支援Ｂ型／就労移行支援／就労定着支援

住 所

〒747-0814
　防府市三田尻2丁目9-3

電話番号 0835-22-7228

ＦＡＸ 0835-28-8628

Ｅメール jigyosyo-aozora@brown.plala.or.jp

ホームページ

営業時間 8:30～17：30

定休日 土、日、祝日

定員数 就労移行6人／就労継続Ｂ型14人／就労定着6人

　一人一人の体力・能力・技能・障害特性の各方面を配慮しつつ、作業を成し遂げたときの
喜びや達成感を共に感じて頂けるよう、就労支援を行っています。
　また、レクリエーションも取り入れ、楽しいなかで基本的生活を身に付けながら、地域の
一員として生活して頂けるよう、取り組んでいます。
　質問等がありましたら、是非ご連絡ください。

事業所紹介

活動の風景

【外作業】
　 除草、剪定、草刈り後の草集め、家具の分別、簡単な引っ越し、ハウスクリーニング、ビ
ル掃除等

【室内作業】
　 自動車部品のシール貼り、切手シール貼り、油吸着材の計量、シート折り、ウエス加工
等

【その他】
　 お客さんからお仕事のご依頼を受けてから作業を行うので、色々な作業があります。

①防府駅－事業所　／　②牟礼方面－事業所
※送迎ルート上であれば、途中からの乗車も可能です。その他の地域の方は要相談。

持参されるか、事業所で注文することも可能です。
おかずとご飯のセット：370円・280円　おかずのみ：270円

ＮＰＯ会費（利用日数による。上限1,500円）

主な
作業内容

送　迎

昼　食

諸費用

施設の外観 室内の風景

あ お ぞ ら

あおぞら

三田尻

郵便局

三田尻病院

三田尻

交番

英雲荘

ファミリー

マート協和発酵

■交通 防長バス：自力東下車 徒歩約３分
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【地図】

就労移行支援／就労継続支援Ｂ型／就労定着支援

住 所

電話番号 0835-22-8530

〒747-0062
　防府市大字上右田2608

ＦＡＸ 0835-22-8630

Ｅメール  sinsoku@violin.ocn.ne.jp

ホームページ www.b-mall.ne.jp/t/3504/813703

営業時間 　8:30～16:15 (土曜は8:30～12:30)

定休日 土(隔週)、日、祝日、夏季休暇(お盆)、年末年始

定員数 就労移行(6人)／就労継続Ｂ型(34人)／就労定着(20人)

『就労移行支援サービス』
   就労(就職)に必要な準備・訓練を通じ、働く場(一般企業や就労継続Ａ型事業所等)に移
行できるよう支援をおこないます。

『就労継続支援Ｂ型サービス』
　 それぞれの方の特性に合わせて、事業所内で長く安定して働けるように支援をおこない
ます。

『就労定着支援サービス』
　 障害福祉サービスを利用の結果、一般企業等への就職に結びついた方へ、１ケ月に１
回以上の面談を通じ、継続して働けるように必要な支援をおこないます。

事業所紹介

レクリエーションの風景

①簡易作業(箱折りや組み立て、袋貼り　等)
②軽作業(ダンボールケース糊貼りや組み立て 等)
③機械作業(紙折機等の機械操作)
④部品組み立て・セットアップ作業(数量確認、袋詰め　等)

　有　(施設～防府駅)

　弁当持参、　または業者弁当を注文(１食380円)できます。年に4回程度、季節の昼食会を実施しています。

　互助会費(200円／月)、時間外の付添い(300円／回)

主な
作業内容

送　迎

昼　食

諸費用

施設の外観 作業の風景

心促福祉作業センター
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【地図】

　 障害を抱えながらも自分らしく地域生活を送ったり、就労を目指す為の準備を行う全て
の障害者を対象とした事業所です。
   作業訓練を通して体力の向上、集中力、対人関係、協調性といった地域生活や就労に
向けて必要な能力の獲得を目指した支援を行っています。また作業だけでなく楽しむ事の
大切さを学ぶ事を目的として、季節に応じた様々な行事も行っています。

事業所紹介

活動の風景

・請負作業（室内）・・・紙製品の加工等・ネジ等部品組み立て、検品、梱包・工芸品加工他
・請負作業（屋外）・・・農園作業・除草作業・清掃作業他

・事務作業・・・名刺印刷・封筒印刷・冊子等製本印刷・封入発送作業他

有
※対応が難しい地域もある為、まずはご相談ください。

なし

なし

主な
作業内容

送　迎

昼　食

諸費用

就労継続支援Ｂ型

住 所

〒747-0849
  防府市西仁井令1丁目3-20
　西仁井令旭ビル1階

電話番号 0835-22-4449

ＦＡＸ 0835-22-4559

Ｅメール ha-to@bz03.Plala.or.jp

ホームページ http://www3.ocn.ne.jp/~karen/

土、日、祝日、盆休み、年末年始

定員数 20人

営業時間 9:00～15:00

定休日

施設の外観 室内の風景

社会福祉法人 山家連福祉事業会 はあと

ラーメン

ドルフィン

至

台
道

コイン

ランドリー ホンダ

ナフコ
トヨタ

西仁井令旭ビル

はあと

スバル

旧2号線
至

防
府
市
街

柳原バス停
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【地図】

就労継続支援Ｂ型

住 所

〒747-0802
　防府市中央町6番32号
　第2ＪＡビル2階

電話番号 0835-28-7087

ＦＡＸ 0835-28-7284

Ｅメール friends7087@silver.plala.or.jp

ホームページ http://www.yamakaren.or.jp/instanthp/page01.html

営業時間 9：00～15：00　（喫茶営業11：00～14：00）

定休日 土、日、祝日、夏季休暇、年末年始

定員数 20人

　当事業所では、障害を抱えながら地域で自分らしく生活を送ったり、就労を目指すための
準備を行う施設です。
　就労継続支援B型では、軽食喫茶の営業をしており、注文・会計から調理や配膳などの
作業を行います。また、仕出し弁当作りや、内職作業として知育教材製作・手芸やネジの
検品・梱包作業、ゴム製品の加工作業も行っています。
　その他に、定期的なレクリエーションや自主的な清掃も行っております。また、月に一度メ
ンバー同士の話し合いのミーティングを行い、事業所内のルールや行事について決めてい
ます。利用者の方は、全ての障害者を対象としています。
　軽食喫茶ふれんずでは、低価格でお食事を提供していますので、一般のお客様の利用
はもちろん、障害を抱えた人々の交流の場としても安心して利用されています。
　平成26年度より、夢かれんふれんず作業所から、単独の事業所「ふれんず」として運営し
ています。

事業所紹介

活動の風景（内職作業）

【内職作業】
  ◆知育教材製作・手芸
  ◆ネジ検品・パッキン取付・梱包作業
  ◆ゴム製品加工
　◆ボルト加工・クッションボード袋詰め
　◆チラシ折り

【喫茶営業】
  ◆調理・配膳・皿洗い他清掃作業

【弁当製造】
  ◆調理・盛り付け

なし

施設内喫茶利用可・弁当持参可

特に必要はありません

主な
作業内容

送　迎

昼　食

諸費用

施設の外観 活動の風景（喫茶）

ふれんず

防 府 駅

みなとぐち

イオン防府

防府商工高

西京

銀行

山口

銀行

ハロー

ワーク

ＪＡ

２Ｆふれんず【ＪＲ防府駅より徒歩５分】
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【地図】

諸費用

日中一時支援

シャワー浴のみ

有
（自宅もしくは自宅付近まで送迎）

有
（最寄のバス停留所まで送迎）

有
（最寄のバス停留所まで送迎）

土、日、祝日、盆休み、年末年始（12月29日～1月3日）

生活介護 就労継続（Ｂ型） 就労移行

送　迎

活動の風景

主な活動・
作業内容

入浴

事業所紹介

　 本施設は、障害者の自立と社会適応性を養い、雇用の促進並びに一般企業で雇用されること
が困難な人の日中作業、生活の場となる施設です。
　 防府市社会福祉事業団基本理念の信頼・協調・研鑽を旨とし、利用者本位の考え方に立ち、多
様なニーズに対応する支援体制の整備、サービスの量的、質的充実に努め、利用者と地域福祉
の繁栄に貢献するとともに障害者福祉施設としての支援サービスを提供します。

生活介護 就労継続支援B型 就労移行

12人 42人 6人

散歩やレクリエーション、体操
やリハビリなどの体を動かす活
動の他、音楽鑑賞やビデオ鑑
賞、簡単なおやつ作り、園芸、
創作活動など季節に応じて実
施します。

定員数

サービス提供時間

作業種目としては、園芸の花
の苗、野菜の苗の生産・販
売、タコツボのセメント詰め、
土鈴の生産・販売、かわらけ
の生産、お菓子の箱折り・袋
詰め、市営霊園の清掃、古紙
リサイクルへの選別、花壇の
管理などがあり、作業実施状
況に応じて、毎月工賃を支給
します。

食費の実費（補助有）及び食費キャンセル料。
宿泊を伴う利用者旅行等、一定の基準額を超える個人に帰する娯楽の費用等。

昼　食 給食の提供を行っています。※喫食された場合は補助があります。アレルギーの方は応相談。

福祉的就労や生産活動、職場体
験等の機会を提供し、就労に必要
な知識及び能力の向上のために
必要な訓練、求職活動に関する支
援等を行い、より自立した日常生
活及び社会生活を営むことができ
るようにします。

無 対象

営業時間

ＦＡＸ 0835-22-9400

Ｅメール ｊ-aikou@c-able.ne.jp

ホームページ http://yhwc.org/

8：15～17：00（サービス提供時間9：00～16：00）

室内の風景施設の外観

定休日

生活介護／就労継続支援B型/就労移行支援

住 所

〒747-0004
　防府市大字牟礼10084番地の1

電話番号 0835-22-7566

防府市愛光園

防府市愛光園
ほ う ふ し あ い こ う え ん
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【地図】

就労継続支援Ｂ型

住 所

〒747-0063
　防府市大字下右田３３０－２

電話番号 0835-23-5560

ＦＡＸ 083-963-9196

Ｅメール tasaki.h@outlook.com

ホームページ https://likeyou.localinfo.jp/

営業時間 9:00～17:00

定休日 土、日、祝日

定員数 20人

　みんなで話をしながら自分のペースを崩さずに作業することができます。
　照明の明かりを抑えめにした落ち着いた雰囲気でゆっくりと過ごすことができ、体調が悪い時は横
になって休むスペースを確保しています。

事業所紹介

活動の風景

雑貨作成（アクセサリー、編み物）等や販売、木工等の室内作業、畑や草刈等の外作業を
行っております。

送迎あり。集合場所もしくは自宅まで

昼食提供なし。持参。

なし

主な
作業内容

送　迎

昼　食

諸費用

施設の外観 室内の風景

ライクユー
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【地図】

　　就労移行支援・就労継続支援Ｂ型の多機能型就労の事業所で、障害を抱えながら地
域で生活を送ったり、就労を目指すための準備を行う全ての障害を対象としています。
   作業活動を中心として生活のリズムを整えたり、基礎的な体力を付けたり、対人関係、
協調性等を訓練します。作業活動は農耕を中心としていますが、事務的作業もおこなって
います。農耕作業では、自作の玉葱、いちご等を中心に季節の野菜を作り、近隣農家の請
負作業も行っております。事務的作業は、ネジやクギなどの検品・梱包等行っています。そ
の他企業の請負作業や農福連携事業等にも取り組んでいます。
　また、住宅街の一角に位置しており、地域住民や近隣農家との交流も大切にしていま
す。

事業所紹介

室内作業の風景

農作業：玉葱・イチゴなど季節野菜の生産・販売

食品加工：イチゴジャム・たくあん・切り干し大根

請負作業：草刈り・草取り・清掃・農家手伝い・玉葱加工

内職作業：軽作業

　有 　①　牟礼・駅方面
　　　　②　中関・西浦方面
　　　　③　仁井令方面
　　　　④　小郡方面　　　　　　　※相談に応じて、可能な限り送迎を実施します。

　提供有　【無料】

　なし

主な
作業内容

送　迎

昼　食

諸費用

就労移行支援/就労継続支援Ｂ型

住 所

〒747-1232
　防府市大字台道3527-9

電話番号 0835-32-1155

ＦＡＸ 0835-32-1888

Ｅメール yume1155@jeans.ocn.ne.jp

ホームページ http://yamakaren.or.jp/instanthp/page01.html

土、日、祝日・8月14～16日・12月29日～1月3日

定員数 就労移行（6人）　就労継続Ｂ（34人）

営業時間 9:00～15：00

定休日

施設の外観 外作業の風景

夢かれん

夢かれん
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【地図】

その他
サービス

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金

8：30～17：00

事業所の
特徴

　 大道駅の近くで住宅街の一角に位置し、障害を抱える方の為の共同住居で共同生活を
通じて、地域で生活を送るための準備を行う施設です。日常生活に関するサポートを行
い、自治会活動を通じ、レクリエーション活動や地域の清掃などQOLの向上のサポートも
行っています。
　また、全室個室で食事提供もあります。

日中活動・
イベント

花見・食事会・収穫祭・クリスマス会・初詣・節分・ふれあい祭りなど

諸経費
【家賃】6畳：19,360円　4.5畳：17,360円
【食事】朝食：350円　昼食：350円　夕食：550円
【光熱水費】電気代：実費　水道代・ガス：無料

施設の外観 外出レクの風景 ふれあい祭りの風景

定員数 12人

ＦＡＸ 0835-32-1888

Ｅメール yume1155@jeans.ocn.ne.jp

ホームページ http://yamakaren.or.jp/instanthp/page01.html

共同生活援助（外部サービス利用型）

住 所

〒747-1232
　防府市大字台道3527-9

電話番号 0835-32-1155

グループホーム夢かれん

夢かれん
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【地図】JR防府駅北口から約300ｍ　徒歩数分

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金（盆・年末年始を除く）

8：00～17：00

玄関 ダイニング

定員数 5人

施設概要

事業所の
特徴

地域の中で自立した生活を目指しています。
防府駅の近くにあり、買い物や通勤など大変便利な環境です。

サービスの
特徴

◇外部サービス利用型◇
単身での生活に不安があるため、一定の支援を受けながら、地域の中で自分らしく暮らし
たい方々へ、生活上での困りごと等の相談にのり、必要であれば援助をしています。

◎ご質問などございましたら、お気軽にお問合せください。

　　　定　員：　５人
　　　居　室：　全室個室、各部屋にバス・トイレ（ユニットバス）、エアコン有り
　　　共　用：　台所、リビングダイニング、ランドリー室

共同生活援助（外部サービス利用型）

住 所

〒747-0035
  防府市栄町1丁目1番10号

電話番号 0835-68-9137

ＦＡＸ 0835-23-7456

Ｅメール tyoujouprime@ybb.ne.jp

ホームページ

施設の外観

グループホーム頂上

グループホーム頂上
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共同生活援助（介護サービス包括型）

住 所

〒747-0825　防府市大字新田1781-1　よつばホームA
〒747-0025　防府市美和町1-48　よつばホームBC
〒747-0027  防府市南松崎町3‐19　ラフォーレ南松崎Ａ-101
　　　　　　　　　よつばホームD
〒747-0025　防府市美和町4-24
　　　　　　　　　よつばホーム桜A桜B（受付窓口）

電話番号
0835-38-2220（よつばホームA）
0835-38-9343（よつばホームBC）
0835-27-3003（よつばホームＤ）
0835-21‐7901（よつばホーム桜A桜B、受付窓口）

【地図】

ＦＡＸ 0835-21-7901

Ｅメール yotuba-sarubiahome@houraikai.com

ホームページ http://houraikai.com/

施設の外観 室内の風景 活動の風景

定員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29人
（よつばホームA:7人、よつばホームB：4人、よつばホームC：5
人、よつばホームD：3人、よつばホーム桜A：5人、よつばホー
ム桜B：5人）

その他
サービス

〈共同生活援助(介護サービス包括型)体験利用〉
　定員に空きがある場合に限り、その定員の範囲内で体験的に利用することができます。
一回につき連続30日まで、一年のべ50日までを限度として利用できることとなっています。
ただし、共同生活援助の支給決定を受けた方のみ対象となりますので、ご利用を希望され
る方は、まずお住いの市役所障害福祉課へ支給申請に行っていただくこととなります。

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金

8:30～17:30

事業所の
特徴

　障害者が生活の拠点とされる場所で、日常生活全般の支援を一人ひとりに合わせて行
います。日中は当事業所から一般企業、就労系事業所、生活介護事業所等それぞれの活
動場所へ通われており、それぞれの事業所と連携を図りながら、より充実した生活となる
よう支援いたします。集団生活にはなりますが、少人数で、より家庭に近いアットホームな
雰囲気が特徴です。ご本人の希望に沿って、自立した地域生活が送れるように支援してい
ます。

日中活動・
イベント

・5月頃：家族交流BBQ
・10月頃：家族交流日帰り旅行
・誕生日会

諸経費

・障害者総合支援法に基づく区分に応じた単価額(上限額あり)
・家賃…20,000円／月（補足給付にて家賃補助10,000円あり、日割計算する場合は650円）
・光熱費…実費（一日あたり200円～500円程度）
・日用品費…実費（一日あたり50円～70円程度）
・食費…朝食160円、夕食350円(副食分は株式会社タイヘイに委託、消費税別)
・調味料、主食等の食費として4,500円／月
・その他の食事については実費

よつばホーム

よつばホーム桜A・桜B

よつばホームBC
よつばホームD

よつばホームA
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【地図】

　
【

ＦＡＸ 0835-28-1739

Ｅメール

共同生活援助（介護サービス包括型）

住 所

〒747-0045
　防府市高倉1丁目11番30号（サワタ高倉ハイツ）

　※事務所：サワタ高倉ハイツ305号室

電話番号 0835-28-1739

活動の風景　/　ウオーキング

kspgh2020@shuyou.jp

ホームページ http://www.shuyou.jp/

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日 月～金

相談時間 9：00～18：00

その他
サービス

　

【共同生活援助（グループホーム）の体験利用制度について】

・この制度を利用することで、グループホームの入居を検討されている方が、実際にグループホームを

体験して、将来の入居に備えることが出来ます。随時体験利用の受け入れを行います。

※体験利用のご希望や、その他ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。

【交通】防府駅：徒歩約15分・高倉バス停：徒歩5分

事業所の
特徴

法人名：社会福祉法人周陽福祉会　　開設日：令和2年（2020年）4月

☆　閑静な住宅街のマンションで家庭的な環境の小規模グループホーム。

☆　4つのユニット（棟）で構成。1ユニット定員2～3名。

☆　部屋は全個室（鍵付き）。エアコン完備。食堂（共有ルーム）やお風呂・トイレなどは共有。

☆　看護師が多数在籍。日々の健康管理や医療機関との連携に対応。

☆　警備会社セコムによる24時間防犯・防炎・非常通報対応。　　　　　☆　ペット可。（応相談）

誰もが住み慣れた地域で豊かな日常生活が送れるように、少人数の家庭的な環境の下で仲間と共に協力

して、スタッフのサポートを受けながら『自分で考え、自分で決め、実行できる、自分らしい生活の

場』を目標に、ひとりひとりの想いに寄り添い、健康で『はたらく』『くらす』を応援します。

日中活動・
イベント

☆　お誕生日会

☆　食事会（行事食）：みんなでメニューを考えます。

☆　季節に応じたイベント：初詣・お節句・お雛祭り・節分・お花見・クリスマス会等

☆　ウオーキング：2回/月。グループホーム周辺を散策。健康管理の取り組みとして実施。

諸経費

【家賃】30,000円～20,000円/月　居室の広さにより異なります。

【食事】夕食のみ(月)～(金)　330円/回（消費税別）

【食材料費】4,500円/月（調味料・主食等）

【光熱水費】実費/月　　　【日用品費】実費/月

定員数 11人（グループホームりたはうす高倉Ⅰ～Ⅳ）

施設の外観 室内の風景

グループホームりたはうす
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【地図】

その他
サービス

【グループホームの体験利用】
定員に空きがある場合、1回につき30日間、1年間で50日間の体験利用ができます。
※体験利用については市役所での申請が必要になります。

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月曜日～金曜日

9：00～17：30

事業所の
特徴

【グループホーム】
　楽しく、明るく、自分らしく生活することが出来るホームです。
　春は花見、夏はBBQ・花火、秋は紅葉、冬はクリスマス会…などイベントも多く開催しています。
　みんなでお弁当を作って外出をしたり、みんなでイベントを考えて開催したり…など、メンバーが全員で活躍す
ることができるホームです。
　「みんなで話し合ってホームを作っていく」を大切に、ホームのルールはメンバーで決めることにしています。
月に1回のメンバー会議や意見ボックスを活用し、メンバーの意見を取り入れながら生活しています。
　必要に応じて通院同行や外出同行も行っており、自分らしく地域で生活することをサポートしています。

【短期入所】
　ご家族だけでなく、ご本人も安心して楽しく利用できる事業所を目指しています。
　ご家族に「急用があった時に利用が出来てよかった！」「リフレッシュすることが出来た！」と言って頂けるだけ
でなく、ご本人にも「また行ってみたい！」「楽しかった！」と言って頂けるよう、職員一同支援をしています。
　グループホーム併設型となっており、明るく楽しいホームです。

日中活動・
イベント

花見・バーベキュー・クリスマス会・節分祭り・お正月会・ハロウィンパーティー　等
また、メンバーからリクエストがあったイベントも開催しています。
（餃子パーティー・天ぷらパーティー・鍋パーティー・外食会　等）

諸経費

【グループホーム】
【家賃】センメイハイツ・・・33,000円
　　　  　あゆみ・・・30,000円・27,000円･25,000円　※居室の広さによって変わります。
　　　　　(補足給付にて家賃に10,000円の補助あり)
【食費】朝：250円/昼：400円/夕：600円　【水光熱費】実費
【日用品費】35円/日　程度(ペーパータオル･トイレットペーパー代等)

【短期入所】　食費、光熱水費、日用品費、その他実費用品、等

施設の外観 室内の風景 活動の風景

定員数
センメイハイツ（ＧＨ）：4名（男性2名/女性2名）
あゆみ（ＧＨ）：6名（男性3名/女性2名/ｻﾃﾗｲﾄ型1名）
センメイハイツ（短期入所）：3名（男性2名/女性1名）

ＦＡＸ
0835-28-3855（センメイハイツ）

0835-28-1787（あゆみ）

Ｅメール info@independent-life.jp

ホームページ http://independent-life.jp/

共同生活援助（介護サービス包括型）／短期入所／日中一時支援

住 所

〒747-0814
　防府市三田尻２丁目9-8　（センメイハイツ）
〒747-0845
　防府市大字仁井令911-2　第二藤田アパート　（あゆみ）

電話番号
0835-28-3844（センメイハイツ）

0835-28-1733（あゆみ）

センメイハイツ

センメイハイツ

（ＧＨ・短期入所）

あゆみ（ＧＨ）

センメイハイツ

あゆみ
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障がい福祉サービス

放課後等デイサービス

あゆみの

あゆみの里

747-0833　防府市浜方 169-1
TEL･FAX　0835-24-5075
Email　hofu.ayuminosato@gmail.com

障害福祉サービス　あゆみの里 放課後等デイサービス　あゆみの里

営業日
サービス
提供時間
定員

祝祭日を除く月～金曜日祝祭日を除く月～金曜日

9:00 ～ 16:00 14:30 ～ 18:00

２０人 １０人

その他 長期学校休業中 (10:00~17:00）にも対応車イスの送迎にも対応

吸引、経管栄養などの処置にも対応いたします。
その他どんなことでもご相談ください。

生活介護 /放課後等デイサービス /日中一時支援

あゆみの里
さと

しょう ふくし

ほうかごとう

あゆみの里

02212
タイプライターテキスト
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【地図】

生活介護

住 所

〒747-0036
　防府市戎町1丁目6番22号

電話番号 0835-21-4820

ＦＡＸ 0835-21-4823

Ｅメール hikari＠jiyu-machi.co.jp

ホームページ

営業時間 9：00～18：00

定休日 日、月、年始（1/1～1/3）

定員数 20人

施設の外観 室内の風景 活動の風景

主な
活動内容

◆活動
   基本的に利用者本人の希望に合わせて実施しております。午前は主に外出活動（散
歩、買い物等）、午後は室内での活動（創作、塗り絵、読書、体操等）になります。その他季
節ごとの行事（クリスマス会等）や地域のイベント(スポーツ大会等)への参加。
◆作業
　ほっぷの広告挟み、配布（木・金）
　お弁当の準備、盛り付け、配達の手伝い
　日常生活上のお手伝い（昼食準備や洗濯物干し等）

送　迎
有

自宅、施設、その他応相談

昼　食

事業所紹介

　スタッフのみが運営を考えるのではなく、当事者、家族の人たちが参加し、望まれるデイ
サービスを目指します。
　小規模でケアをしていくことで何よりも本人らしさを尊重し、可能な限り個別での対応を心
掛けています。同時に家庭的な雰囲気の中でのケアということも大切にしています。
　また街なかという立地を生かし、買い物をしたり、映画を観たりと、地域とふれあいなが
ら、日常的な社会参加を目指しています。

入　浴当社配食サービスによるお弁当 要相談

諸費用 お弁当代（事業所内でのおやつ代を含む）600円

日中一時支援 無 対象 サービス提供時間

自遊の街 デイサービスセンターひかり
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【地図】

送　迎 防府市内のみ自宅送迎あり。山口市在住の方は防府駅まで来て頂ければ送迎可能

昼　食

事業所紹介
　通所により食事、排泄等の介護サービスや創作活動・生産活動等を行い、心のリフレッ
シュを図ると共に作業能力等の維持や向上ができる為の支援を行います。

入　浴食事提供あり 無

諸費用 昼食代550円実費負担　　※食事提供体制加算該当者は250円実費負担

日中一時支援 無 対象 サービス提供時間

施設の外観 室内の風景 活動の風景

主な
活動内容

土、日、年末年始等　※土曜日は不定期営業あり

定員数 20人（男性のみ）

生活介護

住 所

〒747-0825

電話番号 0835-27-3192

ＦＡＸ 0835-27-4340

Ｅメール soil-sun@houraikai.com

ホームページ http://houraikai.com/

営業時間 9:00～15：30

定休日

ソイルセンター

防府市大字新田119番地の5

【作業】

缶作業 広告折り込み作業 タグ付け作業 パソコン分解作業

【余暇支援】

外部講師によるスポーツ教室 ダンス 音楽療法
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【地図】

生活介護

住 所

〒747‐0825
　防府市大字新田1784-6

電話番号 0835-38-7500

ＦＡＸ 0835-28-7381

Ｅメール tanpopo@houraikai.com

ホームページ http://houraikai.com

営業時間 9：00～15：30

定休日 日、お盆、年末年始、その他事業所の年間営業日に従った休業日

定員数 10人

施設の外観 室内の風景 入浴の風景

主な
活動内容

【活動】
　入浴（特殊浴槽を設置）　リハビリ（理学療法士）
　散歩　足浴　余暇活動　作業（ビニール剥がし）
【余暇活動】
　外部講師によるスポーツ教室

　個々で異なる特性を把握し、経管栄養やリハビリ等、体調の管理や身体状況に応じた支
援を提供します。

送　迎
防府市内のみ自宅送迎あり。

山口市在住の方は、防府駅まで来て頂ければ送迎可能。

昼　食

事業所紹介

　 防府・山口市在住の障がい者の方（主に肢体不自由者対象）に日中支援を行います。
身体介護・自立に向けての支援等、一人ひとりのニーズに合ったサービスを提供し支援を
進めます。また、地域や家庭との結びつきを重視し、ご利用者のお住いの市町村、他の指
定サービス事業者、指定相談事業者、保健医療サービス提供者との密接な連携に努めて
います。

入　浴食事提供あり 有（200円）

諸費用 昼食代550円実費負担　※食事提供加算該当者は250円実費負担

日中一時支援 無 対象 サービス提供時間

デイサービス たんぽぽ

たんぽぽ
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【地図】

事業所紹介
　通所により、様々な介護サービスや個々に合う活動等を行い、一日笑顔で過ごすことが
できるための支援や将来を見据えた必要な支援等を行います。また、様々な経験等がで
きるための活動も実施しています。

入　浴食事提供あり 無

諸費用 昼食代550円実費負担　　※食事提供体制加算該当者は250円実費負担

日中一時支援 無 対象 サービス提供時間

主な
活動内容

送　迎 防府市内のみ自宅送迎あり。山口市在住の方は防府駅まで来て頂ければ送迎可能

昼　食

施設の外観 室内の風景 活動の風景

営業時間 9:00～15：30

定休日 土、日、年末年始等　※土曜日は不定期営業あり

定員数 20人（女性のみ）

ＦＡＸ 0835-21-7910

Ｅメール terara@houraikai.com

ホームページ http://houraikai.com/

生活介護

住 所

〒747-0025
　防府市美和町4-24

電話番号 0835-27-3036

てらら

【作業】

缶作業 カラーサンプル貼り ペットボトルのラベル取り作業

ウレタンカット・広告折り込み作業 パソコン解体

【余暇支援】

外部講師によるスポーツ教室 ダンス
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【地図】

生活介護／日中一時支援

住 所

〒747-0805
　 防府市鞠生町12-2

電話番号 0835-23-6625

ＦＡＸ 0835-25-2864

Ｅメール j-waka@c-able.ne.jp

ホームページ

営業時間 9：30～16：30

定休日 土、日、祝日、年末年始

定員数 20人

施設の外観 レクリエーションの様子 機能回復訓練の様子

主な
活動内容

☆生活支援：衣服着脱衣・手洗い・移動・移乗・食事・整容の介助支援。
☆リハビリ：PT・ＯＴ・ＳＴ指導のもと個別訓練の充実。
☆余暇活動：テーブル卓球・卓球・カラオケ・スマートボール・ボウリング・輪投げ・
　　　　　　　　レクリエーション・ゲーム等。
☆健康づくり：3B体操・軽運動。
☆行事：花見・日帰りバス旅行・クリスマス会・各招待行事に参加。
☆古紙作業(分別作業)

送　迎 有 ［送迎ルート付近の場所及び自宅送迎有（車いすの方）］

昼　食

事業所紹介

①一人ひとりの利用者の健康・人権を大切にした支援に努めます。
②保護者との連携を密に取りながら利用者の健康維持と情緒の安定に努めます。
③健康づくりを中心とした日課作りを行い、楽しく生活しながら意欲を引出し自主性を尊重
するとともに利用者の気持ちを大切にした信頼関係が築けるように努めます。
④基本的生活習慣を身につけて生活技術が向上できるように個人の状況に合わせた清
拭・排泄・食事介助に重点を置くとともに機能訓練の機会を増やすことにより適切で効果的
な支援の提供に努めます。

入　浴外注弁当及び自前弁当の選択 無（但し、温水シャワー室有）

諸費用 ☆昼食（ご飯普通盛370円又は小盛340円）　☆おやつ作り及び誕生会経費（各150円）

日中一時支援 有 対象 原則は中学・高校生 サービス提供時間
7：30～8：15

早朝見守りと総合支援学校への
バスでの送り支援

防府市わかくさ園

保健センター

身体障害者福祉

センター

防府市役所
警察署

桑山中

防府駅

桑山

防府市わかくさ園

（身体障害者福祉

センター内）
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【地図】

プールの風景

20人

昼　食

事業所紹介
★見学・1日無料体験（食事・送迎付き）もございますので、ご興味のある方は是非ご連絡く
ださい。

主な
活動内容

諸費用

送　迎
・防府市を対象にご自宅まで伺っています。送迎時間は8：30～9:30、16:00～17:30です。
・10人乗りのキャラバンや軽自動車で自宅まで送迎に行きます。リフト対応車もあります。

厨房で手作りしたあたたかい昼食を提供しています。
アレルギー、きざみ、トロミ等については、ご相談ください。

プール300円、入浴150円、料理教室250円、パン教室150円、お菓子サークル200円等の
材料費が必要なプログラムもあります。

　・高齢者の利用する大規模デイサービス施設に隣接する障害者デイサービス事業所で
す。
　・プール、パン作り、陶芸、園芸、パソコン、お菓子作り、外出（ドライブ）、その他レクリ
エーションなどの活動を通して、職員や高齢者デイ利用者さんと関わりを持ちながら一日を
活動しておられます。
　・利用者さん、一人ひとりの身体機能、生活状況に応じ、個別対応を重視したプログラム
に取り組んでいます。

定員数

Ｅメール sien-hofu@yumenomizuumi.com

ホームページ http://www.yumenomizuumi.com

施設の外観 室内の風景

定休日

営業時間 9：00～17：00

土、日、年末年始

生活介護

住 所

〒747-0835
　防府市大字西浦2429番地の１

電話番号 0835-39-2201

ＦＡＸ 0835-39-2202

夢のみずうみ村防府デイサービスセンター

夢のみずうみ村
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【地図】

事業所紹介

◎市内で唯一の共生型生活介護です。
◎幅広い世代と交流でき、変わらない関係をいつまでも維持できます。（年齢による事業所変更が不要です）
◎介護保険サービスと障害福祉サービスの両方の担当者が出入りするので、お互いの情報交換ができます。
◎家庭的な雰囲気で、それぞれのペースで時間を過ごせます。
◎ご本人の生活上の問題を一緒に考えていきます。（食事や買い物等お困りの事は何でもご相談下さい）
◎３６５日営業しているので、利用日や利用時間の柔軟な調整もご相談下さい。
◎個性的なスタッフが皆さんの心に寄り添います。
◎防府駅の近くに位置しているので、アクセスも良好で、その立地を生かして様々なイベントに参加できます。

入　浴
当社配食部門によるお弁当

（ご飯と味噌汁は事業所で作ります） 有り（一般浴槽、特殊浴槽）

諸費用 昼食代（事業所内でのおやつ代も含む）５５０円

日中一時支援 無 対象 サービス提供時間

主な
活動内容

　活動は基本的にご本人やご家族のご要望に合わせて実施しています（買い物、散歩
等）。午後からは集団レクリエーションを実施し、お年寄りと一緒に活動します。その他季節
の行事（お花見、クリスマス会等）を実施したり、地域のイベントにも参加します。
　決まった作業はありませんが、日常生活上のお手伝い（洗濯物作業、昼食準備等）や事
業所運営上のお手伝い（シュレッダー作業、新聞紙や広告でのゴミ箱作り等）をご利用者
に合わせて実施していただいています。

送　迎 有　（防府市内で自宅までお伺いします。要相談で細かい対応をします。）

昼　食

施設の外観 室内の風景 活動の風景

営業時間 8：30～17：30

定休日 なし

定員数 5人（介護保険定員数20人の内）

ＦＡＸ 0835-38-5813

Ｅメール yumuan@jiyu-machi.co.jp

ホームページ

生活介護

住 所

〒747－0802
　防府市中央町6番30号

電話番号 0835-26-5150

自遊の街 生活処 遊夢庵
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【地図】

　

事業所紹介

　利用者さんの『ステップアップ』『いきがい』『自立』を目標に支援をしていきます。
　小規模な事業所だからこそ、利用者さん一人ひとりの目標や目的に合わせた『ステップ
アップ』、趣味や楽しみといった『いきがい』につながる活動、そして『自立』に向けた支援・
活動等を利用者さんと一緒に取り組んでいきたいと考えています。

入　浴持参　又は　外注（450円） 無

諸費用 おやつ代、活動で必要となる諸費用、食事代（外注された方のみ）

日中一時支援 有 対象 サービス提供時間 16：00～18：00

主な
活動内容

○創作活動や自立・作業訓練を中心に、利用者さん本人の目標・目的に合った支援・活動
を提供していきます。

○また、季節に合った行事、外出等も実施していきます。

送　迎
有（防府市内のみ）

※ただし、日中一時支援での延長利用の場合は送迎なし

昼　食

施設の外観 室内の風景

営業時間 9：00～18：00

定休日 土、祝日、8/12～8/16、12/30～1/4

定員数 10人

ＦＡＸ 0835-28-1053

Ｅメール tugumi_ienaga@yahoo.co.jp

ホームページ

生活介護

住 所

〒747-0046
　防府市千日二丁目5-12

電話番号 0835-28-1053

エルモ

防府郵便局消防署

佐波小
松うら

千日バス停

⇐ 一方通行
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【地図】

生活介護／日中一時支援

住 所

〒747-0067
　防府市佐野1308番地の1

電話番号 0835-28-9267

ＦＡＸ 0835-28-9268

Ｅメール tenma411@vesta.ocn.ne.jp

ホームページ

営業時間 8：00～17：00

定休日 土、日、年末年始

定員数 20人

施設の外観 室内の風景 活動の風景

主な
活動内容

○創作活動・作業⇒生産活動や下請け作業を実施
○トレーニング⇒健康体操やストレッチ、運動器機を使用しての運動等を実施
○レクリエーション⇒音楽レクやドライブ、カラオケ、お菓子作り、誕生日会等を実施

送　迎
事業所から自宅までを実施
※ただし、自宅の場所また駐車スペースが無い等によってはご相談させていただく場合もあります。

昼　食

事業所紹介

　地域に密着した、利用される方にとって暖かい場所となるよう、またさまざまな活動を提供していけ
る生活介護を作りたいという思いから、令和４年１月１日に指定を受けスタートしています。
　下請け作業もあり、仕事とお楽しみとのメリハリもつけながら、てんまを利用される方にとって楽しく
毎日通いたいと思ってもらえる事業所を目指しています。
　見学や体験もできますので、ご興味のある方はぜひご連絡ください。

入　浴外注弁当または持参 希望者に実施

諸費用
ウェルカムドリンク・ひといきタイム・お菓子作り・誕生日会・工作に対して、利用日数にあ
わせて実費あり。また、その他お楽しみ企画等について実費負担あり。

日中一時支援 有 対象 精神・知的・身体 サービス提供時間 9：00～16：00

てんま

下請け作業 昼食作り
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【地図】

8：30～17：15

事業所の
特徴

施設の方針

日中活動・
イベント

 　 山口県社会福祉事業団の経営する施設のひとつです。昭和48年7月に身体障害者療護施設とし
て開設し、平成21年４月より新体系に移行しました。障害者支援施設として生活介護、施設入所支
援及び短期入所を行っています。
　 「その人らしさを大切に」の理念のもと、全職員参画の各種検討委員会を開催し、サービスの向上
に努めています。
●生活介護
　 常時介護を必要とする人が、主として昼間において施設で、入浴、排泄、食事介護を受けながら
創作活動等の日中活動を通し、安心していただくためのサービスを提供します。個別支援計画に基
づき、その人らしさを大切にした支援を行っています。(食事あり）
●施設入所支援
　 施設に入所している人に対し、24時間安心して生活していただくためのサービスを提供します。
●短期入所
　 障害を有する方で、ご家族の方が冠婚葬祭や旅行に出かけられる場合などに、また介護負担の
軽減やリフレッシュを図りたい場合などにご利用できます。

ホームページ

施設の外観

　単独外出、機能訓練、ユニット活動、音楽療法、年3回祭を開催し、それぞれアトラクショ
ンなど実施する。（5月1日：開園祭　7月1日：つつじ見会　11月1日：秋華祭）

夢の日：年１回施設入所者一人ひとりの「夢の日」を設定し、願いをかなえる。
食事サービス：スペシャルランチ、寿司等の出前、弁当の日、平日飲酒、少人数でのランチ。
健康管理：各種検診、医療機関との連携、感染予防対策の徹底
自然災害発生時：事業継続計画（震災時・新型インフルエンザ）の策定により、災害時においても事
業を継続する。

活動の風景

定員数 施設入所50人、短期入所4人、生活介護55人

室内の風景

http://jigyodan-yg.jp/kanan/

その他
サービス

　 障害者が、その有する機能や適性に応じて、できる限り自立した日常生活や社会生活
が営むことができるよう、”その人らしさを大切に”の基本理念の下、利用者の人権や意思
を尊重し、満足度の向上を目指した質の高いサービスを提供するとともに、利用者の安
心・安全の確保。また、「利用者・職員の活き活きした笑顔に会いたい」をモットーに「安心
して生活できる居心地の良い華南園」を目指した施設づくり。

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金(土、日、祝祭日、年末年始を除く）

ＦＡＸ 0835-23-3623

Ｅメール

短期入所／生活介護／施設入所支援

住 所

〒747-0833
　防府市大字浜方205番地

電話番号 0835-23-3650

kanan@jigyodan-yg-jp

障害者支援施設 華 南 園
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【地図】

短期入所／生活介護／施設入所支援

住 所

〒747-0833
　防府市大字浜方205番地の1

電話番号 0835-22-3280

定員数 34人＋短期入所4人　（男女内訳は各同数）

ＦＡＸ 0835-22-3279

Ｅメール hana@jigyodan-yg.jp

ホームページ http://jigyodan-yg.jp/hananoura/

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日 月～金

相談時間 8：30～17:15

施設の外観 室内の風景 活動の風景

その他
サービス

〈短期入所サービス〉
在宅で生活されている障害をもつ人とその家族を支えるサービスです。
保護者や家族の都合（入院、冠婚葬祭、リフレッシュ）で障害のある人を家庭で見ることが
できないときに、ご利用できます。
併設型定員：男性2人　女性2人

事業所の
特徴

　主に身体に障害のある18歳以上の方を対象に「その人らしさを大切に」を基本理念とし
て、一人ひとりの障害の状況や特性に配慮した支援を行っています。平成29年5月、障害者
の施設としてスタート。プライバシーに配慮し、全室個室。障害に応じた入浴システム、防犯
防災対策の徹底した建物等に生まれ変わりました。
　利用者、職員の明るい笑顔と笑い声が絶えない施設です。また、地域では「華（はな）」の
愛称で親しまれ、短期入所においては、地域で暮らす障害をもつ人への支援にも力を注い
でいます。

日中活動・
イベント

 　貼り絵、手芸等の創作活動やゲーム、散歩、外出等の軽運動、PTによる機能訓練を行っ
ています。毎月の制作として、カレンダー作りや配食サービス用の台紙作りを行っており、カ
レンダーは近所のスーパーの喫茶スペースに掲示させて頂いています。また、音楽療法や
生け花等の行事があり、講師の指導を受けています。当施設の栄養士による、毎月のお菓
子作りも利用者に好評です。
　夏祭り（華まつり）やクリスマス会など季節に応じた園内行事も充実しています。

諸経費 ①食事代　②光熱水費　③日用品費など日常生活上必要となる諸経費等

障害者支援施設 華 の 浦

●案内図 

  

 

 

 

 

 

  

 
 

市役所 

桑山 

防府総合支援学校 

ソルト 

アルク 
新前町バス停 

山口銀行中関支店 

← 自衛隊 

華南園  旧建屋  華の浦 

はなのうら 

新建屋 

← アリーナ 

 

ｈ ｈ 

防府駅 

至 山口 

駐車場につきましては、当日、案内係が誘導いたします。 

ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ 

自動車学校 

競技場 

陸 上  

↵
 

横入川交差点 

 

新田小 

桑山中 

協和発酵 

↓ 

↓ 

↵ 

32

mailto:hana@jigyodan-yg.jp
http://jigyodan-yg.jp/hananoura/


【地図】

短期入所／生活介護／施設入所支援／日中一時支援

住 所

〒747-0004
　防府市大字牟礼10114-1

電話番号 0835-24-4665

ＦＡＸ 0835-24-4666

Ｅメール j-oohira@c-able.ne.jp

ホームページ https://yhwc.org/p1-institution/w-2-oohira/index.html

施設の外観 室内の風景 活動の風景

定員数
施設入所・生活介護それぞれ男性20人、

女性20人、短期入所男女各2人

その他
サービス

日中一時支援

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

祝日、年末年始を除くすべての日

8:15～17:00

事業所の
特徴

　 平均年齢が60歳を超えており、高齢化がかなり進んでいます。
　 そのため、健康維持・体力維持を第一の目標に掲げ、個別支援を行っております。ま
た、隣接する障害福祉サービス事業所の愛光園と連携して、利用者サービスの質の向上
に努めております。

日中活動・
イベント

調理実習　創作活動　軽運動　レクリエーション　買い物(1回/月)
小グループでの外出(3回/年程度)　誕生月に外食　ドライブ　花見　大平園まつり　盆踊り
日帰り・一泊旅行　　年中行事において創作活動や茶話会　その他招待行事

諸経費

・定額での費用徴収はありません。
・買物1回/月のかかる費用(おやつ、喫茶、衣服代等)が5,000円程度
※個人差があります。
・福祉協会費(入院共済)12,000円/年　　園内共済24,000円/年
・光熱水費(施設入所)12,000円/月

防府市大平園
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【地図】

その他
サービス

①生活介護
　 日中における常時介護を必要とする知的障害者を対象に、日常生活動作に関する支援
（食事・入浴・排泄等）、ＱＯＬ向上への支援（生産活動・教養娯楽・地域交流など）を提供し
ています。
②施設入所支援
　 入所施設において利用者が自立した日常生活を営めるよう、夜間における住居の場を
提供しています。
③短期入所（ショートステイ）
　 在宅で生活をしておられる方の宿泊体験の場、介護者の疾病や冠婚葬祭・リフレッシュ
のための利用など様々な理由により、短期入所利用できます。
④日中一時支援
　 障害者（児）を日常的に介護している家族の一時的な休養のため、障害者（児）の日中
における活動の場を提供します。

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金

9:00～17:00

事業所の
特徴

　山と海に囲まれた自然豊かな環境の中で、重度の知的障害者の方々が生活を送ってい
ます。居室は、全室個室になっており、一人ひとりが心身共に豊かな生活が送れるよう、支
援をしています。また、利用者の状況に合った班別や運動療法、作業等を取り入れた活動
にも取り組んでいます。
　日常活動に加え、地域行事や施設行事を通じて、地域の方々との交流を積極的に図っ
ています。

日中活動・
イベント

   ・法人祭り
　 ・夏祭り
 　・餅つき　　　　　　　など

諸経費
・食事　　　　1日3食 1,400円 (朝 300円   昼・夕 550円)
・光熱費　　 12,000円/月　385円 (1日)

施設の外観 アイリンピック参加風景 夏祭りの風景

定員数 生活介護 35人、施設入所支援 30人、短期入所 7人

ＦＡＸ 　0835-27-3002

Ｅメール  yuai2001@houraikai.com

ホームページ http://houraikai.com/

短期入所／生活介護／施設入所支援／日中一時支援

住 所

〒747-0831
　防府市大字向島10079番地の42

電話番号 　0835-27-3001

ゆうあい

向島

ゆうあい
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【地図】

短期入所

住 所

〒747-0024
　防府市国衙五丁目9番27号

電話番号 0835-25-4780

■交通　防長バス　　国府中前バス停下車　徒歩３～５分

ＦＡＸ 0835-25-4781

Ｅメール comyupre@sirius.ocn.ne.jp

ホームページ

施設の外観 室内の風景 活動の風景

定員数 20人（空床利用型）

その他サービス

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～金

9：00～17：30

事業所の
特徴

　 全室個室でプライバシーが十分守られ、施設らしくない、木の香りがするホテルをイメー
ジするような建物です。
　 福祉施設でのショートステイ事業としては、日本で初めてと言える、医療強化型ショート
ステイ事業を行っています。
　 在宅での生活スタイルをそのままショートステイ中も行います。
　 在宅生活の延長線上にあるショートステイなので、在宅のサービス提供事業者の一つと
して、情報交換・提供をして他事業者と連携をし、在宅生活の質の向上に努めています。
　 一番の特徴は、24時間看護師が常駐していることで医療依存度の高い方の生活支援が
可能なことです。
　 経管栄養はもとより、気管切開、人工呼吸器装着者等の生活支援にも対応しています。
　 スタッフ一同が利用者中心にケア計画を立案し、心あるケアを進めています。

日中活動・
イベント

・なるべく自宅での生活を再現することを目標にさせていただき、そのほか本人や家族の
希望に応じ必要なケアを提供させていただきます。
・ラジオ体操（1日1回）、カラオケ、囲碁や将棋などのゲーム、笑いヨガ（月１）、クリスマス
会やフラダンスショーなど毎月の行事もあります。
・ショートステイ中に誕生日を迎えられた方には、手作りの誕生日ケーキで滞在者全員が
誕生日をお祝いします。

諸経費
居室テレビ視聴料、加湿器や吸引器の貸出料など、希望によって別途費用がかかる場合
があります。

コミュニティプレイス生きいき
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【地図】

その他 職員：管理人　1人　※入居相談はまず、事前に電話にて確認をお願いいたします。

相談対応日・
時間（まずは電話

にてお問合せくださ
い）

対応日

相談時間

月～土　　（日・祝日は不可）

9:00～17:00　（要電話）

事業所の
特徴

　 防府市の地域生活支援事業で、障害者の方が社会で生活するための入所施設です。
 　住宅の確保が困難な障害者の方の中で、日常生活において介助等を必要としない方が
対象となります。食事の提供や清掃業者への委託などを行っていませんので、炊事や洗
濯、掃除といった家事は個人で行っていただきます。働くことを前提に入所を考えている方
などに適しています。
　 現在入所されている方は防府病院のデイケアなどに参加されたりして過ごされていま
す。
　 また、近くに同法人が運営する防府病院があり、災害時等困った時の対応相談が受け
られます。
　 苦情受付については窓口を管理人としておりますが、ホーム内に意見箱も設置し、防府
病院内の委員会にて対応しています。
　 生活上の相談は入居者の状況に応じて管理人等がお受けいたします。また、月に一度
開催する自治会でも意見を述べることができます。

共同設備 調理室、談話室、浴室、洗面所、トイレ、洗濯所（ただし、2階の居室は調理設備あり）

諸経費
利用料：１ヶ月11,000円＋共益費・個室電気代　　（1階2階共通）

※生活上の相談などには管理人が随時応対いたします。

施設の外観 居室 談話室

定員数 10人

ＦＡＸ 0835-25-0097

Ｅメール tousenan@iris.ocn.ne.jp

ホームページ http://kiwakai.net/

福祉ホーム

住 所

〒747-0064
　 防府市大字高井10022番地の2

電話番号 0835-22-0759

■ 交通 右田バス停から徒歩１５分

きわの里
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【地図】

地域活動支援センター

住 所

〒747-0805
　防府市鞠生町12番2号

電話番号 0835-23-6625

ＦＡＸ 0835-25-2864

Ｅメール j-sintai@c-able.ne.jp

ホームページ http://www.yhwc.org/

営業時間 9：00～16：30

定休日 土、日、祝日、年末年始

定員数

施設の外観 室内の風景 活動の風景

主な
活動内容

①更生相談(生活、健康、福祉、医療)
②日常生活訓練(機能回復訓練、言語訓練)
③社会適応訓練(華道講座、民謡講座、カラオケ教室等)
④創作的活動(手芸講座、陶芸講座、創作教室等)
⑤スポーツ・レクリェーション(卓球教室、ゲートボール、ボッチャ、軽運動教室等)
⑥貸室業務(障害者・福祉関係団体等への部屋の貸出)
⑦その他講習会やイベントの開催
　・子ども手話教室・介護技術講習会・介護予防教室・まりふ福祉まつり
　・障害者やお年寄りの交通安全教室・点訳講習会年2回

送　迎

朝夕の無料送迎を行っています。自宅付近の幹線道路が送迎バスの乗降場所となります。ただし、
送迎バスの運行状況により、送迎ができない場合もありますので、利用の際はご相談ください。
迎え 8：15発(所要時間1時間程度）
送り15：30発(所要時間1時間程度）

昼　食 昼食代340円　(配食弁当） 入　浴 なし

事業所紹介

　障害のある人々に対し、自立に必要な各種の相談に応じるとともに、機能訓練、教養の向上、社会
との交流の促進及びスポーツ、レクリェーションのための便宜を総合的に提供します。また、創作的
活動又は生産活動の機会の提供や、社会との交流促進等の便宜を供与する地域活動支援セン
ターⅡ型の事業を実施し、障害者のある人が地域において自立した日常生活又は社会生活を営む
ことができるように、自助努力の達成を支援します。

◎利用について
　障害者手帳を持たれている方

諸費用

日中一時支援 無 対象 サービス提供時間

　利用料金　4時間未満 50円、４時間以上100円

保健センター

身体障害者福祉

センター

防府市役所
警察署

桑山中

防府駅

桑山

防府市身体障害者福祉センター
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yamaguchi-ctr@jeed.go.jp
http://www.jeed.go.jp

防府市岡村町３番１号

山口障害者職業
やまぐちしょうがいしゃしょくぎょう

センター

747-0803

E-mail
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

〒
0835-21-0569Fａｘ

障害者職業センター

Tel 0835-21-0520

　山口障害者職業センターでは、就職や職場復帰を目指す障害のある方、障害者雇用を検討している或いは雇
用している事業主の方等に対して、ハローワークや障害者就業・生活支援センターとの密接な連携のもと、支援・
サービスを提供しています。
　障害種類、障害者手帳の有無は問いません。

●事業所の特徴

作業支援室センターの外観 相談場面

●

防府駅みなとぐち（南口）から約900ｍ　徒歩約15分

●

※①②は、就職活動中、福祉サービス利用中、在職中、休職中、いずれの方も利用できます。

　どのような仕事に向いているか、職場に適応するために必要なことは何か等について、相談します（職業相
談）。
　必要に応じて、作業体験や各種検査等を行います（職業評価）。
　その上で、今後の方向性について、「支援計画（職業リハビリテーション計画）」を提案します。

職業準備支援

地図

職業相談／職業評価／支援計画の提案

■ 交通

主なサービスとそれぞれの特徴

＊以上のサービスについては、障害者職業カウンセラーや、それぞれの支援を担当する職員が対応させていただきます。

①

②

③

　自分の特性を理解し就職・復職に向けた準備をするために、職場に近い環境でのさまざまな作業体験や、就
職やコミュニケーションに関する講座等を行います。

　復職を目指したウォーミングアップと再休職予防のために、ストレス対処やコミュニケーション等に関するプロ
グラム活動を提供します。
　また、職場の方に対して、復職時の配慮事項等について相談します。
　※うつ病等メンタル疾患による休職中の方が利用できます。

リワーク支援（うつ病等による休職者の復職支援）

　専門スタッフ（ジョブコーチ）が職場を訪問し、障害のある社員に対して、作業理解や人間関係構築など、職
場に適応するための支援を行います。
　また、職場の方に対して、障害特性に応じた指導方法について相談します。
　※就職時、在職中、復職時、いずれのタイミングも利用できます。

ジョブコーチ支援

④
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【参考資料】 
 
障害福祉サービスを利用するときの手続き、流れについて 

 
○市役所障害福祉課での申請手続きが必要です。 

○申請受付後、聞き取り調査を行い、支給決定の会議で利用の判定をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※サービスを利用するときは、サービス等利用計画作成事業所が作成する 
「サービス等利用計画」が必要です。 

 

 

 

介護給付を希望する場合は、
医師の意見書や聞き取り 
調査をもとに、審査会で障害
支援区分の認定を行います。 

【相談】 
 

【サービス事業所の見学】 

利用の流れ 

 

 利用してみたいな 

④【支給決定】 
 
サービス等利用計画(案)を 
もとに市で支給決定会議を
行い、利用できるサービス
の種類や日数（回数）等を
決定します。 
決定通知書、受給者証を交
付します。 

②【聞き取り調査】 
 
市障害福祉課相談支援係の
保健師が、訪問等により、
家族の状況や通院状況、 
日常生活状況等について聞
き取り調査を行います。 
サービスの利用意向につい
て確認します。 
※居宅介護等の介護給付を
希望する場合は、障害支援
区分の認定が必要です。 

⑤【受け取り】 
 
決定通知書、受給者証等が
郵便で届きます。 
 
※申請から受け取りまで、概ね 

１か月程度かかります。 

【サービスの利用】 
 
事業所と契約をして、 
サービスを利用します。 

① 【申請】 
 
市障害福祉課 
(１号館１階 ⑤番窓口)で 
申請書を記入します。 
 
※障害者手帳をお持ちでない 

場合、診断書の提出等をお願い

する場合があります。 

｢サービス等利用計画｣
の作成を依頼する 
計画作成事業所を決
定します。 

計画作成事業所の
職員が、訪問や電
話等でご本人の状
態について確認
し、「サービス等利
用計画（案）」を作
成します。 

③【サービス等利用 
計画(案)の作成】 

計画作成事業所の職員
と事業所が、「サービス
利用担当者会議」を行
い、「サービス等利用計
画」を市に提出します。 

⑥【サービス利用担当者会議】 



 

 

１．障害福祉サービスについて     

（１）対象者 

     下記のいずれかに該当する人 

① 障害者手帳（身体・療育・精神障害者保健福祉）の交付を受けている人 

② 自立支援医療（精神通院医療）の適用を受けている人 

③ 医師意見書・診断書等により障害内容が確認できる人（身体障害者は除く） 

④ 難病患者等（特定疾患受給者証や医師の意見書が必要となります） 

 

（２）利用者負担 

原則として、利用者の自己負担はサービスにかかる費用の１割ですが、世帯の収入状況

等により、負担上限月額が設定されます。 

※ 地域相談支援給付事業、計画相談支援給付事業の利用者負担はありません。 

○ 利用者負担額表（障害者） 

区分 所得区分 負担上限月額（円） 

生活保護 生活保護世帯 0 

低所得 市町村民税非課税世帯 0 

一般① 市町村民税課税世帯（所得割１６万円未満） 

※２０歳以上の入所施設、グループホーム利用者を除く。 
9,300 

一般② 上記以外 37,200 

   ※ 世帯の範囲は障害者とその配偶者 

 

（３）サービスの種類・内容 

①地域相談支援給付事業（地域生活についての相談・訪問等の支援を行います） 

サービス種類 サービス内容 対象 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者、精神科病院に入院して

いる精神障害者、その他救護施設や更生施設等から地域における

生活に移行する障害者等に、住居の確保その他の地域における生

活に移行する為の相談その他必要な支援を行います。 

すべて 

地域定着支援 
居宅で単身等で生活している障害者に、常時の連絡体制を整え、

緊急事態等での相談・訪問を行います。 
すべて 

 

②計画相談支援給付事業（サービス等利用計画の作成等を行います） 

※ すべてのサービス利用対象者に実施されます。 

サービス種類 サービス内容 対象 

サービス利用支援 

障害者の心身の状況、その置かれている環境等を勘案し、利

用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画を作

成します。 

すべて 

継続サービス 

利用支援 

（モニタリング） 

サービス等利用計画が適切であるかどうかを一定期間ごと

に検証し、その結果等を勘案してサービス等利用計画の見直

しを行います。 

すべて 

 



 

 

 

 

③介護給付事業（日常生活上又は療養上必要な介護サービスを行います） 

サービス種類 サービス内容 対象 障害支援区分 

居宅介護 

（ホームヘルプ） 

自宅での食事、家事、通院等の介護援

助を行います。 
すべて 

区分 1以上 

（身体介助を伴う通院等介助に

ついては区分２以上） 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障

害もしくは精神障害により常に介護を

必要とする人に、自宅での介護や外出

時の移動支援などを総合的に行いま

す。 

すべて 区分４以上 

同行援護 

視覚障害により移動に著しい困難を有

する人に、外出時に同行し、移動に必

要な情報を提供するとともに、移動の

援護その他外出する際の必要な援助を

行います。 

身 

（視覚障害） 

 

不要 

（必要に応じて区分判定を行い

ます） 

 

行動援護 

知的障害又は精神障害により行動上著

しい困難が生じる人に、危険回避の為

に必要な援護、外出支援を行います。 

知・精 区分３以上 

重度障害者等 

包括支援 

常に介護を必要とする人で意思の疎通

を図ることが困難な方に、居宅介護等

複数のサービスを包括的に行います。 

すべて 区分６ 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅における介護者の疾病その他の理

由により、短期間、入所による支援を

行います。 

すべて 区分 1以上 

療養介護 

常に医療と介護を必要とする人に、医

療機関で機能訓練、療養上の管理、看

護、介護及び日常生活の世話を行いま

す。 

すべて 

区分５以上 

（医療的ケアの判定スコアが必

要な場合があります） 

生活介護 

常に介護を必要とする人に、昼間、障

害者支援施設等で入浴、排せつ、食事

の介護等を行うとともに、創作的活動

又は生産活動の機会を提供します。 

すべて 

50 歳未満：区分３以上 

（施設入所者は区分４以上） 

50 歳以上：区分 2 以上 

（施設入所者は区分３以上） 

施設入所支援 
施設に入所する人に、夜間や休日、入

浴や排せつ、食事の介護等を行います。 
すべて 

区分４以上 

（50 歳以上の場合は区分 3 以

上） 

※ 対象欄：身（身体障害）、知（知的障害）、精（精神障害）、難（難病患者等） 

※ 市内にはサービス提供事業者がないものもあります。 

 

 



 

 

 

 

④訓練等給付事業（リハビリや就労・生活訓練等を行います） 

サービス種類 サービス内容 対象 

自立訓練 

（機能訓練） 

自立した生活が送れるように、身体機能・生活能力の

維持・向上等の為の訓練を行います。 
すべて 

自立訓練 

（生活訓練） 

自立した生活が送れるように、生活能力の維持・向上

等の為の訓練を行います。 
すべて 

宿泊型自立訓練 

自立訓練（生活訓練）対象者で、日中に一般就労や障

害福祉サービスを利用している人に、地域での生活に

向けて、一定期間居住の場を提供し、生活能力等の維

持・向上の為の訓練を行います。 

すべて 

就労移行支援 
企業等へ就労を希望する人に、一定期間、就労に必要

な知識及び能力の向上の為の訓練を行います。 
すべて 

就労継続支援 

Ａ型 

企業等に就労することが困難な人で、雇用契約に基づ

き継続的に就労可能な 65 歳未満の人（利用開始が

65 歳未満）に就労場所の提供及び支援を行います。 

すべて 

就労継続支援 

Ｂ型 

企業等への雇用に結びつかなかった人や 50歳以上の

人で、生産活動に係る知識及び能力向上が期待できる

人に、就労場所の提供及び支援を行います。 

すべて 

就労定着支援 

生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援

の利用を経て、一般就労に移行した障害者の就労に伴

う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家

族との連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行い

ます。 

すべて 

自立生活援助 

障害者支援施設等から居宅での生活への移行を希望

する障害者等について、定期的な巡回訪問や随時の対

応等により、必要な情報の提供や助言、関係機関との

連絡調整等の支援を一定の期間にわたり行います。 

すべて 

共同生活援助 

（グループホーム） 

共同生活を行う住居で、主に夜間や休日に、相談や日

常生活上の援助を行います。 

入浴・排せつ又は食

事等の介護を伴う場

合は、障害支援区分

の認定手続が必要と

なることがありま

す。 

※ 市内にはサービス提供事業者がないものもあります。 

 

 

 



 

 

２ 地域生活支援事業について                     

障害者や障害児、難病患者等が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように

地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態で効果的かつ効率的なサービスを行うことが

できるように市町村毎に実施を定める事業です。 

本市においては、地域生活支援事業として下記の事業を実施しております。詳細は市障害

福祉課までお問合せください。 

 

（１）地域生活支援事業（防府市が実施しているもの）の種類・内容 

事業の種類 事業の内容 対象者 

相談支援事業 

障害者（児）や対象となる難病患者、その家族等

からの相談に応じ、様々な情報の提供や助言を行

ったり、各専門機関との連携等により支援を行い

ます。 

障害者（児）・ 

対象となる難病患者 

成年後見制度 

利用支援事業 

障害福祉サービス利用等の観点から、成年後見制

度の利用が有効と認められる重度の知的障害者

又は精神障害者に対し、成年後見制度の利用を支

援することにより、障害者の権利擁護を図りま

す。 

障害福祉サービスを利用し

ようとする重度の知的障害

者又は精神障害者で、必要経

費の一部について助成を必

要とする人 

意思疎通支援事業 

聴覚、言語機能、音声機能障害等により、意思疎

通を図ることが困難な障害者（児）に、手話通訳

や要約筆記等の方法により、意思疎通の仲介を行

います。また、視覚障害者に対し、音声市広報を

発行します。 

身体障害者手帳の交付を受

けた聴覚又は音声機能もし

くは言語機能障害を有する

障害者（児）・ 

視覚障害者 

日常生活用具 

給付等事業 

障害者（児）や対象となる難病患者に、ストーマ

や紙おむつ、特殊寝台、火災警報器、ネブライザ

ー等の自立支援生活用具の給付や貸与を行いま

す。 

身体障害者（児）・ 

対象となる難病患者 

※障害によって給付対象用

具は異なります 

移動支援事業 

屋外での移動が困難な障害者（児）や対象となる

難病患者が、社会生活上での外出や社会参加の為

の外出（通勤や通学等除く）を行う際、その移動

を支援します。 

屋外での移動が困難な 

障害者（児）・ 

対象となる難病患者 

地域活動支援 

センター機能強化

事業 

障害者（児）や対象となる難病患者に対し、創作

活動や生産活動の機会を提供し、交流活動の場を

提供する地域活動支援センターの機能の充実を

図り、障害者等の生活を支援します。 

障害者（児）・ 

対象となる難病患者 

日中一時支援事業 

障害者（児）の日中における活動の場を提供し、

障害者（児）を日常的に介護している家族の負担

軽減を図ることや、障害者（児）の一時的な保護

を目的としています。 

障害者（児）・ 

対象となる難病患者 



 

 

訪問入浴 

サービス事業 

自力での入浴が困難な在宅の全身性障害者や対

象となる難病患者に対し、事業者が訪問し、入

浴・清拭サービス等を提供する事業です。 

※介護保険適用の方は原則利用できません。 

自力での入浴が困難な 

在宅の身体障害者・ 

対象となる難病患者 

（障害児についても認定する

場合有） 

福祉ホーム事業 

住居を求めている障害者（常時介護者が必要な人

除く）が、低額料金で居室その他の設備を利用す

ることが可能な施設（福祉ホーム）を運営してい

る事業者に対し、助成を行います。 

家庭環境や住宅事情により

居宅生活が困難な障害者 

（常時介護が必要な人を除く） 

生活訓練事業 

視覚障害者、聴覚障害者に対し、日常生活・社会

生活に必要なことについて訓練・指導を受ける機

会を提供します。 

視覚障害者・聴覚障害者 

社会参加支援事業 

スポーツ・レクリエーション活動や芸術文化活動

等を通じ、障害者（児）の社会参加の促進を図り

ます。また、視覚障害者用の点字の市広報の発行

を行います。 

障害者（児）・ 

点字広報については 

視覚障害者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

移動支援 
 

 
 

事業所名 所在地 電話番号 FAX 番号 

防府市社会福祉事業団                     

ホームヘルパーセンター 
防府市天神一丁目 6 番 20 号 27-0210 23-3801 

サンキ・ウエルビィ 

介護センター防府栄町 

防府市栄町二丁目 2 番 29 号 

第一板村ビル 101 号室 
27-0737 38-5095 

ヘルパーステーション 

スマイルネット防府 
防府市大字佐野 152 番地の 1 27-6700 27-6560 

ニチイケアセンター周防 防府市三田尻三丁目 6 番 35 号 27-1530 27-1760 

有限会社防府 

ケア・サービス 
防府市警固町二丁目 6 番 10 号 22-2021 28-0166 

指定障害者支援施設 

ゆうあい 
防府市大字向島 10079 番地の 42 27-3001 27-3002 

サンキ・ウエルビィ 

介護センター防府 
防府市大字新田 600 番地の 5 27-0677 27-0688 

ふくしサービスセンター 

わかば 
防府市大字植松 1894 番地の 2 23-6764 23-6739 

訪問介護センター 

ながさわ 
山口市鋳銭司 3381 番地 083-986-3711 083-985-1221 

防府あかり園 

在宅介護支援センター 
防府市大字台道 1655 番地 32-0886 32-1839 

アス・ 

ヘルパーステーション 
山口市大市町 1 番 28 番 083-902-6667 083-902-6664 

２４時間介護サービス 

まごころ 
山口市大内長野 208 番地 083-927-8170 083-927-8170 

多機能型通所施設 

鳴滝園 
山口市下小鯖 1359 番地の 3 083-927-3838 083-927-5848 

 

 

 

 

訪問入浴  

  
事業所名 所在地 電話番号 FAX 番号 

ニチイケアセンター周防 防府市三田尻三丁目 6 番 35 号 27-1530 27-1760 

ツクイ山口 山口市大内御堀六丁目 2 番 5 号 083-934-7225 083-934-7234 

 

 

 

●地域生活支援事業所一覧 



 

 

● 日中一時支援について  

（１）日中一時支援とは 

 障害者（児）の日中における活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的

な訓練を行うなど、障害者（児）を日常的に介護している家族の負担軽減を図ることや、

障害者（児）の一時的な保護を目的としています。 

 

（２）日中一時支援利用方法 

 裏面の事業所一覧から希望する事業所に連絡をして、契約をしてください。 

 なお、サービスの利用に当たっては、サービス事業者に利用決定通知書を提示してくだ

さい。利用の際の契約等（希望日時、場所等）については各事業所に御相談ください。 

 

 

（３）防府市障害者日中一時支援事業単価表 

提供単位 提供単価 利用者負担 

4 時間以下     （0.25 日） 2,000 円 100 円 

 4 時間超 8時間以下 （0.5 日） 4,000 円 200 円 

８時間超      （0.75 日） 6,000 円 300 円 

 日中サービスとの併給 

※同一事業所で日中活動サービスの 

前後に利用した場合 

 

1,000 円 

 

50 円 

食事提供加算 １日最大 400円 20 円 

送迎加算 片道 500 円 25 円 

 

※利用者負担は原則提供単価の合計額の 0.5割です。（市民税非課税世帯の方は、利用者負

担はありません。） 

※食事提供があった場合は、世帯の市民税所得割額の合計額が 16 万円（障害児の場合は

28 万円）未満の世帯に加算されます。 

 

（４）支給量変更手続について 

 支給量の変更は、市障害福祉課への申請が必要になります。変更の適用は申請日の翌月

からになりますので、お早めに御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先 

防府市役所 障害福祉課 

TEL 0835-25-2338/ 0835-25-2967  

FAX 0835-25-2539 



 

 

●日中一時支援事業所一覧表 （令和４年３月 1 日時点） 

※市外の日中一時支援事業所については、上記以外にも登録がありますので、利用希望の施設

がある場合はお問い合わせください。 

地区 

（市内） 
事業所名 所在地 電話番号 

対象者 

障

害

者 

障

害

児 

牟礼 

防府市大平園 大字牟礼１０１１４番地の１ 0835-24-4665 〇 〇 

防府市なかよし園 大字牟礼１００８４番地の１ 0835-22-7667  〇 

児童デイサービス アンジュ 大字牟礼３５１番地 0835-28-8854  〇 

右田 児童デイサービス つぐみ右田 大字高井６４７番地の２ 0835-28-7540  〇 

玉祖 てんま 大字佐野１３０８番地の１ 0835-28-9267 ○  

松崎 

ミライエ 楽さん家 東松崎町４番１６号 0835-27-4778  〇 

こども発達支援事業所 ミラサーチ楽さん家 迫戸町２番４６号 0835-28-9121  〇 

こども療育スポット キャンバス 緑町一丁目７番２３号 0835-28-1716  〇 

佐波 
児童デイサービス つぐみ防府 千日二丁目５番１２号 0835-28-7652 〇 〇 

エルモ 千日二丁目５番１２号 0835-28-1053 〇  

勝間 子ども発達サポート どんぐり 東三田尻一丁目１番３５号 0835-23-3536  〇 

華浦 

防府市わかくさ園 鞠生町１２番２号 0835-23-6625 〇 〇 

KID ACADEMY SPORTS 防府校 自力町４番１７号 0835-38-3366  〇 

センメイハイツ 三田尻二丁目９番８号 0835-28-3844 ○ ○ 

新田 
こどもデイサービス ひまわり 大字新田１７８４番地の５ 0835-24-6006  〇 

こどもデイサービス たいよう 大字新田１７８４番地の２ 0835-28-7380  〇 

向島 指定障害者支援施設  ゆうあい 大字向島１００７９番地の４２ 0835-27-3001 〇 〇 

中関 

みらくる 楽さん家 大字浜方６９９番地の６０ 0835-28-8585  〇 

フィールド 大字田島１２２４番地 080-3898-3033  〇 

子ども発達支援てだのふあ 大字田島５２７番地の２ 0835-28-9421  〇 

障害福祉（放課後等デイ）サービス あゆみの里 大字浜方１６９番地の１ 0835-24-5075 〇 〇 

華城 

ふくしサービスセンターわかば 大字植松１８９４番地の２ 0835-23-6764 〇 〇 

子どもと家庭の療育ステーション 放課後りぷらす 東仁井令町２４番１号 090-4108-4888  〇 

子どもと家庭の療育ステーション りぷらす 西仁井令一丁目２番４６号 0835-38-4888  〇 

市外 

クロスロードコア 山口市鋳銭司字矢田５７３４番地３ 083-985-0515 〇 〇 

アス･ライフ 山口市駅通り一丁目３番１０号 083-941-5656 〇 〇 

子ども発達支援センター愛 （小学校低学年まで） 山口市富田原町１番５０号 083-933-1070  〇 

フォァ・アス 山口市中園町８番６号 083-923-5002  〇 

鳴滝園（障害児は身体障害を除く） 山口市下小鯖１３５９番地３ 083-927-3838 〇 〇 

障害者支援施設 ひらきの里 山口市仁保中郷４３番地 083-929-0312 〇  

はあと f＋j小郡南 山口市小郡花園町５番１０号 083-973-1111  〇 

フリースペース 和の家 山口市秋穂西１２６７番地 083-984-3742 ○  

日の山のぞみ苑 宇部市大字東岐波１４５１番地１ 0836-59-2411 〇  

ひだまり 宇部市海南町２番５８－１号  0836-21-1552 〇 ○ 


