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＜あいサポート運動シンボルマーク＞ 

（あいサポーターが身に着けるマーク） 

＜サポートマーク＞ 

（障害者（児）が身に着けるマーク） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

区   分 障害者差別解消法 あいサポート運動 

対   象 一般私人までを対象としていない 県民を対象とした県民運動 

キーワード 合理的配慮 ちょっとした手助けや配慮 

理念・目標 共生社会の実現 
 
共生社会を実現しようとする理念・目標は同じ 

共生社会：障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら生きる社会 

「あいサポート運動」が実践できれば、「障害者差別解消法」の目的も果たせます 

 
 
 

 

 誰もが、様々な障害の特性、障害のある方が困って

いること、障害のある方への必要な配慮などを理解し

て、障害のある方に対してちょっとした手助けや配慮

を実践し、誰もが暮らしやすい社会（共生社会）を皆

さんと一緒につくっていく運動です。 

◇「あいサポート運動」について 

＜あいサポート運動シンボルマーク＞ 

＜サポートマーク＞ 

＜「サポートマーク」とは？＞ 

 あいサポート運動が、障害のある方にとって、よりき

め細やかな運動となるよう、内部障害・聴覚障害・発達

障害・高次脳機能障害のある方、義足や人工関節を使用

している方など「外見からは援助を必要としていること

が分からない方」が、援助を得やすくなるよう、身に着

けることで援助を必要としていることを示すマークで

す。（県がキーホルダーとして作成し、配布しています。） 

 なお、ヘルプマークは、妊娠初期の方等を含めて、周

囲の方に配慮を必要としていることを知らせるマークで

す。 

「「障害者差別解消法」（※）と「あいサポート運動」とは 

＜ヘルプマーク＞ 



 

 

◇障害者差別解消法について 

○障害者差別解消法とは 

 障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつ

くることを目指し、平成 28 年 4 月１日に施行されました。 
 

○法のポイント（障害を理由とする差別） 

 「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」は「障害を理由とする差別」とな

り、禁止されます。 

※ 法改正により、事業者による合理的配慮の提供が、努力義務から法的義務に強化さ

れました（改正法公布の日（令和３年６月４日）から３年以内に施行）。 

「不当な差別的取扱い」 

 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、

条件を付けたりするような行為をいいます。 

「合理的配慮の提供」 

 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要と

しているとの意思が伝えられた場合に、負担が重すぎない範囲で対応することを合理

的配慮といいます。 

 負担が重すぎる場合でも、障害のある人に、その理由を説明し、別のやり方を提案

することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。 

 合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。 
 

○社会的障壁とは ～ 社会の中にあるバリア 

 障害者にとって日常生活や社会生活の上で障壁となるような社会における事物、制度、

慣行、観念その他一切のものをいいます。 

 （例）・道路の段差等 

・難しい言葉で書かれた書類、手話通訳や要約筆記の無い講演会等 

・障害のある人への偏見など 
 

○雇用部門については 

 募集・採用や賃金、配置、昇進等、雇用の分野における差別については、相談や紛争

解決の仕組みを含め障害者雇用促進法に定めるところによります。 
 

○相談窓口は 

 ・行政機関等職員の対応等からの差別は各行政機関窓口（国・県・市町） 

 ・民間事業者からの差別は各市町村相談窓口           

  で相談を受け付けています。 

 不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供 

行政機関等 
 不当な差別的取扱いは禁止

されています 

 障害者に対し合理的配慮を行わ

なければなりません 

事業者 
不当な差別的取扱いは禁止

されています 

 障害者に対し合理的配慮を行わ

なければなりません（※） 

努力義務 
  
法的義務 

 

法的
義務 
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利用上の注意 

・県以外の各機関が所管する制度については、すべてを網羅できていない場

合がありますので、御利用に当たっては御留意をお願いします。                         

・手引きの記載内容は変更がある場合がありますので、申請等を行う場合に

は必ず各利用窓口に御確認ください。   
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１ 手帳制度 

制度・事業名等 身体障害者手帳 

 対 象 者  身体障害者(児) 窓 口 等  市町障害福祉担当課 

   
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方に対して交付されま

す。手帳の交付により、補装具費、自立支援医療費（育成医療、更生医療）の支給などの

障害者総合支援法上のサービスや、税の減免、ＪＲ運賃の割引等を受けることができます。 

 ※ 各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い認定を受ける必要があ

ります。 

 
◆ 身体障害の種別 

  ・視覚障害、聴覚又は平衡機能障害 

・音声・言語又はそしゃく機能障害 

 ・肢体不自由 

 ・内部障害（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害）  

  

◆ 障害の程度 

・１～７級（手帳交付の対象は６級まで） 

  ＊障害の等級によりサービスや援助の内容が異なります。 

  
◆ 申請手続き 

①  身体障害者診断書の作成・交付 

  身体障害者診断書の作成は、県が指定した医師が行うことになっています。指定さ

れた医師に受診を受け、診断書を作成・交付してもらうことが必要です。 

＊診断書の様式は、市福祉事務所、町障害福祉担当課にあります。指定医師の確認も

併せて市町窓口で問い合わせてください。 
 

  ② 提出書類 

・身体障害者手帳交付申請書(新規申請の場合) 

・写真２枚 

・身体障害者診断書 

＊交付申請書の様式は、市福祉事務所、町障害福祉担当課にあります。 

 また、山口県ホームページからダウンロードもできます。 

  ＊１５才未満の児童の場合は、保護者が代わって申請します。 
 

③ 身体障害者手帳の交付 

身体障害者手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。 
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制度・事業名等 療育手帳 

対 象 者  知的障害者(児) 窓 口 等  市町障害福祉担当課 

                 

療育手帳は、知的障害のある方や家族に対して、様々な行政機関や相談機関などにより

一環した相談・支援を行うとともに、交通機関の運賃割引、税の減免等の手続きの際の便

宜を図ること等を目的として交付されます。 

  ※各サービスを受ける際には、それぞれ要件があり、申請を行い認定を受ける必要があ

ります。 

 

◆ 障害の程度 

    障害の程度によりＡ（重度）とＢ（その他）があります。 

  

◆ 申請手続き 

 ①  申請書の提出（申請） 

   居住地の市町障害福祉担当課に申請してください。 
 

  ② 判定 

      市町障害福祉担当課で申請の手続きを行った後、療育手帳交付のための判定を行い

ます。 

＊１８歳未満の方は児童相談所（中央、岩国、周南、宇部、下関、萩）で判定を行い

ます。 

       ・中央児童相談所：TEL 083-902-2189（山口市吉敷下東4丁目17-1） 

・岩国児童相談所：TEL 0827-29-1513（岩国市三笠町1丁目1-1） 

       ・周南児童相談所：TEL 0834-21-0554（周南市慶万町2-13） 

・宇部児童相談所：TEL 0836-39-7514（宇部市琴芝町 1 丁目 1-50） 

       ・下関児童相談所：TEL 083-223-3191（下関市貴船町3丁目2-2） 

       ・萩児童相談所        ：TEL 0838-22-1150（萩市江向531-1） 

＊１８歳以上の方は山口県知的障害者更生相談所で判定を行います。 

       ・知的障害者更生相談所：TEL 083-902-2673（山口市吉敷下東4丁目17－1） 

＊判定日・場所等については、市町障害福祉担当課からお知らせします。 
 

③ 療育手帳の交付 

      療育手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由してお渡しします。 
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制度・事業名等 精神障害者保健福祉手帳 

対 象 者  精神障害者 窓 口 等  市町障害福祉担当課 

                  
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健福祉法に定める程度の障害がある方に対して 

 交付されます。手帳の交付により、税制上の優遇措置、公共施設利用料の減免、生活 

 保護の障害者加算などのサービスを受けることができます。 

  

 ◆ 対象 

  ・精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方。 

  ・統合失調症、気分（感情）障害、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質性精

神障害、発達障害、その他の精神疾患が対象。（知的障害は対象外） 

  

 ◆ 障害の程度 

  ・１～３級 

   ＊障害の等級によりサービスや援助の内容が異なります。 

  

 ◆ 申請手続き 

  ①  交付申請の手続き 

   ・申請窓口は、居住地の市町障害福祉担当課 

    ・申請者は精神障害者本人 

   ・申請手続きの代行は可 

・申請の際には、個人番号確認、身元確認等が必要 
 

  ② 提出書類 

   ・交付申請書 

   ・添付書類（ア、イ、ウのいずれか） 

    ア）医師の診断書（初診日から６か月を経過した日以降のもの） 

    イ）年金証書（精神障害によるもの）の写し、直近の年金振込通知書又は年金支

払通知書の写し及び同意書 

    ウ）特別障害給付金受給資格者証（精神障害によるもの）の写し、直近の国庫金

振込通知書の写し及び同意書 

・写真１枚 

   ＊申請書等の様式は、市町障害福祉担当課窓口にあります。 

    また、山口県（山口県精神保健福祉センター）ホームページからダウンロードも

できます。 
 

   ③ 精神障害者保健福祉手帳の交付 

       精神障害者保健福祉手帳は県が交付しますが、市町障害福祉担当課を経由して 

   お渡しします。 
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２ 相談事業等 

制度・事業名等 相談員制度／総合相談事業 

 

 更生援護等についてのご相談は、市町障害保健福祉担当課、県身体障害者更生相談所、

県健康福祉センターなど行政機関で行っていますが、ここでは地域に身近な相談員制度

と相談事業を掲載しています。 

 

◆ 相談員制度  

  身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に基づき設置されている身近な制度として、身

体障害者相談員と知的障害者相談員があります。 

秘密は厳守されますので、遠慮なく相談してください。 

（＊相談員の連絡先等は各市町でご確認ください。） 
 

①  身体障害者相談員 

身体障害者の更生援護の相談に応じるとともに、地域活動の推進などの活動を行っ

ています。 
 

 ②  知的障害者相談員 

知的障害者の更生援護の相談に応じ必要な指導等を行うとともに、関係機関の円滑

な業務への協力や普及活動などを行っています。 
 

  

◆  障害者１１０番運営事業＜障害者ホットライン＞  

  ① 対 象 者 

身体障害者、知的障害者、精神障害者 
 

  ②  利用窓口 

山口県障害者社会参加推進センター 

    （山口市大手町9-6 ゆ～あいﾌﾟﾗｻﾞ内 TEL 083-928-5580） 
 

  ③  サービス・制度の概要 

  相談窓口を設置し、電話等による各種相談及び人権等専門相談に応じています。 

＊相談日時 平日10:00～16:00 

水曜日、土曜日、日曜日、祝祭日、夏季休暇(8/13～8/15)、年末年始(12/29

～1/3)はお休みです。 
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◆ 指定相談支援事業（一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援） 

① 対 象 者 

身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児 
 

②  利用窓口 

指定相談支援事業所（一般相談支援、特定相談支援、障害児相談支援） 
 

③ サービス・制度の概要 

・指定一般相談支援事業 

障害者支援施設などに入所している方などが、地域生活へ移行するための支援や

ひとり暮らしをしている方などの夜間や緊急時の支援を行います。 

・指定特定相談支援事業 

障害のある方が障害福祉サービスを利用する前にサービス等利用計画を作成し、

一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。 

・指定障害児相談支援事業 

障害のある児童が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、

一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。 
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制度・事業名等 専門的な相談支援 

 

◆ 発達障害者支援センター運営事業 

    自閉症児（者）をはじめとする発達障害児（者）等に対する相談支援、発達支援、就

労支援や関係機関・施設等への情報提供や研修などの活動を行っています。 

 

①   利 用 者  発達障害児（者）、家族等 
 

②   利用窓口 

電 話 番 号 所在地・電話番号 

山口県発達障害者支援センター まっぷ 

(社会福祉法人「ひらきの里」) 

山口市吉敷下東4丁目17-1 

（山口県福祉総合相談支援センタ－内） 

TEL 083-902-2680 

    ＊相談日時 月～金（祝日、年末年始は除く）9：15～12：00、13：00～16：30 
 

③  活動内容 

・自閉症をはじめとする発達障害に関する様々な問題について、発達障害児(者)、

家族、関係機関からの相談に応じ、助言や情報を提供 

・相談のあった発達障害児（者）に対して、関係機関との連携による支援活動 

・関係施設職員等への情報提供や研修の実施など 

 

◆ 高次脳機能障害支援普及事業 

   高次脳機能障害に対する支援体制を整備するため、専門的な総合相談窓口を設置して

の相談支援、高次脳機能障害への正しい理解を促進するための普及啓発、医療・福祉等

関係機関との地域支援ネットワークの充実などに取り組んでいます。 

 

①   相談窓口  

施 設 名 所在地・電話番号 

山口県立こころの医療センター 宇部市東岐波4004-2 : TEL 0836-58-1218 

＊受付時間 月～金（祝祭日は除く）9:00～17:00 
 

②  対 象 者  当事者、家族、関係機関等 
 

  ③  相談内容 

・当事者及び家族の高次脳機能障害に関する様々な悩みや心配ごと 

・医療機関、福祉サービス等の情報提供、紹介 

・関係機関に対する助言指導 
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◆ 身体障害者補助犬相談窓口 

    補助犬使用者や受け入れ側施設からのトラブル等の相談について、下記の窓口で受け

付けています。 
  

身体障害者補助犬相談窓口一覧 

相談窓口 所 在 地 電話番号 

山口県障害者支援課 山口市滝町1-1 083-933-2765 

下関市障害者支援課  下関市南部町１-1 083-231-1917 

  

◆ 医療的ケア児支援センター運営事業 

    医療的ケア児とその家族が地域で安心して生活できるよう、相談対応や情報提供、関

係機関等との連絡調整等を行っています。 

①   利 用 者  医療的ケア児とその家族、関係機関等 
 

②   相談窓口  

相談窓口 所 在 地 電話番号 

山口県東部医療的ケア児支援センター 周南市久米752番地4 0834-34-6330  

山口県西部医療的ケア児支援センター 下関市生野町2丁目29-3 083-252-2227 

    ＊相談日時 月～金（祝日、年末年始は除く）9:00～16:00 

③   業務内容 

・医療的ケア児とその家族等への相談対応、情報提供・助言 

・関係機関等との連絡調整、地域支援、情報提供等 
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◆ 障害者の虐待に関する相談等窓口  

    各市町の虐待防止センターや山口県障害者権利擁護センターでは、養護者や障害者福

祉施設従事者、使用者等から虐待を受けた場合の相談・通報を受け付けています。 
 
相談・通報窓口一覧 

市町名 運   営 電話番号 

下関市 下関市障害者虐待防止センター 083-231-1959 

宇部市 
宇部市障害者虐待防止センター 

（宇部市地域福祉課内） 
0836-34-8393 

山口市 
山口市障がい者虐待防止センター 

（山口市障がい福祉課内） 

083-934-2988 

083-934-2794 

萩市 萩市福祉支援課 0838-25-3523 

防府市 
防府市障害者虐待防止センター 

（防府市障害福祉課内） 
0835-25-2121 

下松市 
下松市障害者虐待防止センター 

（下松市福祉支援課内） 
0833-45-1835 

岩国市 
岩国市地域包括支援センター 0827-29-2566 

岩国市障害者支援課 0827-29-2522 

光市 光市福祉総務課 0833-74-3001 

長門市 
長門市障害者虐待防止センター 

（長門市地域福祉課内） 
0837-23-1243 

柳井市 

周防大島町 

上関町 

田布施町 

平生町 

柳井圏域障害者虐待防止センター 0820-52-2678 

柳井市社会福祉課 0820-22-2111 

周防大島町福祉課（身体・知的） 0820-77-5505 

周防大島町健康増進課（精神） 0820-73-5504 

上関町保健福祉課 0820-62-0184 

田布施町町民福祉課 0820-52-5810 

平生町町民福祉課 0820-56-7113 

美祢市 
美祢市障害者虐待防止センター 0837-54-0039 

美祢市福祉課 0837-52-5227 

周南市 周南市障害者支援課 0834-22-8463 

山陽小野田市 
山陽小野田市障がい者虐待防止センター 

（山陽小野田市障害福祉課内） 
0836-82-1170 

和木町 和木町地域包括支援センター 0827-52-2196 

阿武町 
阿武町障害者虐待防止センター 

（阿武町健康福祉課内） 
08388-2-3115 

山口県 
山口県障害者権利擁護センター 083-902-8300 

山口県障害者支援課 083-933-2764 
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制度・事業名等 就労分野の主な相談支援機関 

 

◆ ハローワーク（公共職業安定所）  

    専門の職員・相談員を配置し、求職申し込みから就職後のケアまで一貫した職業紹介、

就業指導等を行っています。（障害者に限定した求人のほか、一般の求人に応募いただ

くことも可能） 

    また、ハローワークでは、障害者を対象とした就職面接会も実施されています。 

 ハローワーク山口 TEL 083-922-0043 山口新卒応援ハローワーク TEL 083-973-8080 

ハローワーク下関 TEL 083-222-4031 ハローワークプラザ下関 TEL 083-231-8189 

 ハローワーク宇部 TEL 0836-31-0164  ハローワーク防府 TEL 0835-22-3855 

 ハローワーク萩    TEL 0838-22-0714  ﾊﾛｰﾜｰｸ萩長門分室 TEL 0837-22-8609 

 ハローワーク徳山  TEL 0834-31-1950  ハローワーク下松 TEL 0833-41-0870 

 ハローワーク岩国 TEL 0827-21-3281  ハローワーク柳井  TEL 0820-22-2661 

                                           
  
◆ 山口障害者職業センター 

    障害のある方や事業主に対し、ハローワークとの連携のもとに、就職に向けた相談か

ら就職後のフォローアップまでの一連の支援を行っています。 
 

① 内容 

職業相談・評価、就職・復職・職場定着のための支援計画の提案（職業適性検査）、

職業準備のための通所プログラム（職業準備支援）、復職準備のための通所プログラ

ム（リワーク支援）、職場定着のための専門スタッフの職場への派遣（ジョブコーチ

支援）、障害者を雇用する職場に対する相談・研修、就労支援を行う関係機関に対す

る相談・研修 
 

  ② 所在地等 

      防府市岡村町３－１  TEL 0835-21-0520  FAX 0835-21-0569 
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◆ 障害者就業・生活支援センター 

    就職や職場への定着が困難な障害のある方を対象として、身近な地域で、雇用、福祉、

教育等の関係機関との連携を図り連絡調整等を積極的に行いながら、就業及びこれに伴

う日常生活、社会生活の支援を一体的に行っています。 

 

① 内容 

・就業と就業に伴う日常生活上の問題についての助言や援助 

・事業主に対する障害者の就職後の助言等 

・障害者職業センターによる職業準備訓練や事業主による職場実習の斡旋 

・障害者雇用支援者に対する情報提供、研修 

・生活支援担当者による家庭訪問による相談支援及び関係機関との情報交換等 
 

④  実施機関 

圏域       事業実施機関   所在地   電話番号 

岩国／柳井 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ 蓮華   岩国市   0827-28-0021 

周 南 障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ワークス周南         周南市   0834-33-8220  

山口・防府 鳴滝園障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ デパール   山口市   083-902-7117  

宇部・小野田 光栄会障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ   宇部市   0836-39-5357 

下 関 なごみの里障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ   下関市   083-262-2116 

長門／萩 
ふたば園障害者就業・生活支援ｾﾝﾀｰ ほっ
とわーく 

萩 市   0838-21-7066 
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３ 日常生活・地域生活の援助サービス 

制度・事業名等 補装具費の支給 

 

◆ 利 用 者 

補装具を必要とする身体障害者（児）及び難病患者等 

＊難病患者等については、政令に定める疾病に限る。 

 

◆  利用窓口   

市町障害福祉担当課       

  ＊支給を希望する場合には、所定の申請書に、医師の意見書・課税証明書（源泉徴収

票）・希望する補装具の取扱業者の見積書を添え、居住する市町障害福祉担当課に

申請してください。 

 

◆  サービス・制度の概要 

身体障害者（児）等で、失われた部位や部分を補って必要な身体機能を得るための補

装具費が支給されます。 

  【補装具の種類】 

     ○視覚障害者のための 

    ・視覚障害者安全つえ   ・義眼   ・眼鏡   

   ○聴覚障害者のための 

    ・補聴器  ・人工内耳用音声信号処理装置（修理のみ） 

   ○肢体不自由者のための 

    ・義肢  ・装具  ・座位保持装置  ・車椅子  ・電動車椅子 

    ・歩行器 ・歩行補助つえ  ・座位保持椅子（児童のみ） 

     ・排便補助具（児童のみ）  ・起立保持具（児童のみ） 

    ・頭部保持具（児童のみ） 

     ○重度障害者のための 

       ・重度障害者用意思伝達装置 
  
◆  費用負担 

世帯の所得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。ただし、負担上限

月額よりも基準額に10／100を乗じて得た額(１割負担額)の方が低い場合は、１割負担

となります。 

区分                   世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯          ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

一般 市町村民税課税世帯  ３７，２００円 

    ※一定所得以上の場合は、補装具費の支給対象外となります。 
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制度・事業名等 
身体障害者（児）、知的障害者（児）、精神障害者、難病患者等への

日常生活用具の給付・貸与 

   
障害者等に対し、日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図

ります。 

 

◆  利用窓口  

市町障害福祉担当課 
 

◆ 用具の種目等 

    ※費用負担については、実施主体である市町が定めます。 

区分 種 目 対 象 者 

介 

護 

・ 

訓 

練 

支 

援 

用 

具 

・特殊寝台 

・特殊マット 

・特殊尿器 

・入浴担架 

・体位変換器 

・移動用リフト 

・訓練いす(児のみ） 

・訓練用ベッド(児のみ） 

下肢又は体幹機能障害 

 

自 

立 

生 

活 

支 

援 

用 

具 

・入浴補助用具 

・便器 

下肢又は体幹機能障害 

・頭部保護帽 

・Ｔ字状・棒状の杖 

・移動・移乗支援用具 

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能

障害 

・特殊便器 上肢障害 

・火災警報機 

・自動消火器 

障害種別に関わらず火災発生の感

知・避難が困難 

・電磁調理器 

・歩行時間延長信号機用小型送信機 

視覚障害 

・聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害 

在
宅
療
養
等
支
援
用
具 

・透析液加温器 腎臓機能障害等 

・ネブライザー（吸入器） 

・電気式たん吸引器 

呼吸器機能障害等 

・酸素ボンベ運搬車 在宅酸素療法者 

・盲人用体温計（音声式） 

・盲人用体重計 

視覚障害 
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情 

報 

・ 

意 

思 

疎 

通 

支 

援 

用 

具 

 

・携帯用会話補助装置 音声言語機能障害 

・情報・通信支援用具 上肢機能障害又は視覚障害 

・点字ディスプレイ 盲ろう、視覚障害 

・点字器 

・点字タイプライター 

・視覚障害者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ 

・視覚障害者用活字文書読上げ装置 

・視覚障害者用拡大読書器 

・盲人用時計 

視覚障害 

・聴覚障害者用通信装置 

・聴覚障害者用情報受信装置 

聴覚障害 

・人工喉頭 喉頭摘出者 

・福祉電話（貸与） 聴覚障害又は外出困難 

・ファックス（貸与） 聴覚又は音声機能若しくは言語機能

障害で、電話では意思疎通困難 

・視覚障害者用ワードプロセッサー 

  （共同利用） 

・点字図書 

視覚障害 

排
泄
管
理
支
援
用
具 

・ストーマ装具 

（ストーマ用品、洗腸用具） 

・紙おむつ等（紙おむつ、サラシ・

ガーゼ等衛生用品） 

・収尿器 

 

 

ストーマ造設者 

高度の排便機能障害、脳原性運動機

能障害かつ意思表示困難者 

高度の排尿機能障害 

居
宅
生
活
動
作

補
助
用
具 

・住宅改修費 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期非

進行性脳病変 
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制度・事業名等 障害福祉サービス事業（居宅サービス）     ＊自立支援給付 

 

◆ 居宅介護（ホームヘルプ）、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括

支援 

    自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行い、支給決

定を受ける必要があります。 

 

① 利 用 者 障害者及び障害児 
 

② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

区 分 サ ー ビ ス の 内 容 対象となる方 

居宅介護 
身体介護（入浴、排せつ、食事等の介護） 

家事援助（調理、洗濯、掃除等の援助） 
障害者、障害児 

重度訪問

介護 

入浴、排せつ、食事等の介護 

外出時における移動中の介護 

重度の肢体不自由者又

は重度の知的障害者若

しくは精神障害により

行動上著しい困難を有

する障害者であって、常

時介護を要する方 

同行援護 

移動時及び外出先において必要な視覚的情報

の支援、移動の援護 

排せつ・食事等の介護その他外出する際に必

要となる援助 

視覚障害により、移動に

著しい困難を有する障

害者等 

行動援護 

行動する際に生じうる危険を回避するため

に、必要な援護、外出時における移動中の介

護、排せつ、食事等の介護 

知的障害又は精神障害

により行動上著しい困

難を有する障害者又は

障害児であって、常時介

護を要する方 

重度障害

者等包括

支援 

障害福祉サービスを包括的に提供し、生活全

般にわたる援助 

常時介護を要する障害

者又は障害児であって、

その介護の必要の程度

が著しく高い方 
 

④  利用者負担（Ｐ53～54参照） 

所得に応じて、負担上限月額（0～37,200円）が設定され、ひと月に利用したサー

ビス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町障害福祉担当課

で御相談ください。  
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 制度・事業名等 
障害福祉サービス事業（通所サービス（介護・訓練）） 

＊自立支援給付 

 

◆  生活介護 

自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行い、障害支

援区分の認定と支給決定を受ける必要があります。 
 

① 利 用 者 ・障害支援区分が区分３（障害者支援施設等に入所する場合は区分４）     

以上である者 

・年齢が５０歳以上の場合は、障害支援区分が区分２（障害者支援施設

等に入所する場合は区分３）以上である者 
 

②  利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

常に介護を必要とする人に、昼間、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。 
 

④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。 

 

◆  自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行い、障害支

援区分の認定と支給決定を受ける必要があります。 
 

① 利 用 者 ・機能訓練 

地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一

定の支援が必要な身体障害者 

・生活訓練 

地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が

必要な知的障害者、精神障害者 

・宿泊型自立訓練 

生活訓練の対象者のうち、日中、一般就労や障害福祉サービスを利用

している者等であって、一定期間、居住の場を提供して帰宅後におけ

る生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障

害者・精神障害者 
 

②  利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の

向上のために必要な訓練を行います。 
 

④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。  
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制度・事業名等 
障害福祉サービス事業（通所サービス（就労系サービス）） 

＊自立支援給付 

 
◆ 就労移行支援 

自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があ

ります。 
 

  ① 利 用 者 就労を希望する障害者 
 

② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

就労を希望する障害者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労

に必要な知識及び能力の向上のため必要な訓練等の便宜を供与します。 
 

④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。 

  

◆ 就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 
  自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があ

ります。 
 

① 利 用 者 一般就労の困難な障害者 
 

② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対し、就労の機会を提供するとと

もに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のため

に必要な訓練等の便宜を供与します。（Ａ型＝雇用型・Ｂ型＝非雇用型） 
 

④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。 

 

◆ 就労定着支援 
  自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があ

ります。 
 

① 利 用 者 就労移行支援や就労継続支援などを利用して一般就労した障害者 
 

② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

一般就労した障害者に対し、一般就労の継続を図るため、事業主、障害福祉サービ

ス事業者、医療機関その他の関係者との連絡調整等の便宜を供与します。 
 

 ④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。  



 

- 17 - 

制度・事業名 
 障害福祉サービス事業（居住サービス） 

＊自立支援給付 

 

◆ 短期入所（ショートステイ） 

    自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があ

ります。 
 

① 利 用 者 在宅障害者、在宅障害児 
 

② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

在宅の障害者（児）を介護している方が、出産、病気、介護疲れ、旅行等のため一

時的に介護できなくなったときに、短期入所事業所で一時的に預かり介護等のサービ

スを提供します。 

   利用の期間等、利用にあたっての詳細については、利用窓口にご相談ください。 
 

④ 利用者負担 

 Ｐ５３～５４を御確認ください。 
 
◆  共同生活援助（グループホーム） 

 自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があ

ります。 
 

 ①  利 用 者 障害者 
 

  ②  利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

  ③  サービス・制度の概要 
共同生活住居において、入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の支援

（食事の提供、金銭管理の援助）などのサービスを通じて、地域における自立生活を

支援します。 
 

④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。 
 

◆ 自立生活援助 
  自立支援給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用の申請を行う必要があ

ります。 
 

① 利 用 者  

障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行し

た障害者等で、理解力や生活力等に不安がある者等 
 

② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

一人暮らしへ移行した障害者に対し、自立した地域生活を送れるよう、自宅を定期

的に訪問し、必要な助言や関係機関との連絡調整等のサービスを提供します。 
 

④ 利用者負担 

Ｐ５３～５４を御確認ください。  
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制度・事業名等 障害児通所支援事業             ＊障害児通所給付 

 

◆  児童発達支援 

   児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用

の申請を行う必要があります。 
 

①  利 用 者 障害児 
 

②  利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

③ サービス・制度の概要 

療 育 の 観 点 か ら 集 団 療 育 及 び 個 別 療 育 を 行 う 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 未 就 学 の 障

害児に対して、日常生活上の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適

応訓練等を行います。 
 

④ 利用者負担 

所得に応じて、負担上限月額（0～37,200円）が設定され、ひと月に利用したサー

ビス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町窓口で御相談く

ださい。 
 

◆ 医療型児童発達支援 

  児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用

の申請を行う必要があります。 
 

 ① 利 用 者 障害児 
 

 ② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

 ③ サービス・制度の概要 

   肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要と認め

られた障害児に対して、日常生活上の基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生

活への適応訓練並びに治療を行います。 
 

 ④ 利用者負担 

   所得に応じて、負担上限月額（0～37,200円）が設定され、ひと月に利用したサー

ビス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町窓口で御相談く

ださい。 
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◆ 放課後等デイサービス 

  児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用

の申請を行う必要があります。 
 

 ① 利 用 者 障害児 
 

 ② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

 ③ サービス・制度の概要 

   学校（幼稚園及び大学を除く）に就学している障害児に対して、放課後又は休業日

に生活能力向上のための訓練や社会との交流の促進等の支援を行います。 
 

 ④ 利用者負担 

   所得に応じて、負担上限月額（0～37,200円）が設定され、ひと月に利用したサー

ビス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町窓口で御相談く

ださい。 
 
◆ 居宅訪問型児童発達支援 

  児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用

の申請を行う必要があります。 
 

 ① 利 用 者 障害児 
 

 ② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

 ③ サービス・制度の概要 

   障害児が日常生活における基本的動作や知識技能を習得し、生活能力の向上を図る

ことができるよう、当該障害児の身体や精神の状況、その置かれている環境に応じて、

適切かつ効果的な指導及び訓練を行います。 
 

 ④ 利用者負担 

   所得に応じて、負担上限月額（0～37,200円）が設定され、ひと月に利用したサー

ビス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町窓口で御相談く

ださい。 
 
◆ 保育所等訪問支援 

  児童福祉法に基づく障害児通所給付の対象サービスです。市町障害福祉担当課に利用

の申請を行う必要があります。 
 

 ① 利 用 者 障害児 
 

 ② 利用窓口 市町障害福祉担当課 
 

 ③ サービス・制度の概要 

   保育所や小学校等の障害児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障害

児以外の児童との集団生活への適応のための支援等を行います。 
 

 ④ 利用者負担 

   所得に応じて、負担上限月額（0～37,200円）が設定され、ひと月に利用したサー

ビス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。詳しくは、市町窓口で御相談く

ださい。  
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制度・事業名等 その他の通所型サービス 

 

◆  障害者福祉作業所 

心身に障害がある方に対して、通所により、部品組立などの軽作業、人形などの手作

り作業など能力に応じた生産的な支援サービスを行います。 
 

  ① 利 用 者     身体・知的障害者 
 

② 利用窓口     市町障害福祉担当課 

 

 

 

制度・事業名等 障害児療育関連事業 

 

◆ 総合療育システム 

  ①  利 用 者 

    身体面、精神面に発達の遅れがある乳幼児 
 

  ②  利用窓口 

    市町保健センター、県健康福祉センター、児童相談所等の機関・施設 
 

  ③  サービス・制度の概要 

      乳幼児の身体面や精神面での発達の遅れや障害をできるだけ早く発見し、少しで 

も早い時期に治療、訓練、保育などを行い、その子供の発達を最大限促していくため、

医療、保健、福祉、教育などの関係機関がお互いに連携を図り、保護者と協力しあっ

て早期療育を進めています。 
 
 
 
 
 
 
 
   
      

 

  

 

在宅障害児療育 

支援実施機関等 
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◆  在宅障害児療育支援事業 

    在宅療育等に関する相談、指導等を行い、就学前の在宅障害児と家族への支援活動を

行っています。 
 

  ①  対 象 者 

      主に在宅の重症心身障害児、知的障害児及び身体障害児とその家族 
 

② 利用窓口・実施施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

所在地 事業所名 電話番号 所在地 

岩国市 岩国市療育センター 0827-24-0168 
岩国市室の木町3丁目6番

10号 

田布施町 
児童発達支援事業所たんぽぽ

の家 
0820-25-1010 

田布施町大字宿井字尾尻

1064番地2 

周南市 鼓ヶ浦つばさ園 0834-29-1435 周南市大字久米752番地4 

山口市 子ども発達支援センター愛 083-933-1070 山口市富田原町1番50号 

山口市 
子育て支援センターしらさぎ

キッズ小郡 
083-972-5722 

山口市小郡新町2丁目

7-15 

宇部市 
児童発達支援センターうべつ

くし園 
0836-43-7750 

宇部市あすとぴあ6丁目

11番21-4号 

下関市 下関市こども発達センター 083-233-9850 下関市幡生本町26番12号 

萩市 
子ども発達支援センターから

ふる 
0838-22-2877 萩市椿東4509番地1 
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制度・事業名等 意思疎通支援関連事業 

 

◆ 点訳奉仕員等養成事業 

  点訳又は音訳等に必要な知識や技術の習得のための研修を行い、これらの活動を行う

奉仕員を養成しています。 
 
① 対 象 者 

      点訳又は音訳等の活動を申し出た者のうち、実施団体等が適当と認めた者 
 
② 申込窓口 

区 分 団 体 名 所在地・電話番号 

音 訳 山口県盲人福祉協会 下関市関西町1-10：TEL083-231-7114 

点訳・音訳 山口県点字図書館 山口市後河原150-1：TEL083-922-0375 
  

市部では、市事業として実施していますので、 市障害福祉担当課にお問い合わせください。 

 

◆  手話通訳者養成事業 

  身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等を理解し、手話通訳に必要な手話語

彙及び手話表現技術を習得した、手話通訳者を養成しています。 
 

① 対 象 者      手話を駆使して地域の聴覚障害者等と日常会話が可能な者のうち､ 

知事が認めた者 
 
  ② 申込窓口      山口県聴覚障害者福祉協会  

（山口市鋳銭司2364－1：TEL 083-985-0611／FAX 083-985-0613) 

 

◆  要約筆記者養成事業 

  身体障害者福祉の概要や要約筆記の役割・責務等を理解し、要約筆記に必要な要約技

術を習得した、要約筆記者を養成しています。 
 

① 対 象 者    要約筆記による聴覚障害者等のコミュニケーション技術の習得に熱意 

を有し、知事が適当と認めた者 
 
  ② 申込窓口    山口県聴覚障害者福祉協会  

（山口市鋳銭司2364－1：TEL 083-985-0611／FAX 083-985-0613) 

 

◆  盲ろう者通訳・介助員養成事業 

  盲ろう者（視覚及び聴覚に重複障害のある方）のコミュニケーションを支援するため、

指点字・触手話等の専門技術を習得した通訳・介助員を養成しています。 
 
  ① 対 象 者  盲ろう者のコミュニケーション技術の習得に熱意を有する者 
 
  ②  利用窓口   山口県聴覚障害者福祉協会 

                 （山口市鋳銭司2364－1：TEL 083-985-0611／FAX 083-985-0613) 
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◆  手話通訳者等派遣 

  手話を用いる聴覚障害者（ろうあ者）等が、公的機関での用務や医療機関の受診等に

際して円滑なコミュニケーションを図るため、依頼に応じて手話通訳者等を派遣します。 
 
  ①  利 用 者      聴覚障害者等 
 
  ②  利用窓口      市町障害福祉担当課 

  

◆  要約筆記者等派遣 

  中途失聴者や難聴者等が、公的機関での用務や医療機関の受診等に際して円滑なコミ

ュニケーションを図るため、依頼に応じて要約筆記者を派遣します。 
 
  ①  利 用 者      聴覚障害者等 
 

②  利用窓口      市町障害福祉担当課 

 

◆  盲ろう者通訳・介助員派遣事業  

      重度の盲ろう者の方の自立と社会参加を支援するため、コミュニケーション手段の

確保と移動等の支援を行う盲ろう者通訳・介助員を派遣します。 

   【主なサービス内容】 

     ・通院、買い物、公的機関など社会生活上必要な外出時における通訳・介助 

     ・指点字、触手話による新聞、手紙の代読等のコミュニケーション支援 

     ・指文字、指点字、手書き文字等での対話や読み書き手段の習得訓練、相談等 

    ＊地域生活支援事業による移動支援事業が利用可能な場合は、移動支援サービスが優    

先になります。 

    ＊通訳・介助員は、盲ろう者通訳養成研修等を修了した者で、指文字、指点字等の特

殊な技術を有する人です。 
 
 ① 利 用 者 

重度の盲ろう者（視覚及び聴覚の重複障害があり、その片方の障害等級が２級以上

で、かつ、もう一方の障害等級が６級以上の者） 
 
  ②  利用窓口 

山口盲ろう者友の会 （TEL 083-924-6397） 

 

◆  意思疎通支援者派遣等事業（手話通訳者、要約筆記者派遣及び連絡調整）    

    市町域を超える広域的な派遣、複数市町の住民が参加する障害者団体等の大会、

後援会など、当該市町では意思疎通支援者を派遣できない場合に、県の負担により手

話通訳者又は要約筆記者を派遣します。 
 
 ① 対 象 者    市町及び聴覚障害者団体等 
 
 ② 利用窓口    山口県聴覚障害者福祉協会  

（山口市鋳銭司2364－1：TEL 083-985-0611／FAX 083-985-0613) 
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制度・事業名等 社会参加支援関連事業 

  

◆  身体障害者補助犬育成事業 

  ① 利 用 者   視覚障害者（１級又はそれに準じる者） 

肢体不自由者（１級、２級又はそれに準じる者） 

聴覚障害者（２級又はそれに準じる者） 
 
  ②  問合せ先   山口県障害者支援課（TEL 083-933-2765） 

          市町障害福祉担当課 
 
  ③  サービス・制度の概要 

・視力障害等により、身体の不自由な方に補助犬が給付されます。 

・給付が受けられる場合には補助犬との共同訓練等を経てから、補助犬との生活が

始まります。 
 
  ④  費用負担 

・共同訓練等に係る旅費等は、自己負担となります。 

・給付後の補助犬に係る飼育費用は、自己負担となります。 

 

◆ 視覚障害者情報提供事業 

 社会福祉法人日本視覚障害者団体連合が提供する毎日の新しい新聞情報等を、点字

図書館がインターネットを利用して、受け取り、希望する地域の視覚障害者に点字物

や音声等により提供しています。また、県下の情報を中央コンピューターに入力して

います。 
 
①  対 象 者 

視覚障害者（重複障害含む） 
 
②  利用窓口 

山口県盲人福祉協会（下関市関西町1－10 TEL 083-231-7114） 
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◆  市町地域生活支援事業 

    市町においても、障害者のコミュニケーションや社会参加等を支援するため、次のよ

うな事業を地域の実情に応じて選択して実施しています。事業内容は市町によって異な

りますので、各市町の障害福祉担当課にお問い合わせください。 
 

① 対 象 者  

     障害者等 
 
  ②  窓 口  

     市町障害福祉担当課 
 
  ③  事業の概要 

市町によって実施事業等が異なります。 

    ・理解促進研修・啓発事業 

    ・自発的活動支援事業 

    ・相談支援事業 

    ・成年後見制度利用支援事業 

    ・成年後見制度法人後見支援事業 

    ・意思疎通支援事業 

    ・日常生活用具給付等事業 

    ・手話奉仕員養成研修事業 

    ・移動支援事業 

    ・地域活動支援センター機能強化事業 等 
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制度・事業名等 生活訓練関連事業 

 

 日常生活上必要な訓練を、それぞれの団体に委託して実施しています。 

 

◆  視覚障害者生活訓練事業 
①  利 用 者      視覚障害者 

 
②  利用窓口   山口県視覚障害者団体連合会(下関市関西町1-10 TEL083-231-7114) 

 
③  サービス・制度の概要 

視覚障害者に対し、身辺・家事管理、職業生活、健康管理、点字指導、盲人用具の

使用方法等の講習を実施しています。 

 

◆  オストメイト社会適応訓練事業 
  ① 利 用 者   オストメイト（人工肛門・人工膀胱造設者） 
 
  ②  利用窓口   日本オストミー協会山口県支部(事務局 083-972-5483） 
 

③  サービス・制度の概要 

人工肛門、人工膀胱造設者に対し、ストマ用装具の使用方法、食事、入浴、職業生

活等の講習を実施しています。 

 

◆  音声機能障害者発声訓練事業 
  ① 利 用 者   疾病等により喉頭を摘出した音声機能障害者 
 
  ②  利用窓口   山口喉友会（宇部市野中2-5-21  TEL 0836-34-2450／FAX 0836-34-2480) 
 

③  サービス・制度の概要 

食道発声や人工喉頭による発声訓練を行い、社会復帰を支援しています。 
  
◆  中途失明者歩行訓練等事業 
  ① 対 象 者   中途失明者 
 
  ②  利用窓口   社会福祉法人山口県盲人福祉協会（下関市関西町1-10：℡083-231-7114） 
 
③  サービス・制度の概要 

視覚障害者が白杖を使って安全に走行できるよう、歩行訓練士の指導による歩行訓

練を行い、中途失明者の社会復帰を支援しています。 

 
◆  本人活動支援事業 

  ① 対 象 者    知的障害者 
 
  ②  利用窓口   山口県手をつなぐ育成会（山口市大手町９－６ ℡ 083-925-2424） 
 
  ③  制度の概要 

      知的障害者自身が企画・立案していく場を設け、自ら活動を実施していくモデル的

な取組を支援しています。 
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制度・事業名等 スポーツ・芸術文化活動等支援関連事業 

 

◆  山口県障害者スポーツ大会（キラリンピック）  

競技種目は、陸上、水泳、アーチェリー、卓球、フライングディスク、ボウリング、

ボッチャ等。全国障害者スポーツ大会への派遣選手選考会も併せて行います。 

  《事務局》山口県障害者スポーツ大会運営委員会（県障害者支援課内℡083-933-2763） 

  

◆  全国障害者スポーツ大会派遣事業 

  県内の身体・知的・精神障害者を対象に、全国障害者スポーツ大会に派遣します。 

《事務局》山口県障害者スポーツ大会運営委員会（県障害者支援課内℡083-933-2763） 

  

◆ 山口県障害者スポーツ協会に補助・委託している事業  

① 障害者スポーツ競技力向上事業 

競技団体を中心とした選手育成の体制整備などにより、各競技の更なる定着と一層

の活性化を図ります。 
 
② 障害者スポーツ競技人口拡大事業 

  身近な地域における県民参加型の障害者スポーツ教室等の開催支援や、障害者への

スポーツ参加の働きかけなどにより、全国域での障害者スポーツの活性化を図ります。 
 
③ やまぐちパラアスリート育成ファンド事業 

  本県の障害者スポーツの振興を図るため、山口県障害者スポーツ協会内に「やまぐ

ちパラアスリート育成ファンド」を設置し、パラリンピックやデフリンピックなど、

世界レベルの国際大会への出場を目指す障害者アスリートを県・企業・県民が一体と

なって支援します。 

 

  

＊ 公益社団法人山口県障害者スポーツ協会  

○ 設立年月日 平成14年５月（平成27年12月から公益社団法人）  

○ 概 要  

障害者による主体的で多様なスポーツ・レクリエーションを支援し、障害の有無に

かかわらず等しくスポーツに参加できる環境づくりを進め、スポーツを通じたノーマ

ライゼーションの推進と障害に対する県民の理解を深めるための活動を行っていま

す。 

○ 事務局 

山口市八幡馬場36番地の1 山口県身体障害者福祉センター内 

   TEL 083-901-4065  FAX 083-901-4064 http://syospo-yamaguchi.jp/  
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◆  障害者芸術文化祭開催事業 

    絵画・俳画・写真・書道・手芸・工芸・俳句・短歌などの作品を募集・表彰するとと

もに、展示会の開催等により、障害者の芸術文化活動の支援・促進を図っています。 
 
① 対 象 者 

     身体障害者、知的障害者、精神障害者 
 
② 開催日・場所（令和４年度（予定））  

   芸術作品の展示：１１月２２日（火）～１２月１日（木）（山口県政資料館）   

   ステージ部門：１２月３日（土）（山口市立湯田小学校）    
 
③  問合せ先  

    山口県障害者社会参加推進センター（山口市大手町9-6 TEL 083-928-5432） 

  

 

 

制度・事業名等 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等補助事業 

 

 難聴児の言語能力の健全な発達を図るため、補聴器の購入費用などの一部を助成しま

す。 

 

① 対 象 者 

県内にお住まいの身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児 

（１８歳未満） 
 

② 助成経費 

  補聴器の購入費、修理費の一部 
 

③ 問合せ先 

   各市町障害福祉担当課 

  ＊医師の意見書などが必要となるため事前にお問い合わせください。 
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４  施設（入所）の利用等 

制度・事業名等 児童福祉施設／障害者支援施設 

 

◆  児童福祉施設 

    障害児の入所施設には、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設があります。 

 
①  利用窓口   

中央児童相談所   山口市吉敷下東4丁目17－1  TEL 083-902-2189 

岩国児童相談所 岩国市三笠町1丁目1-1 TEL 0827-29-1513 

周南児童相談所   周南市慶万町2-13  TEL 0834-21-0554 

宇部児童相談所  宇部市琴芝町1丁目1-50 TEL 0836-39-7514 

下関児童相談所   下関市貴船町3丁目2-2  TEL 083-223-3191 

萩児童相談所   萩市江向531-1  TEL 0838-22-1150 

  
 

②  施設名                                        

主たる障害 施 設 名 所在地・電話番号 備考 

福祉型障害児入所施設 

 

 

 

知的障害 このみ園 宇部市黒石北5-3-56   TEL 0836-41-8145 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

肢体 
不自由 

はなのうら 防府市浜方205-1    TEL 0835-22-3280 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

医療型障害児入所施設 

 
重症心身 

障害 

鼓ケ浦こばと園 周南市大字久米752-4  TEL 0834-29-1430 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

国立病院機構山口宇部医療ｾﾝﾀｰ 宇部市東岐波685      TEL 0836-58-2300 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

国立病院機構柳井医療ｾﾝﾀｰ 柳井市伊保庄95       TEL 0820-27-0211 ｼｮｰﾄｽﾃｲ 

     ＊主たる障害を盲ろうあとする障害児入所施設は県内にはありません。 
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◆  障害者支援施設  

    障害者の入所施設として、障害者支援施設があります。 

障害者支援施設は、入所する障害者に入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関

する相談・助言その他の必要な日常生活上の支援（施設入所支援）を行うとともに、

施設入所支援以外の施設障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び

就労継続支援Ｂ型）を行います。 
 
  ① 利用窓口 

     市町障害福祉担当課 
 
  ②  施設名等 

   ＊施設名、所在地等は、Ｐ５６以降等を参照してください。 
 

③  利用者負担 

    Ｐ５３～５４を御確認ください。 
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５  地域利用型の施設 

制度・事業名等 地域活動の場等として一般に利用できる施設  

 

◆  身体障害者福祉センター 

身体障害者に関する各種の相談に応じ、身体障害者に対し、機能訓練、教養の向上、

社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設です。 

施 設 名 所 在 地 ・ 電 話 番 号 

下関市身体障害者福祉センター 下関市貴船町3-1-43   TEL 083-224-2300 

防府市身体障害者福祉センター 防府市鞠生町12-2     TEL 0835-23-6625 

山口県身体障害者福祉センター 山口市八幡馬場36-1  TEL 083-925-2345 

  

◆  視聴覚障害者情報提供施設  

① 点字図書館 

点字刊行物や声の図書等を制作し、閲覧、貸出しなどを行う施設です。 

施 設 名 所 在 地 ・ 電 話 番 号 

 盲人福祉協会点字図書館 下関市関西町1-10      TEL 083-231-7114 

 山口県点字図書館 山口市後河原150-1     TEL 083-922-0375 

  
  ② 聴覚障害者情報提供施設 

      字幕・手話入りビデオテープの制作、貸出し、手話通訳者等の養成派遣、聴覚障害

者の相談などを行う施設です。 

施 設 名 所 在 地 ・ 電 話 番 号 

山口県聴覚障害者情報センター 山口市鋳銭司2364-1 

  

  

  

TEL 083-985-0611 

FAX 083-985-0613 



 

- 32 - 

６  医療・資金の貸付・年金・各種手当制度 

制度・事業名等 福祉的な医療支援制度  

 
◆  自立支援医療（更生医療） 
  ①  利 用 者  １８歳以上の身体障害者手帳の所持者 
 
  ②  利用窓口  市町障害福祉担当課 
 
  ③  サービス・制度の概要 

      身体障害者の更生に必要な医療であって、その障害を除去又は軽減して職業能力を

増進し、又は日常生活を容易にすること等を目的としています。 
    【給付の内容】 

        指定医療機関における診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術、病院又は 
    診療所への入院、訪問看護、移送費 
    【利用負担】 

      自己負担については原則として医療費の１割負担となります。ただし、世帯の所

得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。 
  
◆  自立支援医療（育成医療） 
  ①  利 用 者  １８歳未満の身体障害児又は放置すると将来障害を残す疾患のある児

童 
 
  ②  利用窓口  市町障害福祉担当課 
 
  ③  サービス・制度の概要 

身体に障害がある児童又は医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童で

あって、確実な治療の効果が期待できる児童に対し必要な医療を給付する制度です。 
    【給付の内容】 

        指定医療機関における診察、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術、病院又は診

療所への入院、訪問看護、移送費 
    【利用負担】 

      自己負担については原則として医療費の１割負担となります。ただし、世帯の所

得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。 
     
◆  自立支援医療（精神通院医療） 

①  利 用 者  精神保健福祉法第５条に規定する精神障害者又はてんかんを有する方

で、通院による治療を継続的に必要とする程度の状態の精神障害（てん

かんを含む。）がある方              
 
  ②  利用窓口  市町障害福祉担当課           
 
  ③  サービス・制度の概要 

精神通院医療の範囲は、精神障害及び当該精神障害に起因して生じた病態に対して

病院又は診療所に入院しないで行われる医療です。 
    【給付の内容】 

        指定医療機関における診察、薬剤、訪問看護、精神科デイ・ケア等 
    【利用負担】 

      自己負担については原則として医療費の１割負担となります。ただし、世帯の所

得水準に応じてひと月あたりの負担に上限額があります。 
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◆  重度心身障害者医療 

    医療に要する経費のうち医療保険の自己負担額の一部を公費助成する制度です。 

  ただし、入院時の食事・生活療養に係る自己負担は除きます。 
 
  ①  利 用 者 

次のいずれかに該当する方などが対象となります。詳しくは各市町担当課に確認し

て下さい。 

    ア 身体障害者手帳１～３級 

    イ 療育手帳Ａ 

ウ 精神障害者保健福祉手帳１級 

エ 特別児童扶養手当１級 

など、国民年金法施行令別表１級程度の障害を有する方  
 
 ② 所得制限 

老齢福祉年金の本人所得制限額を準用しています。所得制限額以上の所得がある場

合は支給されません。 

   例：本人 所得制限額 1,695,000円 

   ＊扶養親族１人につき、380,000円が加算されます。 
 
  ③  利用窓口    

各市町担当課 

 

◆  障がい児（者）歯科診療 

    山口県歯科医師会では、以下のとおり障がい児(者)の歯科診療を行っています。ま

た、口腔保健指導、歯科に関する質問、相談に応じています。 
 
  ①  利用窓口・問合せ先    

      山口県口腔保健センター 

      住所：山口市吉敷下東１丁目４番１号   TEL 083-928-8020 
  
 ②  診療及び診療相談日 

      月曜日・火曜日・木曜日（祝祭日は除く） 
 
  ③ 受付時間 

   午後１:００～ 

   ＊予約制ですので、必ず事前にご連絡のうえご来院ください。 
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制度・事業名等 資金の貸付制度 

 

◆ 生活福祉資金 

①  利 用 者 

低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯 
 

②  利用（相談）窓口 

民生委員（一部の資金を除く）、市町社会福祉協議会 
 

③  実施主体 

山口県社会福祉協議会 
 

④  サービス・制度の概要 

この貸付制度は低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付けと必要な相談支

援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社

会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的にしています。 
 

【資金の種類】 

   ア  総合支援資金（生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費） 

   イ  教育支援資金（教育支援費、就学支度費） 

   ウ  福祉資金（福祉費、緊急小口資金） 

   エ  不動産担保型生活資金（不動産担保型生活資金、要保護世帯向け不動産担保型

生活資金） 

＊ 貸付限度額、貸付利子、保証人の要否等については、資金の種類によって異な

りますので、詳細は住んでおられる市町の社会福祉協議会にお問い合わせくだ

さい。 
 

【申請手続き】 

     まず、住んでおられる市町の社会福祉協議会または地域の民生委員（一部の資金

を除く）に、ご相談ください。 

     所定の申請用紙に関係書類を添え、民生委員（一部の資金を除く）、市町社会福

祉協議会を経由して山口県社会福祉協議会に申込むことになります。 

     審査結果によっては、資金の貸付けができない場合があります。 

※ 要保護世帯向け不動産担保型生活資金は、お住まいの地域の福祉事務所。 

     ※ 一部の資金については、生活困窮者自立支援制度の実施機関で相談していただく

場合があります。 
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制度・事業名等 各種の手当制度 

 

◆  特別障害者手当 
  ① 対 象 者 

２０歳以上で、身体又は精神（知的を含む）に重度の障害を有する方（障害者支援

施設等に入所している方、病院や診療所に３か月を超えて入院している方は対象とな

りません。） 
   【支給額】 

月額27,300円(令和４年４月１日～) 
 
  ② 所得制限 
      本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。 
     所得制限の額については下表を参照してください。     
 
  ③ 利用窓口 

市町障害福祉担当課等（市町によって担当課が異なります。） 
 
◆  障害児福祉手当 
  ①  対 象 者 

２０歳未満で、身体又は精神（知的を含む）に重度の障害を有する児童（障害児入

所施設等に入所している方は対象となりません。） 

   【支給額】 

月額14,850円(令和４年４月１日～) 
 

② 所得制限 

      本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。 

   所得制限の額については下表を参照してください。 
 
  ③ 利用窓口 

市町障害福祉担当課等（市町によって担当課が異なります。） 

 

※参考 

      所得制限限度額表(特別障害者手当・障害児福祉手当) 

     限度額 

 

扶養 

親族等の数 

所 得 額 

本人 扶養義務者等 

０人 3,604,000円 6,287,000円 

１人 3,984,000円 6,536,000円 

２人 4,364,000円 6,749,000円 

３人 4,744,000円 6,962,000円 

４人 5,124,000円 7,175,000円 
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◆  特別児童扶養手当 

  ①  対 象 者 

      精神または身体に障害を有する児童（２０歳未満）を養育している方 

     ただし、扶養する父母等の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。 

    【支給額】 

・１級  月額52,400円 (令和４年４月１日現在) 

・２級  月額34,900円 ( 同 上 ) 
 
  ② 所得制限 

本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合は支給されません。 

所得制限の額については下表を参照してください。 
 

③  利用窓口  

      市町障害福祉担当課等（市町によって担当課が異なります。） 

 

※参考 

      所得制限限度額表（特別児童扶養手当） 

     限度額 

 

扶養 

親族等の数 

所 得 額 

請求者（本人） 
扶養義務者 

配偶者 

０人 4,596,000円 6,287,000円 

１人 4,976,000円 6,536,000円 

２人 5,356,000円 6,749,000円 

３人 5,736,000円 6,962,000円 

４人 6,116,000円 7,175,000円 

５人以上 
以下380,000円 

            ずつ加算 

以下213,000円 

             ずつ加算 
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制度・事業名等 年金制度／共済制度 

 

◆  国民年金（障害基礎年金）の支給 

  ①  対 象 者 

      次のすべてに該当する身体障害、知的障害及び精神障害のある方に支給されます。 

ア ２ ０ 歳 前 、 国 民 年 金 の 被 保 険 者 期 間 中 （ ２ ０ 歳 以 上 ６ ０ 歳 未 満 ） 、 又 は 

６０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気

やけがの初診日がある者 

イ 障害の程度が、障害等級表の１級又は２級に該当する者 

ウ 保険料の納付要件を満たしている者（２０歳前の年金制度に加入していない 

期間に初診日がある場合は、納付要件は不要） 

②  年 金 額 

１級：年額 972,250円、２級：年額 777,800円(令和4年度年金額)  

  ③  利用窓口 

市町国民年金担当課又は日本年金機構年金事務所 

  

＊年金と身体障害者手帳は別個の制度であり、国民年金の「１級」「２級」は身体障害

者手帳の「１級」「２級」に連動していません。                           

 

○県内の年金事務所と街角の年金相談センター 

事務所名 所在地 電話番号 

岩国 年金事務所 〒740-8686 山口県岩国市立石町1-8-7 0827-24-2222 

宇部 年金事務所 〒755-0027 山口県宇部市港町1-3-7 0836-33-7111 

下関 年金事務所 〒750-8607 山口県下関市上新地町3-4-5 083-222-5587 

徳山 年金事務所 〒745-8666 山口県周南市新宿通5-1-8 0834-31-2152 

萩  年金事務所 〒758-8570 山口県萩市江向323-1 0838-24-2158 

山口 年金事務所 〒753-8651 山口県山口市吉敷下東1-8-8 083-922-5660 

街角の年金相談センター 
防府  

〒747-0036 山口県防府市戎町1-8-25 

      防府広総第3ビル3階 

来訪相談のみ 

※電話は、自動音声でご案内します 
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◆  心身障害者扶養共済 

  ①  対 象 者 

      身体障害（身体障害者手帳１～３級）、知的障害、精神または身体に永続的な障害

のある方の保護者（父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等）で次の要件

を満たしている方。 

ア 山口県内に在住していること。 

イ  年齢が６５歳未満であること。 

ウ 特別な病気がないこと。 
 

  ②  利用窓口 

      市町障害福祉担当課 

    ＊問合せ先：山口県障害者支援課（在宅福祉推進班 TEL 083-933-2764） 
 

③  サービス・制度の概要 

心身障害児（者）の保護者が毎月一定の掛金（保険料）を納入することにより、保

護者の死後（または重度障害となった場合）、障害者に終身一定額の年金が支給され

ます。 
 

    【支給額】                                                     

１口につき毎月２万円（２口まで加入できます）                

＊加入者生存中に障害者が死亡した場合は、加入期間に応じ弔慰金（５万～２５

万円）を支給 
 

【掛金】                                                     

加入するときの年齢により異なります。 

       ＊１口当たりの月額(令和3年4月1日現在) 

        ・３５歳未満・・・・ 9,300円     ・５０歳～５４歳・・18,800円 

        ・３５歳～３９歳・・11,400円     ・５５歳～５９歳・・20,700円 

        ・４０歳～４４歳・・14,300円     ・６０歳～６４歳・・23,300円 

        ・４５歳～４９歳・・17,300円 

＊１口目のみ、減免制度があります。（生活保護受給世帯は掛金の全額、市町民

税非課税世帯は掛金の半額） 
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７  各種料金割引等の支援制度 

制度・事業名等 交通機関・事業者関係の割引制度 

 

◆  ＪＲ旅客運賃の割引 

  ①  利 用 者     

      身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方 
 
  ②  利用窓口    

      ＪＲ乗車券発売窓口         
 
  ③  サービス・制度の概要 

      身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方が単独又は介護者と共にＪＲ

を利用する場合、運賃が割引されます。 

  

【割引率】 

・第１種身体障害者手帳及び第１種療育手帳所持者は、乗車距離１０１㎞以上のとき、

乗車券が５０％割引 

介護者が同行する場合は、キロ数にかかわらず本人・介護者とも乗車券・普通急行

券が５０％割引 

・第２種身体障害者手帳及び第２種療育手帳所持者は、乗車距離１０１㎞以上のとき、

本人のみ乗車券が５０％割引 

  

＊身体障害者手帳の「１種」「２種」 

       「１種」「２種」の区分は、身体障害者手帳に記載されていますが、「１種」に

該当する障害は次のとおりです。 

      （等級などの区分は身体障害者福祉法規則別表「身体障害者障害程度等級表」に      

よるものです。） 

  
    ・視覚障害の１級～３級及び４級の１  
    ・聴覚障害の２級、３級 
    ・上肢不自由の１級、２級の１、２級の２ 
    ・下肢不自由の１級、２級、３級の１ 
    ・体幹不自由の１級～３級 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害で上肢機能障害１級、２級又

は移動機能障害１級～３級（一上肢又は一下肢のみに運動機能障害がある場合は除

きます。） 
    ・内部障害の１級～４級（ただし、ぼうこう又は直腸の機能障害は３級まで） 
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◆  航空旅客運賃の割引 

  ①  利 用 者 

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 

（１２歳以上） 
 
  ②  利用窓口 

航空会社航空券販売窓口 
 
  ③  サービス・制度の概要 

      障害者が単独又は介護者と共に国内の定期航空路線を利用する場合、運賃が割引さ

れます。 
 

【割引率】 

＊割引等の詳細は、御利用の航空会社等にお問い合わせください。 
     
 

◆  船の運賃割引 

  ①  利 用 者 

      身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 
 
  ②  利用窓口     

      船舶会社窓口 
 
  ③  サービス・制度の概要 

  障害者が船舶を利用する場合に運賃が割引されます。ただし、対象となる手帳の種

別等、利用条件や割引の詳細は船舶会社により異なりますので、御利用の船舶会社に

お問い合わせください。 
    

  

◆  民間・市営バスの運賃割引 

  ①  利 用 者     

      身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 
 
  ②  利用窓口    

      バス会社窓口 
 
  ③  サービス・制度の概要 

      障害者がバスを利用する場合に運賃が割引されます。 
      割引等の詳細は、バス会社によって異なりますので、御利用のバス会社にお問い合

わせください。 
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◆  有料道路通行料金の割引 

  ①  利 用 者 

身体障害者手帳所持者、第１種身体障害者を乗せて運転する介護者又は第１種療育

手帳所持者を乗せて運転する介護者 
 

  ②  利用窓口 

有料道路入口（手帳の提示又は手渡し）又はＥＴＣ 
 

  ③  サービス・制度の概要 

     身体障害者が運転する乗用自動車・特殊用途自動車等及び重度の身体障害者又は知

的障害者が乗車し介護者が運転する乗用自動車・特殊用途自動車等の有料通行料金が

割引されます。(レンタカーは対象となりません。) 
 

【割引額】  

割引率は５０％ 
 

【手続き】 

       市町障害者福祉担当窓口で身体障害者手帳又は療育手帳に必要事項（割引対象と

なる自動車のナンバー、割引有効期限等）の記載（シール貼付）を受けてください。

（ＥＴＣを利用する場合は別途手続きが必要です。） 

 
 

◆ タクシー料金の割引 

  ①  利 用 者   

身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方        
 

  ②  利用窓口  

タクシー会社 
 

  ③  サービス・制度の概要 

      身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方が、タクシーを利用した場合、

料金の割引を受けることができます。                           
 

 【割引額】  メーター表示額の１割引 
 

  【手続き】  タクシー利用時に手帳を提示する。 

   （参考） 
市町では、「福祉タクシー制度」を設け、身体障害者等がタクシーを利用する際

に割引（基本料金程度）が受けられるよう福祉タクシー券を発行しています。 
（発行枚数が設けられています。） 
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制度・事業名等 ＮＨＫ放送受信料その他の料金等に係る制度 

 

◆  ＮＨＫ放送受信料の免除 

  ①  利 用 者     

  身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方 
 
  ②  利用窓口    

ＮＨＫの各営業所     
 
  ③  サービス・制度の概要 

    【全額免除】 

       世帯構成員のどなたかが、障害者の手帳（身体障害者手帳、療育手帳（または判

定書）、精神障害者保健福祉手帳）のいずれかをお持ちで、世帯全員が市町民税非

課税の場合。  
 
    【半額免除】 

        以下のいずれかにあてはまる方が、世帯主でかつ受信契約者の場合。 

          ○視覚・聴覚障害者（身体障害者手帳をお持ちの方）       

     ○重度の障害者（身体障害者手帳〔１、２級〕・療育手帳〔Ａ「重度」〕・精

神障害者保健福祉手帳〔１級〕のいずれかの手帳をお持ちの方） 
  

◆  郵便料金 

  障害者やその団体を対象とする次のような料金の設定があります。（利用者等に各種

の要件がありますので、詳細は郵便局にお問い合わせください。） 
 
   ・無 料 ３kgまでの点字郵便物と特定録音物等郵便物（視覚障害者用の録音物等で、

指定された施設との間で発受するもの） 

  ・低料金 心身障害者団体が発行する定期刊行物（承認を受けたもの）、点字ゆうパッ  

ク、聴覚障害者用ゆうパック（指定された施設との間で発受するもの）、心身

障害者用ゆうメール（届け出られた図書館との間で発受するもの） 

          

◆ 携帯電話の割引 

    携帯電話会社によっては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の

交付を受けている方の使用料等の割引があります。（問合せ：各会社の営業所等） 

  

◆ 施設使用料の減免等 

①  県立施設 

     県立美術館、県立博物館、維新百年記念公園、セミナーパークなどで使用料等の減

免等が受けられます。 
 

②  市町立施設、民間施設 

     体育館、運動場、資料館などで使用料等の減免等が受けられるところがあります。

各施設で確認してください。 
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制度・事業名等 
公営住宅／駐車禁止除外指定車の標章／やまぐち障害者等専用駐車場

利用証／ヘルプマーク等／１１０番アプリ／身体障害者補助犬 

 

◆  公営住宅の入居資格要件の緩和（県営住宅の場合）  

  ①  利 用 者  身体障害者（４級以上）、精神障害者（３級以上）、知的障害者（療 

        育手帳の交付を受けている方）等がいる世帯 
 
  ②  利用窓口  一般財団法人山口県施設管理財団各支所 
 

  ③  サービス・制度の概要 

・原則として単身での入居が可能 

・世帯の入居収入基準は、月額２１万４千円以下 
 

  ＊市町営住宅の場合は、市町によって内容が異なりますので、各市町公営住宅担当課に

お問い合わせください。 

 

◆ 駐車禁止除外指定車の標章の交付 

 ① 交付対象 

  ア 身体障害者手帳の交付を受けている障害者のうち、山口県道路交通規則に掲げ

た障害の区分に応じた等級に該当する方 

  イ 山口県道路交通規則に掲げられた障害の等級に該当しなくとも、同規則に掲げ 

られた障害が２つ以上あり、その総合的な障害程度が重度身体障害者に準じた 

ものと認められ歩行困難を伴う方 

  ウ 療育手帳の交付を受けている方 (判定基準が「Ａ」と認定された方) 

  エ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で１級と認定された方 

  オ 小児慢性特定疾患児童手帳の交付を受けている方 (色素性乾皮症患者) 

  カ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で山口県道路交通規則に掲げた障害の区分

に応じた等級に該当する方 
 

 ② 申請・相談窓口 

   障害者の住居地を管轄する警察署交通課 
 

 ③ 標章の効力 

   駐車禁止除外指定車標章の交付を受けた場合、公安委員会が駐車禁止として規制 

する場所への駐車は対象から除外されますが、法定の駐停車禁止場所・駐車禁止場 

所・パーキングチケット、パーキングメーターの設置場所については、除外規定の 

適用はなく駐車することはできません。 
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◆  やまぐち障害者等専用駐車場利用証制度 

  ①  交付対象  

障害者、高齢者、妊産婦、難病患者、けが人等、歩行や車の乗降が困難な方 
 

②  申請・交付窓口 

 山口県健康福祉部厚政課、各健康福祉センター、各市町、協力市町社会福祉協議会 
 

③ 制度の概要 

事前に交付を受けた「利用証」を掲示することにより、制度協力施設に確保された

「やまぐち障害者等専用駐車場」を利用することができる制度です。  

＊問い合わせ先：山口県健康福祉部厚政課（TEL 083-933-2724） 

 

◆  ヘルプマーク・ヘルプカード 

  ①  交付対象  

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、妊娠初期の方など外見か

らは分かりにくいが、援助や配慮を必要としている方 
 

②  申請・配布窓口  

○ヘルプマーク 

山口県健康福祉部厚政課、各健康福祉センター、各児童相談所、各市町 

○ヘルプカード 

山口県健康福祉部厚政課のホームページからダウンロードし、印刷してご利用く

ださい。 

 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/44/18215.html 
 

  ③  制度の概要 

  ○ヘルプマーク 

かばん等に装着したり、身につけることで、外出先で周囲に援助や配慮を必要と

していることを知らせることができます。 

○ヘルプカード 

氏名や連絡先、必要な配慮等を書き込むことができるようにしてあり、周りの人

に配慮等を求めたい場面で提示し、必要な配慮や援助の内容を相手に知らせること

ができます。 

＊問い合わせ先：山口県健康福祉部厚政課（TEL 083-933-2724） 
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◆  １１０番アプリシステム 

  令和２年２月でメール１１０番は運用停止となり、現在は、スマートフォンのアプリ

ケーションで１１０番できるようになっています。 
 

  ①  利 用 者 

言語又は聴覚機能障害があり、電話により１１０番通報が困難な方 
 

② サービス・制度の概要 

      スマートフォンに専用のアプリケーションプログラムをダウンロードし、氏名、電

話番号、パスワード等を登録する必要があります。 

 iPhone（アイフォン）を使用している方は「App store（アップストア）」から、

Android（アンドロイド）を使用している方は「Google Play(グーグルプレイ)」から

「１１０番アプリ」をダウンロードしてください。 

 スマートフォンの画面操作によって、文字を使用したチャット方式による１１０番

通報ができます。詳しくは警察庁のホームページをご覧ください。 

https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/110/app/index.html 

 

◆ 身体障害者補助犬 

  ①  利 用 者 

次の身体障害者補助犬を使用している身体障害者 

      ・盲導犬：道路交通法で定める盲導犬であって、厚生労働大臣（当分の間は国家公

安委員会）が指定した法人から認定を受けている犬 

      ・介助犬：肢体不自由のある身体障害者のために、物の拾い上げ、運搬、着脱衣な

ど肢体不自由を補う補助を行う犬で、厚生労働大臣が指定した法人から

認定を受けている犬 

・聴導犬：聴覚障害のある身体障害者のために、ブザー音、電話の呼び出し音等を

聞き分け、その者に必要な情報を伝え、必要に応じて音源への誘導を行

う犬で、厚生労働大臣が指定した法人から認定を受けている犬 
 

② サービス・制度の概要 

      公共的施設、公共交通機関や不特定多数の人が利用する民間施設等を利用する場合

において、身体障害者補助犬を同伴できます。（施設を管理する方はやむを得ない場

合を除き同伴を拒むことはできません。） 

＊問合せ先：山口県障害者支援課（TEL 083-933-2765） 
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制度・事業名等 税金の控除等 

 

◆  所得税及び復興特別所得税、住民税の控除 

  ① 特別障害者控除 

   ・対 象 者  身体障害者（1～2級）、知的障害者（Ａ）、精神障害者（1級）等 
  
   ・相談窓口   所得税及び復興特別所得税…税務署、住民税…市町住民税担当課 
 
   ・控除の概要 

       納税者本人、又は家族（同一生計配偶者や扶養親族）が特別障害者である場合に

は、所得金額から一定額を控除 

      【控除額】所得税及び復興特別所得税…４０万円、住民税…３０万円 
  
   ＊ただし、同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者で、納税者又はその配偶者若

しくは納税者と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している場合 

     【控除額】所得税及び復興特別所得税…７５万円、住民税…５３万円 
 
 ② 障害者控除 

   ・対 象 者  身体障害者（3～6級）、知的障害者（Ｂ）、精神障害者（2～3級）等 
 
    ・相談窓口  所得税及び復興特別所得税…税務署、住民税…市町住民税担当課 
 
   ・控除の概要 

       納税者本人、又は家族（同一生計配偶者や扶養親族）が障害者である場合には、

所得金額から一定額を控除 

【控除額】 所得税及び復興特別所得税…２７万円、住民税…２６万円 

  

◆  相続税の控除 

   ・対 象 者   相続人が身体障害者、知的障害者又は精神障害者で８５歳未満の者 
 
   ・相談窓口   税務署 
 

・控除の概要 

【控除額】（８５歳－障害者の年齢）×１０万円（特別障害者※は２０万円） 

    ※特別障害者の範囲は上記「所得税及び復興特別所得税・住民税の控除」と同 

じです 
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◆  贈与税の非課税 

   ・対 象 者  贈与を受ける方が特定障害者（特別障害者及び障害者のうち一定の要件

に当てはまる方）※ 

      ※特別障害者及び障害者の範囲は上記「所得税及び復興特別所得税・ 

住民税の控除」の対象者と同じです。 
 

・相談窓口  税務署 
 

・制度の概要 

       特定障害者の生活費等に充てるために、家族等がその財産を信託銀行に委託し、 

定期的に支払う場合、贈与税が非課税 

      【非課税額】  ６，０００万円まで非課税（特別障害者） 

          ３，０００万円まで非課税（特別障害者以外の方） 
 

◆  自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割・種別割）の減免  

  ・対 象 者 身体障害者（障害程度に制限あり）、知的障害者（Ａ）、 

精神障害者（１級） 

     【対象となる自動車】  

身体障害者・重度障害者本人又は生計を一にする方が所有・運転し、

専ら当該身体障害者のために使用される自動車 

障害者のみの世帯の障害者を常時介護する方が運転し、当該障害者本

人又は生計を一にする方が所有する自動車 

なお、減免できる自動車は、１人の障害者につき普通自動車と軽自動

車を含め１台に限られます。 
 
   ・利用窓口    県税事務所、市町税務担当課 
 

・制度の概要 

一定の要件のもとで、身体等に障害のある方が使用される自動車の自動車税（環

境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割・種別割）が減免されます。 

（自動車税（環境性能割・種別割）、軽自動車税（環境性能割）については上限額

あり） 
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障害者総合支援法の概要について 

 障害者総合支援法は、障害者が地域で安心して暮らせるよう、障害のある方が必要とす

る様々な福祉サービスを組み合わせて、総合的に生活支援を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※県が実施主体 

 

 
 
 
   ※県が実施主体  

障 害 者 

（原則６５歳未満） 

サービス事業者等 

○居宅介護 

○重度訪問介護 

○同行援護 ○行動援護 

訪問系サービス

 

○介護サービス 

 生活介護、療養介護 

○訓練等サービス 

 自立訓練、就労移行支援、 

 就労継続支援、就労定着支援、 

 自立生活援助 

日中活動系サービス 

（昼間のサービス） 

 

○入所 

 施設入所支援 

○居住 

 グループホーム 

居住系サービス 

（夜間のサービス）

○計画相談支援（市町が指定） 

○地域相談支援 

 地域移行支援、地域定着支援 

相 談 支 援 

○更生医療 

○育成医療 

○精神障害者通院医療 ※ 

自立支援医療 

○義肢、装具、車椅子等 

補 装 具 

○総合支援制度の運営 

 認定、支給決定、給付等 

○地域生活支援事業の実施 

 相談支援、日常生活用具、 

 意思疎通支援、移動支援等 

  

市 町 村 

（実施主体） 

○事業者の指定 

○専門性の高い 

 相談支援 

○人材育成  等 

 

○制度設計 

県 国 

負担金 負担金 事業者 

の指定 

報酬等 

申請 障害支援区分認定 

支給決定 

サービス提供 

サービス利用 

利用者負担 
所得に応じて 
負担 
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○障害福祉サービス等の概要  
障害者（児）を対象としたサービスには、障害者総合支援法による自立支援給付（介

護給付等）や地域生活支援事業、また、児童福祉法による障害児通所支援等があります。 
 

〈介護給付〉 
居宅介護 
（ホームヘルプサービス） 

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

重度訪問介護 

重度の肢体不自由者又は重度の知的障害者若しくは精神障害に

より行動上著しい困難を有する者で、常に介護を必要とする方に、

自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を

総合的に行います。 

同行援護 

視覚障害により、移動に著しい困難を有する方の外出時におい

て、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報の提供、移動の援

護、排せつ及び食事等の介護その他の必要な援助を行います。 

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を有する方が行動

するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行いま

す。 

重度障害者等包括支援 
介護の必要性が非常に高い方に、居宅介護等複数のサービスを

包括的に行います。 

短期入所 

（ショートステイ） 

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施

設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする方に、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。 

生活介護 
常に介護を必要とする方に、昼間、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。 

施設入所支援 
施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を

行います。 

〈訓練等給付〉 

自立訓練 

（機能訓練・生活訓練） 

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機

能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います｡ 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な

知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労継続支援 

（Ａ型・Ｂ型） 

一般企業等で就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識

及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 

就労定着支援 

企業・自宅等への訪問や障害者の来所により、生活リズム、家計や

体調の管理などに関する課題解決に向けて、必要な連絡調整や

指導・助言等の支援を行います。 

自立生活援助 

居宅における自立した生活を営むうえでの問題について、一定の

期間、定期的な巡回訪問により、または随時通報を受けて、相談に

応じ、必要な情報の提供や助言等の援助を行います。 

共同生活援助 

（グループホーム） 

夜間や休日、共同生活住居において、入浴、排せつ、食事等の介

護、相談や日常生活上の援助を行います。 
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〈自立支援医療〉 

更生医療 

身体障害者の障害の程度を軽くしたり、障害を取り除いて、日

常生活や職業能力を高めるために医療が必要な場合に、その医

療費を助成します。 

育成医療 

１８歳未満で、身体に障害があるか、または将来障害を残すと

認められる方で、指定自立支援医療機関において手術等により

確実な治療効果が期待できる場合に、必要な医療の給付を行い

ます。 

精神通院医療 
精神障害者が通院（病院や診療所に入院しない）で継続的に精神

障害の医療を受ける場合に、その医療費を助成します。 
 

〈補装具〉 

補装具費の支給 

身体機能を補完または代替し、かつ、長期間にわたり継続して

使用されるもの（義肢、装具、車椅子等）に、補装具費の支給

を行います。 
 

〈地域生活支援事業〉 

相談支援事業 

障害のある方、その保護者・介護者などからの相談に応じ、必

要な情報提供や権利擁護のために必要な援助を行います。ま

た、自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワ

ークの構築を行います。 

成年後見制度利用支援

事業 

知的障害者または精神障害者等の成年後見制度の利用を支援

するため、成年後見制度の申立て費用や後見人等の報酬費用を

助成します。 

意思疎通支援事業 

聴覚・言語・音声・視覚その他の障害のため意思の疎通を図る

ことに支障がある方に、手話通訳者等の派遣を行い、コミュニ

ケーションの円滑化を図ります。 

移動支援事業 屋外での移動が困難な方に、外出のための支援を行います。 

日常生活用具給付等事

業 

障害のある方の日常生活がより円滑に行われるよう、自立生活

支援用具等の日常生活用具を給付または貸与を行います。 

理解促進研修・啓発事業 
障害のある方に対する理解を深めるための研修や啓発事業を

行います。 

自発的活動支援事業 

障害のある方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、障害のある方や、そのご家族、地域の住民の方等に

よる地域における自発的な取り組みを支援します。 

その他の事業 
市町の判断により、自立した日常生活または社会生活を営むた

めに必要な事業を行っています。 
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〈相談支援〉 

地域相談支援 

(地域移行支援、地域定

着支援) 

施設や病院から退所・退院して地域生活へ移行する方に、住居

の確保や地域生活に向けた相談、又、移行後の常時の連絡体制

の確保など、障害者の地域での生活を支援します。 

計画相談支援 

障害福祉サービスまたは地域相談支援を利用するすべての方

に、サービス等利用計画を作成し、ケアマネジメントを通じて、

地域での自立した生活を支援していきます。 
 

〈障害児通所支援〉 

福祉型児童発達支援 
児童発達支援センター等の施設で、日常生活における基本的な

動作の指導や集団生活への適応訓練等を行います。 

医療型児童発達支援 
肢体不自由のある児童に対して、医療型児童発達支援センター

等で、児童発達支援及び治療を行います。 

放課後等デイサービス 

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中

において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供するこ

とにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進するととも

に、放課後等の居場所づくりを促進します。 

保育所等訪問支援 

保育所その他の児童が集団生活を営む施設に通う障害児に対

し、施設を訪問し、施設における障害児以外の児童との集団生

活への適応のための専門的な支援等の便宜を供与します。 

居宅訪問型 

児童発達支援 

重度の障害等の状態にあり、障害児通所支援を利用するために

外出することが著しく困難な障害児に対し、居宅を訪問して、

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の児

童発達支援を行います。 
 

〈障害児入所支援〉 

福祉型障害児入所支援 
日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技

能の付与又は集団生活への適応のための訓練を行います。 

医療型障害児入所支援 

日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技

能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を行い

ます。 
 

〈障害児相談支援〉 

障害児相談支援 

障害児が障害児通所支援を利用する前に、障害児支援利用計画

を作成し、通所開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等

の支援を行います。 
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○支給決定の流れ 
 
  障害者総合支援制度のサービスを利用する場合は、市町に申請し、支給決定を受ける必

要があります。 
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○利用者負担 

１ 月ごとの利用者負担には上限があります                              

障害福祉サービス及び障害児支援の利用者負担は、所得に応じて次の区分の負担上限

月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じま

せん。 

区分 世帯の収入状況 負担上限月額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 市町村民税非課税世帯 ０円 

一般１ 

市町村民

税課税世

帯 

（障害者の場合） 

所得割１６万円未満 

※入所施設利用者（２０歳以上）、グループ

ホーム利用者を除きます(注)。 

９，３００円 

（障害児の場合） 

所得割２８万円未満 

※２０歳未満の入所施設利用者を含みます。 

通所支援、ホームヘ

ルプ利用の場合 
４，６００円

入所施設利用の場合 ９，３００円

一般２ 上記以外 ３７，２００円 

 (注)入所施設利用者（２０歳以上）、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、 

「一般２」となります。 

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。 

種別 世帯の範囲 

１８歳以上の障害者(施設に入所する１８、１９歳を除く) 障害のある方とその配偶者 

障害児(施設に入所する１８、１９歳を含む) 保護者の属する住民基本台帳での世帯 

なお、就学前障害児（３～５歳）の発達支援等に係る利用者負担は無償化されています。 

 

２ 医療型入所施設や療養介護を利用する場合、医療費と食費の減免があります        

■ 医療型個別減免 

医療型施設に入所する方や療養介護を利用する方は、従前の福祉部分定率負担相当

額と医療費、食事療養費を合算して、上限額を設定します。 

（２０歳以上の入所者の場合） 

低所得の方は、少なくとも２５，０００円が手元に残るように、利用者負担額が減

免されます。 

３ 世帯での合算額が基準額を上回る場合は、高額障害福祉サービス費が支給されます  

障害者の場合は、障害者と配偶者の世帯で、障害福祉サービスの負担額（介護保険も

併せて利用している場合は、介護保険の負担額も含む。）の合算額が基準額を超える場

合は、高額障害福祉サービス費が支給されます（償還払いの方法によります）。 
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障害児が障害者総合支援法と児童福祉法のサービスを併せて利用している場合は、利

用者負担額の合算が、それぞれのいずれか高い額を超えた部分について、高額障害福祉

サービス費等が支給されます（償還払いの方法によります）。 

※世帯に障害児が複数いる場合でも、合算した負担額が一人分の負担額と同様になる

ように軽減します。 

なお、平成30年度から、一定の要件を満たす方は、介護保険の自己負担について、高

額障害福祉サービス等給付費、高額障害児通所給付費及び高額障害児入所給付費により

償還する制度が設けられました。要件や具体的な申請手続きについては、各市町の障害

福祉担当窓口にお問い合わせください。 

４ 食費等実費負担についても、減免措置が講じられます                       

■ ２０歳以上の施設入所者の場合（グループホーム・宿泊型自立訓練は含まない） 

入所施設の食費・光熱水費の実費負担については、５４，０００円を限度として施

設ごとに額が設定されることになりますが、低所得者に対する給付については、費用

の基準額を５４，０００円として設定し、福祉サービス費の定率負担相当額と食費・

光熱水費の実費負担をしても、少なくとも手元に２５，０００円が残るように補足給

付が行われます。 

なお、就労等により得た収入については、２４，０００円までは収入として認定し

ません。また、２４，０００円を超える額については、超える額の３０％は収入とし

て認定しません。 

■ 通所施設の場合 

通所施設では、低所得、一般１（グループホーム利用者（所得割１６万円未満）を

含む。）の場合、食材料費を上限とする負担となります。なお、食材料費は、施設ご

とに額が設定されます。 

５ グループホームの利用者に家賃助成が講じられます                 

グループホーム（重度障害者等包括支援の一環として提供される場合を含む。）の利用

者（生活保護又は低所得の世帯）が負担する家賃を対象として、利用者１人当たり月額

１万円を上限に補足給付が行われます。 

※ 補足給付額  家賃が１万円未満の場合＝実費 

家賃が１万円以上の場合＝１万円 

６ 生活保護への移行防止策が講じられます                              

こうした負担軽減策を講じても、定率負担や食費等実費を負担することにより、生活保

護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額や

食費等実費負担額を引き下げます。 
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市町窓口一覧 

市町名 課名 電話番号 所在地 

下関市 障害者支援課 083-231-1917 下関市南部町1-1 

宇部市 障害福祉課 0836-34-8523 宇部市常盤町1丁目7-1 

山口市 障がい福祉課 083-934-2794 山口市亀山町2-1 

萩市 福祉支援課 0838-25-3523 萩市江向510 

防府市 障害福祉課 0835-25-2387 防府市寿町7番1号 

下松市 福祉支援課 0833-45-1835 下松市大手町3丁目3-3 

岩国市 障害者支援課 0827-29-2522 岩国市今津町1丁目14-51 

光市 福祉総務課 0833-74-3001 光市光井2丁目2番1号 

長門市 地域福祉課 0837-23-1243 長門市東深川1339-2 

柳井市 社会福祉課 0820-22-2111 柳井市南町1丁目10-2 

美祢市 福祉課 0837-52-5227 美祢市大嶺町東分326-1 

周南市 障害者支援課 0834-22-8387 周南市岐山通1丁目1 

山陽小野田市 障害福祉課 0836-82-1159 山陽小野田市日の出1丁目1-1 

周防大島町 福祉課 0820-77-5505 周防大島町大字西安下庄3920-21 

和木町 保健福祉課 0827-52-2195 和木町和木1丁目1-1 

上関町 保健福祉課 0820-62-0184 上関町大字長島503 

田布施町 町民福祉課 0820-52-5810 田布施町下田布施3440-1 

平生町 町民福祉課 0820-56-7113 平生町大字平生町210-1 

阿武町 健康福祉課 08388-2-3115 阿武町奈古2636 
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障害者福祉施設等一覧

障害福祉サービス事業所
　療養介護事業所

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  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 120  0836-58-2300

 国立病院機構柳井医療センター 柳井市伊保庄95 742-1352 80  0820-27-0211

 鼓ケ浦ひばり園 周南市大字久米752番地4 745-0801 100  0834-29-1430

　生活介護事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  生活介護サービス事業所じねんじょ 下関市生野町2-28-20 751-0832 20  083-250-8108

くすの園 下関市楠乃2丁目691番地の4 751-0804 35  083-256-2067

第二くすの園 下関市楠乃5丁目5-1 751-0804 60  083-257-1050 施設障害福祉サービス

なごみの里 下関市大字蒲生野字横田250 759-6602 110  083-262-2111 施設障害福祉サービス

  障害福祉サービス事業所安岡苑 下関市大字安岡字畑代10145-5 759-6603 15  083-258-4111 多機能型

下関幸陽園 下関市楠乃5丁目5-28 751-0804 90  083-256-6810 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設フェニックス 下関市大字小野64番地の1 751-0887 46  083-263-1055 施設障害福祉サービス

いずみ園 下関市豊浦町大字黒井2176番地1 759-6312 20  083-774-1110

はまゆう園 下関市豊北町滝部3762 759-5511 40  083-782-1683 ショートステイ

王司山田園 下関市大字山田字赤池549-5 752-0901 35  083-248-3307 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設員光園 下関市大字員光1544 752-0904 40  083-248-5185 施設障害福祉サービス

 障害者通所員光園 下関市大字員光1544 752-0904 20  083-248-5185

大藤園 下関市長府豊城町9-16 752-0943 55  083-245-2215

 多機能型事業所ふくろうの杜 下関市一の宮町4丁目11-27 751-0806 10 083-227-3471

 生活介護事業所フェニックス 下関市大字小野64番地の1 751-0887 30  083-250-8811

 デイサービス四季の森 下関市一の宮町1丁目3-46 751-0806 18  083-263-1003 共生型

 デイサービス小月 下関市小月宮の町7-3 750-1132 50  083-281-3010 共生型

 デイサービス新遊楽 下関市彦島江の浦町3丁目11-12 750-0075 45  083-266-0123 共生型

 デイサービスほほ笑み倶楽部 下関市稗田南町7-9 751-0854 70  083-250-8681 共生型

 デイサービス陽だまり 下関市綾羅木新町1丁目16-15 751-0865 18  083-227-4321 共生型

 デイサービスぱれっと 下関市一の宮住吉2丁目10-11 751-0805 10  083-263-1100 共生型

 デイサービスありすの丘 下関市東向山町13-9 750-0048 10  083-232-3377 共生型

 デイサービス夢の里 下関市新地町3-28 750-0063 43  083-228-2277 共生型

まんてんの星 下関市菊川町大字田部536-1 750-0313 10  083-287-3255 多機能型

 ＯＺデイ３３しものせき 下関市川中豊町1丁目2-7 751-0853 5  090-5028-9362 多機能型

げんきＤＡＹ 下関市上新地町3丁目5-1 750-0061 18  083-292-2525 共生型

 げんきＤＡＹ四季の森 下関市一の宮町1丁目3-46 751-0806 18  083-250-8911 共生型

 デイサービスぽぷり 下関市後田町4丁目4-3 751-0826 10  083-222-8127 共生型

 障害福祉サービスすみれの丘 下関市長崎本町6-35 750-0028 6 083-250-8210 多機能型

デイサービス笑笑歩 下関市西大坪町18-12 750-0054 40 083-227-2876 共生型

  生活介護サービス事業所だいち 下関市生野町2-29-3 751-0832 20 083-252-2227

うしろだきっさ 下関市後田町5-3-1 751-0826 20 083-224-0088

 障害福祉サービス結のところ 下関市彦島江の浦町3-4-5 750-0075 10 083-242-0880 多機能型

 生活介護事業所風の音 下関市豊浦町大字厚母郷378-1 759-6314 20 083-242-2374

 うべくるみ園通所部ともに 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 24  0836-31-1674 多機能型

   社会福祉法人神原苑神原障害者支援センター 宇部市神原町2丁目4-40 755-0022 20  0836-35-5660

セルプ南風 宇部市あすとぴあ2丁目2番10号 755-0152 40  0836-43-6211 施設障害福祉サービス

セルプときわ 宇部市大字西岐波大浴4613番1 755-0151 23  0836-54-0130 多機能型

高嶺園 宇部市大字川上714-11 755-0084 72  0836-32-1321 施設障害福祉サービス

   障がい者（児）デイサービスセンターひろ君の家 宇部市大字善和573-1 759-0134 20  0836-62-5707 多機能型

 うべくるみ園入所部あゆむ 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 40  0836-31-1674 施設障害福祉サービス

  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 5  0836-58-2300 児童福祉法改正による特例措置

 はーとけあさんちの生活支援 宇部市草江4丁目11番38-5号 755-0004 20  0836-39-7311

 社会福祉法人神原苑琴芝障害者デイサービスセンター 宇部市神原町2丁目１－２２ 755-0022 20  0836-34-8668

 私の家Ｗｏｒｋ　Ｓｐａｃｅ 宇部市浜田3丁目1-6  755-0806 6  0836-38-8111 多機能型

スマイルライフ創 宇部市妻崎開作1014-3  759-0204 25 0836-38-8020 多機能型

あした 宇部市大字東岐波746番地7 755-0241 60  0836-39-7301 施設障害福祉サービス

 障がい者デイサービスセンター光栄 宇部市大字東岐波5911番地1の2 755-0241 25  0836-39-7620

令和４年４月１日現在
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 障がい者デイサービスセンターディオ・ルーチェ 宇部市大字際波６７２－３ 759-0207 30  0836-38-8501

  デイサービスセンター優 宇部市大字東岐波道田1381-7 755-0241 25  0836-38-8880

日の山のぞみ苑 宇部市大字東岐波字横尾新開1451-1 755-0241 50  0836-59-2411 施設障害福祉サービス

児童発達支援センターうべつくし園 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-4号 755-0152 15  0836-43-7750 多機能型

障害福祉サービス事業所「ハイツふなき」 宇部市大字船木833-21 757-0216 8  0836-67-0188 多機能型

ＯＺデイうべ 宇部市妻崎開作1122 759-0204 5  080-3892-1815 多機能型

 デイサービス　ラ・ベルヴィ 山口市木町6番1号 753-0095 13  083-924-0006 多機能型

    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 山口市朝倉4-55 753-0061 20  083-934-5200

 障害者支援施設 ひらきの里 山口市仁保中郷10053番地 753-0302 50  083-929-0312 施設障害福祉サービス

ウッド・ムーン 山口市周布町2-8 753-0822 15  083-923-7880 多機能型

ライフサポート愛心 山口市阿知須字木床7921 754-1277 20  0836-65-3210

 多機能型事業所ひらきの家 山口市仁保中郷10053番地1  753-0302 20  083-929-5050 多機能型

   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 山口市朝倉4-55 753-0061 52  083-934-5200 施設障害福祉サービス

アス・ライフ 山口市駅通り1丁目3番10号 753-0048 25  083-941-5656 多機能型

 ふしの学園宮野の里 山口市宮野上3346 753-0001 50  083-928-0415  施設障害福祉サービス通所30 

 ふしの学園第２宮野の里 山口市宮野上3358 753-0001 30  083-920-3131 施設障害福祉サービス

 多機能型通所施設鳴滝園 山口市下小鯖松茸尾原1359-3 753-0212 15  083-927-3838 多機能型

るりがくえん 山口市鋳銭司10812-1 747-1221 70  083-986-2054 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設山口秋穂園 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 754-0893 60  083-984-5151 施設障害福祉サービス

  夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 山口市中尾木乃787-1 753-0801 20  083-995-2820 多機能型

  障害福祉サービス事業所ステップあそかの園 山口市朝田字三田地900番1 753-0871 22  083-929-3717 多機能型

 生活介護事業所ぽっけ 山口市下小鯖2173-2 753-0212 20  083-927-4470

障がい者デイサービスセンターぬくもり山口 山口市小郡上郷字森下4182番1  754－0001 20  083-902-6842

トイロ 山口市大内御堀3802-1 753-0214 20  083-941-5110

  ハートハウス大歳小規模多機能型居宅介護 山口市朝田751-1 753-0871 15  083-922-0170  共生型ショートステイ

  ハートハウス小郡小規模多機能型居宅介護 山口市小郡下郷866-4 754-0002 15  083-974-1650  共生型ショートステイ

  ハートホーム平川リハビリセンター 山口市黒川729-2 753-0851 30  083-934-7600 共生型

  ハートホーム南山口デイサービスセンター 山口市深溝803-1 754-0895 50  083-988-3300 共生型

 はあとｍ＋Ｍ２新山口 山口市小郡平成町1-16 754-0020 20  083-976-2401

Ｏｈａｎａ 山口市大内長野1497-17 753-0211 20  083-902-0833

    特定非営利活動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 33  0838-26-0294

なないろ 萩市椿東4510番地1 758-0011 22  0838-22-9717 多機能型

  萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市三見3852番地1 759-3721 50  0838-27-5000 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設しんわ苑 萩市大字須佐486番地4 759-3411 50  08387-6-3311 施設障害福祉サービス

 のんきな農場小川事業所 萩市大字下小川1000番地 759-3204 20  08387-4-5838

 萩市デイサービスセンターさんみ苑 萩市三見3852番地1 759-3721 50  0838-27-5000 共生型

   自遊の街デイサービスセンターひかり 防府市戎町1丁目6-22 747-0036 20  0835-21-4820

防府市わかくさ園 防府市鞠生町12番2号 747-0805 20  0835-23-6625

ソイルセンター 防府市新田119-5 747-0825 20  0835-27-3192

  指定障害者支援施設ゆうあい 防府市向島字竜丸山10079-42 747-0831 35  0835-27-3001 施設障害福祉サービス

  夢のみずうみ村防府デイサービスセンター 防府市西浦2429-1 747-0835 20  0835-39-2201

 山口コロニーワークセンター 防府市大字台道10522番地 747-1232 34  0835-32-0159 施設障害福祉サービス

華南園 防府市大字浜方205 747-0833 55  0835-23-3650 施設障害福祉サービス

 防府市大平園 防府市牟礼10114-1 747-0004 40  0835-24-4665 施設障害福祉サービス

 防府市愛光園 防府市牟礼10084-1 747-0004 12  0835-22-7566 多機能型

 障害福祉サービスあゆみの里 防府市大字浜方169番地の1 747-0833 20  0835-24-5075  共生型多機能型

華の浦 防府市大字浜方205-1 747-0833 34  0835-22-3280 施設障害福祉サービス

てらら 防府市美和町4-24 747-0025 20  0835-27-3036

 生活処遊夢庵 防府市中央町６－３０ 747-0802 5  0835-26-5150 共生型

 デイサービスたんぽぽ 防府市新田1784-6 747-0825 20  0835-38-7500 多機能型

エルモ 防府市千日2丁目5-8 747-0046 10 0835-28-1053 多機能型

てんま 防府市佐野1308番地1 747-0067 20 0835-28-9267

第1しょうせい苑 下松市生野屋南1丁目7番11号 744-0033 67  0833-43-9810 施設障害福祉サービス

第2しょうせい苑 下松市生野屋南1丁目12番1号 744-0033 68  0833-45-2425 施設障害福祉サービス

サルビアの家 下松市生野屋南1丁目11-1 744-0031 10  0833-45-4600 多機能型

 サルビアの家ＦＬＡＧＳＨＩＰ 下松市生野屋5丁目10-1 744‐0031 10  0833‐47-3535 多機能型

多機能型事業所来歩 下松市西柳三丁目４番２７号  744-0011 6  0833-45-3600 多機能型

 岩国市障害者サービスセンター 岩国市岩国4-2-20 741-0062 20  0827-43-2377

 障害者支援施設陽の出園 岩国市美和町生見25番地 740-1231 45  0827-96-0311 施設障害福祉サービス
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 障害者支援施設緑風園 岩国市由宇町980番地１ 740-1404 54  0827-63-1155 施設障害福祉サービス

ひまわりの家 岩国市中津町１丁目24-3 740-0027 20  0827-24-1515

ささみ園 岩国市玖珂町4981-1 742-0326 10  0827-82-4931 多機能型

 障害者支援施設若葉園 岩国市由宇町984番地  740-1404 58  0827-63-1177 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設ひかりの里 岩国市錦見3-7-57 741-0061 60  0827-44-2255 施設障害福祉サービス

 障害福祉サービス事業所こもれ陽 岩国市御庄２丁目１０８－３ 741-0083 20  0827-46-0770

ジョブ・クリスタル 岩国市今津町１丁目12-1 740-0017 10  0827-93-1042 多機能型

ラポールハート 岩国市南岩国町4丁目52-38 740-0034 20  0827-28-4765

第３しらかば園 岩国市今津3丁目15-2 740-0017 20  0827-35-4321

光市身体障害者デイサービスセンター 光市光井2-2-1（あいぱーく光内） 743-0011 20  0833-74-3050

虹のかけ橋 光市室積正木14-3 743-0071 10  0833-78-2017 多機能型

 障害者支援施設ひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 75  0833-77-2000 施設障害福祉サービス

  小規模多機能おりづる周防の郷 光市小周防829-1 743-0061 18  0833-76-1200 共生型

デイジーくらぶ 光市光井9丁目8-30 743-0011 10  0833-71-6157 多機能型

 福祉メイキングスタジオうみべ 光市室積6丁目13-28 743-0007 7  0833-48-8232 多機能型

 障害者支援センターゆうゆう 長門市日置中2983-142 759-4402 12  0837-37-5051 多機能型

湯免清風園 長門市三隅中393番地1 759-3802 50  0837-43-2121 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設あけぼの園 長門市油谷久富10045番地 759-4502 50  0837-32-1688 施設障害福祉サービス

福祥苑 長門市深川湯本10620-2 759-4103 50  0837-22-6423 施設障害福祉サービス

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄4472 742-1352 50 施設障害福祉サービス

生活介護しらゆり 柳井市余田2409番地  742-0034 11  0820-25-1710 多機能型

 ライブリーあそかの園 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 50  0837-56-1813 施設障害福祉サービス

 ＭＩＮＥあそかの園 美祢市大嶺町東分字僧津1710-1 759-2212 10  0837-54-1232 多機能型

 鹿野学園第二成人部 周南市鹿野下10513番地の１ 745-0304 38  0834-68-2189 施設障害福祉サービス

鹿野学園成人部 周南市鹿野下1010番地 745-0304 50  0834-68-2189 施設障害福祉サービス

鼓澄苑 周南市大字久米752番地4 745-0801 54  0834-29-5011 施設障害福祉サービス

白鳩学園育英館 周南市大字大島607番地 745-0803 18  0834-84-0918 多機能型

白鳩学園育成館 周南市大字大島637番地の2 745-0803 30  0834-84-0341 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設つくし園 周南市大字米光356番地 746-0104 50  0834-67-2131 施設障害福祉サービス

鼓ヶ浦あゆみ園 周南市大字久米752番地4 745-0801 20  0834-29-1430

あおぞら 周南市新地3丁目2番30号 745-0861 20  0834-34-0064 多機能型

 生活介護すなっぐ 周南市須々万本郷653-1 745-0122 20  0834-33-8475 多機能型

 サルビアの家しんなんよう 周南市川崎3丁目6-18 746-0001 10  0834-33-8960 多機能型

 デイサービスセンターけあぽーと　きゃんぱす 周南市野村2丁目9-5 746-0022 20  0834-31-0200

 ＯＺデイしゅうなん 周南市久米旭ヶ丘984-28 745-0801 5 0834-34-0539 多機能型

    社会福祉法人神原苑小野田障害デイサービスセンター 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915番地15 756-0809 15  0836-84-7800 多機能型

グリーンヒル山陽 山陽小野田市大字厚狭1723-2 757-0001 15  0836-73-2953 多機能型

 指定障害者支援施設みつば園 山陽小野田市大字小野田11337-1 756-0817 40  0836-84-5920 施設障害福祉サービス

 指定障害福祉サービス事業所のぞみ園 山陽小野田市高栄3丁目6-15 756-0815 20  0836-83-1203

 生活介護事業所いこい 山陽小野田市大字有帆1494-5  756-0038 20  0836-39-7352

 多機能型事業所ジョブ.プレイス 山陽小野田市大字郡字上ノ浜３００５番地６ 757-0002 14 0836-78-0062

たちばな園 大島郡周防大島町油良1020 742-2802 60  0820-73-1011 施設障害福祉サービス

  障害福祉サービス事業所さつき園 大島郡周防大島町西屋代2595-1 742-2103 36  0820-74-3356 多機能型

 城南学園第三更生部 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 80  0820-52-2554 施設障害福祉サービス

 障害者支援施設誘楽園 熊毛郡田布施町宿井406番地 742-1503 10  0820-53-1295 施設障害福祉サービス

城南学園更生部 熊毛郡田布施町大字川西1144 742-1504 60  0820-52-2554 施設障害福祉サービス

 城南学園第二更生部 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 50  0820-52-2554 施設障害福祉サービス

  はなさく生活介護さかき 熊毛郡田布施町大字麻郷1688-3 742-1513 10  0820-25-3715 多機能型

   なぎさハウス生活介護事業所 熊毛郡田布施町大字波野2220-3 742-1502 20  0820-25-1486

　自立訓練（機能訓練・生活訓練）事業所
　　機能訓練事業所

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

多機能型事業所来歩 下松市西柳三丁目４番２７号  744-0011 20  0833-45-3600 多機能型

リハビリセンターふぁいと 岩国市岩国２丁目７－４  741-0062 15  0827-28-2840 共生型

　　生活訓練事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

ほっとホーム一歩社 下関市豊浦町大字黒井10097番地50 759-6312 20  083-774-3774  宿泊型20ショートステイ
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  障害福祉サービス事業所「ハイツふなき」 宇部市大字船木833-21 757-0216 12  0836-67-0188   多機能型宿泊型20ショートステイ

とまり木 山口市小郡若草町3-26 754-0024 20  083-973-0666

アス・ライフ 山口市駅通り1丁目3番10号 753-0048 6  083-941-5656 多機能型

るりワークス 山口市鋳銭司10812-1 747-1221 0  083-986-2074   多機能型宿泊型11ショートステイ

ドリームスクール・はぎ 萩市椿東2228番地3 758-0011 10 0838-25-8685 宿泊型10

Y　o　u悠 萩市大字瓦町66番地1 758-0025 6 0838-22-3175 多機能型

 山口コロニーワークセンター 防府市大字台道10522番地 747-1232 6  0835-32-0159 施設障害福祉サービス

みなくるはうす下松 下松市望町二丁目8-11 744-0072 10  0833-48-9517 多機能型

リフレの家 岩国市玖珂町大坪1887 742-0313 20  0827-82-0015 宿泊型22

みなくるはうす光 光市中央5丁目1番21号 743-0013 10  0833-48-9390 多機能型

こすもす 柳井市柳井1973 742-0021 20  0820-24-6601  宿泊型20ショートステイ

　就労移行支援事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  障害福祉サービス事業所グリーンファーム 下関市大字植田字弥次郎1398-1 750-0251 6  083-289-5454 多機能型

 多機能事業所はーとあーす勝谷 下関市東勝谷1-4 751-0879 6  083-263-0230 多機能型

煌-KIRAMEKI- 下関市長門町１０－１　長門プラザ２階 750-0026 10  083-250-8306 多機能型

エンジョイライフ就労移行支援・就労継続支援Ａ型多機能型事業所 下関市唐戸町1番22号 750-0005 10  083-250-8306 多機能型

ひえだファクトリー 下関市稗田中町12-10 751-0856 12  083-251-6161 多機能型

  障害福祉サービス事業所「サムラ」 宇部市大字船木833-27 757-0216 6  0836-67-0171 多機能型

未来予創 宇部市中宇部小羽山1738-8 755-0086 10 0836-21-5554 多機能型

 セルプ　ジョブ・アソシエイト 宇部市西平原4丁目3-10 755-0808 20  0836-38-8550

工房ときわ 宇部市北琴芝二丁目3番13号  755-0036 34  0836-38-6677 多機能型

フィオーレ 山口市小郡若草町3番5号 754-0024 10  083-973-0234 多機能型

 シオン多機能事業所 山口市大内御堀3953番地15 753-0214 10  083-941-5678 多機能型

  障害福祉サービス事業所ステップあそかの園 山口市朝田三田地900番1 753-0871 6  083-929-3717 多機能型

はあとW小郡南 山口市山口市小郡花園町５－１０ 754-0022 6  083-941-5233 多機能型

アス・ワーク 山口市宮島町5番26号 753-0043 6  083-941-6758 多機能型

アークス山口 山口市小郡大正町11番10号 マルワビル1階  754-0044 10  083-929-3773 多機能型

 ジョブサポート・ツインカンパニー 山口市平井816-12 753-0851 6 083-929-3575 多機能型

ごはん処りゅう庵 山口市小郡新町4丁目10番20号  754-0031 6  083-976-5055 多機能型

  萩市障害者福祉作業所つばき園 萩市江向4-1 758-0041 8  0838-25-9617 多機能型

なないろ 萩市椿東4510番地１ 758-0011 6  0838-22-9717 多機能型

ドリームスクール・はぎ 萩市椿東2228番地3 758-0011 10 0838-25-8685

 心促福祉作業センター 防府市大字上右田字森の本2608番地 747-0062 6  0835-22-8530 多機能型

防府市愛光園 防府市牟礼10084-1 747-0004 6  0835-22-7566 多機能型

夢かれん 防府市大字台道3527番地の9 747-1232 6 0835-32-1155 多機能型

あおぞら 防府市三田尻2丁目9-3 747-0814 6  0835-22-7228 多機能型

第２しらかば園 岩国市車町1-13-13 740-0026 8  0827-28-4520 多機能型

工房フェリーチェ 岩国市錦見1丁目11-15 741-0061 10  0827-28-1157 多機能型

 b o r d e r l e s sw o r k 岩国市麻里布町1丁目5番32号1Ｆ 740-0018 20 0827-28-6066

みなくるはうす光 光市中央5丁目1番21号 743-0013 6  0833-48-9390 多機能型

ワークショップ白壁 柳井市南町3丁目8番4号 742-0031 6  0820-25-3623 多機能型

 お仕事ステーション柳井 柳井市古開作459-22 742-0032 6  0820-25-3347 多機能型

あそかの園 美祢市於福町下3365-1 759-2302 6  0837-56-5038 多機能型

夢ワークあけぼの 周南市五月町6-25  745-0811 20  0834-33-8501

 東ソーコープ陽だまりワークス 周南市清水1丁目10番28号 ７46-0015 20  0834-34-0022

 指定障害福祉サービス事業所まつば園 山陽小野田市高栄3丁目6-16 756-0815 7  0836-83-2059 多機能型

 多機能型事業所ジョブ.プレイス 山陽小野田市大字郡字上ノ浜3005番地6 757-0002 14 0836-78-0062

　就労継続支援事業所
　　就労継続支援事業所Ａ型

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

   エンジョイライフ就労移行支援・就労継続支援Ａ型多機能型事業所 下関市唐戸町1番22号 750-0005 10  083-235-2050 多機能型

煌-KIRAMEKI- 下関市長門町10－1　長門プラザ2階 750-0026 10  083-250-8306 多機能型

障害福祉サービス　　メルシィ 下関市稗田北町10-27YKビル1F 751-0857 20 083-242-2766

テンシステム 下関市綾羅木本町五丁目12－29 751-0849 20 083-250-6616 多機能型

チームもんじゅ 下関市山の田東町3-6 751-0834 20 083-250-7222

 サンクスラボ・下関オフィス 下関市一の宮町3-9-10秋田産業ビル2F 751-0806 20 083-250-7115
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

ジョブサポートフェニックス 下関市後田町1-1-1 751-0826 10 083-227-2800

Ｗ－fａｃｔｏｒｙ 宇部市明神町1丁目11番2号  755-0008 10  0836-39-9972 多機能型

 宇部市ときわ公園障害福祉サービス事業所 宇部市大字沖宇部字中論瀬233番地1  755-0001 20 0836-39-9280

 障害者支援センターこころ 宇部市西平原２丁目５番５号  755-0808 20 0836-43-7278 多機能型

未来予創 宇部市中宇部小羽山1738-8 755-0086 10  0836-21-5554 多機能型

 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 10  0836-39-5258

夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南4丁目8番9号 759-0208 10  0836-39-9160 多機能型

障害者福祉サービス事業所あゆみ厚南 宇部市厚南北３丁目１－３７ 755-0206 25 0836-39-6766 多機能型

 株式会社コセイ宇部事業所 宇部市南浜町1丁目9-14  755-0063 20  0836-43-9803

ライフステップ創 宇部市妻崎開作49-7  759-0204 15  0836-38-8020 多機能型

愛工房 宇部市黒石北四丁目1-22 759-0213 10  0836-39-7238 多機能型

 株式会社コセイ 山口市小郡船倉町3番17号  754-0012 20 083-902-5683

アークス山口 山口市小郡大正町11番10号 マルワビル1階  754-0044 10  083-929-3773 多機能型

サニーデイズ 山口市阿知須４７４６番地５ 754-1277 20 0836-39-5300 多機能型

はあとＷ吉敷 山口市吉敷中東1丁目2-6 みずほビル 753-0813 10 083-902-6208 多機能型

オフィス・エヌ 山口市矢原642番地1 753-0861 10 083-902-2513

ビエネスタ新山口 山口市小郡下郷高砂町2番11号　新山口ビル1F 754-0014 10 083-902-5860

なないろ 萩市椿東4510番地1  758-0011 13  0838-22-9717 多機能型

あいりす 萩市大字山田4241番地1  758-0063 15  0838-25-8833

あわや 萩市高佐下851-8 758-0303 10  0838-88-0130

ワークショップ・山口 防府市大字台道10522番地 747-1232 20  0835-33-0100 多機能型

ビエネスタ防府 防府市駅南町2-7 トーヨービル2階 747-0801 10 0835-28-7245

 西日本ケアサービス下松 下松市大手町2丁目7-6  744-0015 20  0833-41-1175

希望の里 岩国市三笠町2丁目6-16 740-0016 20 0827-24-0282

エルマー 岩国市三笠町2丁目3-7-1 740-0016 10 0827-21-1486

いこいの村 岩国市平田5丁目51番13号 741-0072 20 0827-31-4495

 就労継続支援施設森林の里 光市大字塩田1010-1 743-0101 20  0820-48-4560

しあわせ 光市光井1丁目12番11号 743-0011 20  0833-44-9444

エーアンドエム 光市虹ヶ丘一丁目18番18号1F-B 743-0031 20  0833-71-6337

西日本ケアサービス光 光市浅江1丁目15-31  743-0021 20  0833-72-0708

きらりファーム 長門市三隅中1470番地 759-3802 12 0837-43-0330

ワークショップ白壁 柳井市南町1丁目10-2柳井市役所内 742-0031 10  0820-23-4588 多機能型

 きっちんセンターともの園 美祢市於福町上4377-3 759-2301 20  0837-56-0881

 就労継続支援施設第一よろこび 周南市温田2丁目16-3 746-0036 20  0834-62-2635

 就労継続支援施設第二よろこび 周南市大字戸田字一王1431番地 745-1131 20  0834-83-3540

 就労継続支援施設第三よろこび 周南市新地町4番11号ピーコックビル3F 746-0045 20  0834-53-2337 多機能型

　　就労継続支援事業所Ｂ型
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  障害福祉サービス事業所グリーンファーム 下関市大字植田字弥次郎1398-1 750-0251 25  083-289-5454 多機能型

 障害福祉サービス・うしろだ工房 下関市後田町5-33-8 751-0826 20  083-233-2355

福祉作業所法光苑 下関市豊浦町川棚11680番1 759-6301 20  083-774-1525

まんてんの星 下関市菊川町大字田部536-1 750-0313 20  083-287-3255 多機能型

 福祉作業所たまねぎハウス 下関市豊北町滝部3140-1 759-5511 20  083-782-0604

 福祉作業所マザーズホーム 下関市貴船町3-4-1 751-0823 20  083-227-2484

 なごみの里ワークセンター 下関市新椋野1丁目6-35 751-0820 40  083-250-7661

 障害福祉サービス事業所安岡苑 下関市大字安岡字畑代10145-5 759-6603 60  083-258-4111 多機能型

ワークハウス一歩社 下関市豊浦町大字吉永野田浜10627番地の2 759-6311 20  083-775-4175 多機能型

第2グリーンファーム蓮 下関市吉見上1378番地 759-6524 20  083-286-4035

 福祉サービスかじくり 下関市梶栗町4丁目2番33号 759-6614 20  083-227-4325

 ワークステーションほっぷ 下関市武久町1丁目5番14号第3金家ビル2階 751-0833 30  083-250-5435

 ライフステーションすてっぷ 下関市長門町10番1号長門プラザ3階 750-0026 40  083-232-0150 多機能型

野の花工房 下関市菊川町大字田部907-1 750-0313 20 083-287-4616

ひびき工房 下関市豊浦町川棚6339-15 759-6301 20  083-772-0008

 えのうら福祉工房 下関市彦島江の浦町2丁目22番7号 750-0075 20  083-266-9113

 多機能事業所はーとあーす勝谷 下関市東勝谷1-4 751-0879 34  083-263-0230 多機能型

mimi hana　カフェ 下関市新地町2-13 750-0063 20  083-250-9140

夢活動センター下関 下関市生野町2丁目1-18 751-0832 34  083-227-3211

八起の家 下関市安岡町1丁目2-13 759-6603 20 083-259-8586
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 就労育成事業所花くじら 下関市田中町17-13 750-0008 20 083-228-3550

 障害福祉サービスすみれの丘 下関市長崎本町6-35 750-0028 14 083-250-8210 多機能型

 関門福祉工房太陽の家 下関市長府豊浦町８－１７ 752-0945 20 083-256-2733

ひえだファクトリー 下関市稗田中町12-10 751-0856 20  083-251-6161 多機能型

チームもんじゅ 下関市山の田東町３－９ 751-0834 20 083-242-4111

多機能型事業所　ふくろうの杜 下関市一の宮町四丁目11番27号 751-0864 10 083-227-4171 多機能型

指定障害福祉サービスクローバー下関 下関市稗田南町9番46号 751-0854 20 083-242-1014

ファイン地域就労支援センター 下関市吉見新町二丁目2番50号 759-6532 20 083-249-5126

 障害福祉サービス結のところ 下関市彦島江の浦町3-4-5 750-0075 10 083-242-0880 多機能型

 うべくるみ園通所部ともに 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 56  0836-31-1674 多機能型

いこい 宇部市寿町2丁目12-24 755-0032 20  0836-35-8680

セルプときわ 宇部市西岐波大浴4613番地1 755-0151 20  0836-54-0130 多機能型

セルプ岡の辻 宇部市西岐波字西迫ノ田2189-60 755-0151 20  0836-54-2960

セルプ藤山 宇部市西平原4丁目2342番１ 755-0808 40  0836-38-6666

  障害福祉サービス事業所「サムラ」 宇部市大字船木833-27 757-0216 34  0836-67-0171 多機能型

  有限会社てご屋自立支援センター 宇部市常盤台１丁目2576-2 755-0096 40  0836-39-3451

  障がい者（児）デイサービスセンターひろ君の家 宇部市大字善和573-1 759-0134 20  0836-62-5717 多機能型

ぐうですぐう 宇部市あすとぴあ3丁目3番33号  755-0152 40  0836-39-9033

  就労継続支援Ｂ型事業所はなぶさ 宇部市大字上宇部39番地13  755-0091 20  0836-35-3365

夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南4丁目8番9号 759-0208 20  0836-39-9160 多機能型

障害者福祉サービス事業所あゆみ厚南 宇部市厚南北３丁目１－３７  759-0206 45 0836-39-6766 多機能型

ライフステップ創 宇部市妻崎開作49-7  759-0204 20  0836-38-8020 多機能型

私の家Ｗｏｒｋ　Ｓｐａｃｅ 宇部市浜田３丁目1-6  755-0806 14  0836-38-8111 多機能型

緑豊舎 宇部市大字車地636番地2  759-0133 20  0836-62-5355

工房ときわ 宇部市北琴芝二丁目3番13号  755-0036 34  0836-38-6677 多機能型

愛工房 宇部市黒石北四丁目1-22 759-0213 10 0836-39-7238 多機能型

Ｗ－fａｃｔｏｒｙ 宇部市明神町1丁目11番2号  755-0008 10  0836-39-9972 多機能型

ＪＩＺＯ 宇部市大字西岐波5345番地  755-0151 20  0836-43-6525

第２はばたき 宇部市大字東岐波1453-1 755-0241 35  0836-62-2227

 就労継続支援Ｂ型りあん 宇部市西本町二丁目72番地31 755-0071 20  0836-35-9242

 Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅせいわ 宇部市東岐波4004-2  755-0241 20  0836-58-5883

  山口市社会福祉協議会障害者福祉作業所 山口市下竪小路103番地3 753-0034 20  083-923-9860

フィオーレ 山口市小郡若草町3番5号 754-0024 30  083-973-0234 多機能型

 就労継続支援みのり苑 山口市秋穂東6031番地1 754-1101 20  083-984-2815

 ワークステーション大歳 山口市朝田941番地1 753-0871 30  083-924-5561

さやか工房 山口市平井952番地10 753-0831 20  083-928-9643

 ワークハウスすぜんじ 山口市鋳銭司3350番地 747-1221 24  083-986-2228

  山口地域就労継続支援事業所 山口市宮野下1277番地 753-0011 20 083-902-2180

 多機能型通所施設鳴滝園 山口市下小鯖松茸尾原1359-3 753-0212 45  083-927-3838 多機能型

 シオン多機能事業所 山口市大内御堀3953番地15 753-0214 20  083-941-5678 多機能型

福祉の店アミーチ 山口市小郡下郷1406番地 754-0044 20  083-972-1023

 多機能型事業所ひらきの家 山口市仁保中郷53番地1 753-0302 15  083-929-5050 多機能型

 るりがくえんきらら夢ＫＯＢＯ 山口市宮野上783 753-0001 20  083-921-2044

るりワークス 山口市鋳銭司10812-1 747-1221 20  083-986-2074 多機能型

みんなの森 山口市下小鯖2698番地1 753-0212 30  083-941-6859

ふしのエコ事業所 山口市宮野上3342番地 753-0001 20  083-928-0415

  障害福祉サービス事業所ステップあそかの園 山口市朝田三田地900番1 753-0871 12  083-929-3717 多機能型

はあとW小郡南 山口市嘉川３４６８－１０（はあとＷ小郡南　嘉川サテライト） 754-0897 14  083-941-5233 多機能型

アス・ワーク 山口市宮島町5番26号 753-0043 25 083-941-6758 多機能型

クロスビー 山口市吉敷下東四丁目11番1号  753-0814 20  083-902-2535

 ジョブサポート・ツインカンパニー 山口市平井816-12 753-0831 14 083-929-3575 多機能型

 就労継続支援Ｂ型楽楽 山口市秋穂二島3838番地 754- 1101 20 083-894-4355

ごはん処りゅう庵 山口市小郡新町4丁目10番20号  754-0031 14  083-976-5055 多機能型

はあとＷ吉敷 山口市吉敷中東1丁目2-6 みずほビル 753-0813 10 083-902-6208 多機能型

 就労継続支援Ｂ型事業所　鮎の里 山口市吉敷赤田2丁目13-25 753-0817 20 083-901-5551

アークス新山口 山口市小郡高砂町2-19  754-0014 20  083-929-3637

心の里あらいぶ 山口市小郡下郷16-2  754-002 20  083-972-5511

ダイクロック・ワークス 山口市朝田79番地 753-0871 20 080-4230-7716

のんびりいこう 山口市秋穂二島1911番地 754-0893 20 083-987-0987
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

ハローフレンズ 萩市土原520番地2 758-0025 20  0838-22-3175

なないろ 萩市大字椿東4510番地１ 758-00１１ 25  0838-22-9717 多機能型

  萩市障害者福祉作業所つばき園 萩市江向4-1 758-0041 22  0838-25-9617 多機能型

のんきな農場 萩市江崎396-3 759-3113 20  0838-72-0115

夢香房すさ 萩市須佐1378番地7 759-3411 20  08387-6-2333

  就労継続支援Ｂ型事業所だいだい 萩市山田字西沖田4718-1 758-0063 20  0838-21-5015

あねもね 萩市河添２２２－５  758-0073 20  0838-21-5885

 心促福祉作業センター 防府市大字上右田森ノ本2608 747-0062 34  0835-22-8530 多機能型

夢かれん 防府市大字台道3527番地の9 747-1232 34  0835-32-1155 多機能型

ふれんず 防府市中央町6-32 747-0802 20  0835-28-7087

あおぞら 防府市三田尻2丁目9番3号 747-0814 14  0835-22-7228 多機能型

ワークショップ・山口 防府市大字台道10522番地 747-1232 20  0835-33-0100 多機能型

 山口コロニーキャンパス 防府市大字台道10522番地 747-1232 40  0835-33-0055

防府市愛光園 防府市牟礼10084-1 747-0004 42  0835-22-7566 多機能型

はあと 防府市西仁井令1丁目3-20　西仁井令旭ビル1階 747-0849 20  0835-22-4449

ライクユー 防府市下右田330番地2 747-0063 20  0835-23-5560

ゆたか苑 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 20  0833-43-8955

 サルビアの家JOBカレッジ 下松市生野屋5-10-1 744-0073 10  0833-47-3535 多機能型

みなくるはうす下松 下松市望町二丁目8-11 744-0072 20  0833-48-9517 多機能型

よこやま工房 岩国市横山1-12-51 741-0081 40  0827-41-1654

 ふぉんた～なフェリーチェ 岩国市錦見1丁目11-14 741-0061 10  0827-41-3880 多機能型

しらかば園 岩国市室の木町3-1-74 740-0021 36  0827-28-2860

ささみ園 岩国市玖珂町4981-1 742-0326 10  0827-82-4931 多機能型

由宇あけぼの園 岩国市由宇町西3-15-6 740-1454 15  0827-63-1288

  障害福祉サービス事業所陽だまり 岩国市美和町生見12451-1 740-1231 20  0827-96-0311

ひよりの里 岩国市美和町黒沢６８番５６号 740-1212 20 0827-95-0588

プレジール・リフレ 岩国市玖珂町1555番－1 742-0311 20 0827-28-5815

ジョブ・クリスタル 岩国市今津町1丁目12-1 740-0017 10 0827-93-1042 多機能型

第２しらかば園 岩国市車町1-13-13 740-0017 12  0827-35-4321 多機能型

大和あけぼの園 光市束荷21-2 743-0105 40  0820-49-3000

光あけぼの園 光市木園1丁目1918-1 743-0046 20  0833-74-3333

みなくるはうす光 光市中央5丁目1番21号 743-0013 24  0833-48-9390 多機能型

岩田あけぼの園 光市岩田字蔵光157番地1 743-0105 20  0820-25-1111

福祉メイキングスタジオうみべ 光市光市室積6丁目13-28 743-0007 20  0833-48-8232 多機能型

 就労継続支援施設キュアポート 長門市三隅中301番地4 759-3802 20  0837-43-2722

友愛センター 長門市油谷新別名1098番地1 759-4503 20  0837-32-2633

ハピネスさざんか 長門市日置中1453番地1 759-4402 20  0837-37-3339

 長門福祉作業センター 長門市西深川2987-1 749-4102 34  0837-22-4430

 障害者支援センターゆうゆう 長門市日置中2983-142 759-4402 10  0837-37-5051 多機能型

 ふれあいショップ　一粒の麦 柳井市中央3-14-15 742-0035 20  0820-23-7659

 ワークショップ白壁 柳井市柳井3842-6 742-0021 24  0820-22-3989 多機能型

やなぎ園 柳井市余田1449-4 742-0034 20  0820-22-8573

工房いな穂 柳井市神代4110-10 749-0101 20  0820-45-3811

 お仕事ステーション柳井 柳井市古開作４５９－２２ 742-0032 14  0820-25-3347 多機能型

みなくるはうす柳井 柳井市新庄1076-7 742-0033 20  0820-26-4131 多機能型

 就労継続Ｂ型事業所パントまいむ 柳井市天神１９－１０ 742-0005 10  0820-25-1601 多機能型

あそかの園 美祢市於福町下3365-1 759-2302 34  0837-56-5038 多機能型

 ワークショップぴのきお 美祢市美東町5870-1 754-0211 20  08396-2-1594

さつき園 美祢市大嶺町東分281-1 759-2212 20  0837-52-1289

 ワークショップりんどう 美祢市秋芳町秋吉5313番地1 754-0511 20  0837-62-0080

さわやか工房 周南市糀町2-67-1 745-0027 20  0834-33-5828

なべづる園 周南市大字小松原408 745-0641 20  0833-91-6793

 社会就労センターセルプ周陽 周南市周陽2丁目8-28 745-0823 40  0834-28-5333

周南あけぼの園 周南市大字久米716-4 745-0801 40  0834-39-3755

白鳩学園育英館 周南市大字大島607番地 745-0803 10  0834-84-0918 多機能型

白鳩学園育成館 周南市大字大島637番地の2 745-0803 30  0834-84-0341 施設障害福祉サービス

望みの家 周南市岡田町2-3 745-0066 20  0834-22-8881

聴覚障害者生活支援センターこすもすの家 周南市速玉町7-26 745-0844 20  0834-22-3022 多機能型

 ふれあい作業所「鹿音（かのん）」 周南市大字鹿野上2755番地の1 745-0302 20  0834-68-3213
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 就労継続支援施設第三よろこび 周南市新地町4番１１号 746-0045 10  0834-53-2337 多機能型

 サルビアの家しんなんよう 周南市川崎3丁目6-18 746-0001 10  0834-33-8960 多機能型

  就労支援センターあじさい 周南市泉原町10番1号 745-0833 20  0834-32-2380

  社会就労センターセルプ新南陽 周南市古川町２－４１ 746-0014 20  0834-51-6526

  社会就労センターセルプ桜木 周南市桜木３丁目１４１２番地４ 745-0806 20  0834-33-9260

インクルー・ジョブ 周南市小松原1233番地3 745-0641 20 0833-91-4800

  指定障害福祉サービス事業所まつば園 山陽小野田市高栄3丁目6-16 756-0815 33  0836-83-2059 多機能型

ワークあけぼの 山陽小野田市大字厚狭415-1 757-0001 35  0836-72ｰ3071

グリーンヒル山陽 山陽小野田市大字厚狭1723-2 757-0001 25  0836-73-2953 多機能型

  就労継続支援B型事業所いちご 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 20  0836-39-8217

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 20  0836-43-9563

 第２スマイルサポート 山陽小野田市大字西高泊字ワカリ656番3 756-0057 20  0836-43-6520

就労継続支援いちえ 山陽小野田市住吉本町1丁目5-1 756-0813 20  0836-81-4120

  障害福祉サービス事業所さつき園 大島郡周防大島町西屋代2595-1 742-2103 16  0820-74-3356 多機能型

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 20  0820-51-2085

いちごの里 熊毛郡田布施町麻郷3428-74  742-1513 20  0820-55-0380

  指定就労継続支援事業所あいあむ 熊毛郡平生町大字平生村618-2 742-1102 20  0820-56-8000

ワークショップ未来 熊毛郡平生町平生村850-１  742-1102 20  0820-56-4006

 のんきな農場阿武事業所 阿武郡阿武町福田上1326 758-0612 30  08388-5-0050

　就労定着支援事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

夢活動センター下関 下関市生野町2丁目1-18 751-0832 -  083-227-3211

ひえだファクトリー 下関市稗田中町12-10 751-0856 -  083-251-6161

野の花工房 下関市菊川町大字田部907-1 750-0313 -  083-287-4616

  障害福祉サービス事業所「サムラ」 宇部市大字船木833-27 757-0216 -  0836-67-0171

未来予創 宇部市中宇部小羽山1738-8 755-0086 - 0836-21-5554

 セルプ　ジョブ・アソシエイト 宇部市西平原4丁目3-10 755-0808 -  0836-38-8550

はあとW小郡南 山口市小郡花園町5-10 754-0022 -  083-941-5233

  障害福祉サービス事業所ステップあそかの園 山口市朝田900番1 753-0871 -  083-929-3717

フィオーレ 山口市小郡若草町3番5号 754-0024 -  083-973-0234

なないろ 萩市椿東4510番地１ 758-0011 -  0838-22-9717

 心促福祉作業センター 防府市大字上右田字森の本2608 747-0062 -  0835-22-8530

あおぞら 防府市三田尻2丁目9-3 747-0814 -  0835-22-7228

工房フェリーチェ 岩国市錦見1丁目11-15 741-0061 -  0827-28-1157

第２しらかば園 岩国市車町1-13-13 740-0026 -  0827-28-4520

 b o r d e r l e s sw o r k 岩国市麻里布町一丁目５番３２号 740-0018 - 0827-28-6066

しあわせ 光市光井1丁目12番11号 743-0011 -  0833-44-9444

みなくるはうす光 光市中央5丁目1番21号 743-0013 -  0833-48-9390

ワークショップ白壁 柳井市柳井3842番地6 742-0021 -  0820-22-3989

お仕事ステーション柳井 柳井市古開作459-22 742-0032 - 0820-25-3347

あそかの園 美祢市於福町下3365-1 759-2302 -  0837-56-5038

夢ワークあけぼの 周南市五月町6-25  745-0811 -  0834-33-8501

  指定障害福祉サービス事業所まつば園 山陽小野田市高栄3丁目6-16 756-0815 -  0836-83-2059

　自立生活援助事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 障害福祉サービス事業所「ハイツふなき」 宇部市大字船木833-21 757-0216 -  0836-67-0188

 自立生活援助事業所トイロ 山口市大内御堀3802-1 753-0214 -  083-941-5110

 自立生活援助みんなの森 山口市下小鯖2698-1 753-0212 -  083-929-3917

　共同生活援助事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  障害者グループホーム富任 下関市富任町6丁目15番16号 759-6613 33  083-258-5451 外部サービス利用型

 なごみの里グループホーム 下関市大字蒲生野字横田250番地 759-6602 54  083-262-2111 介護サービス包括型

 グループホームなでしこ 下関市垢田町3丁目11-22コーポα101 751-0841 8  083-253-6690 外部サービス利用型

はまゆう園ほーむ 下関市豊北町大字滝部397番地の1 759-5511 24  083-782-1683 介護サービス包括型

星の家 下関市菊川町大字下岡枝374-6 750-0317 23  083-287-1220 介護サービス包括型

  安岡苑ケア＆グループホームひびき 下関市大字安岡字畑代10145-5 759-6603 95  083-258-4111 介護サービス包括型
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

青山寮 下関市形山みどり町17番14号 751-0885 6  083-256-2011 外部サービス利用型

 グループホームホーム東山・小町の里 下関市大字小野85番地の1 751-0887 17  083-256-5454 介護サービス包括型

 ピア・ケアホームみんなの家 下関市新地町4番22号 750-0063 5  083-242-9952 介護サービス包括型

うしろだホーム 下関市後田町3-1-23 751-0826 5  083-231-3939 介護サービス包括型

 グループホームはーとあーす勝谷 下関市東勝谷1-2 751-0879 14  083-263-0150 介護サービス包括型

心の駅下関 下関市三河町１０番２５号 751-0821 35  083-227-3210 介護サービス包括型

日和山ハウス 下関市丸山町五丁目６－２１ 750-0019 4  083-250-6480 外部サービス利用型

コスモスハウス 下関市新垢田東町二丁目１－２８ 751-0843 13  083-242-2943 介護サービス包括型

ひまわりハウス 下関市金比羅町11-2 750-0058 13  083-249-5565 介護サービス包括型

 おもいやりグループホーム 下関市豊田町大字殿敷１４９２番地 750-0421 14  083-250-8622 介護サービス包括型

ＡＵＢＥ 下関市伊倉町二丁目5-23　サンハイム中野101号 751-0864 5 080-3317-8639 介護サービス包括型

 グループホーム歩みの家 下関市山の田南町20-13 751-0835 4 083-292-2110 介護サービス包括型

  障害者グループホームあゆみ 宇部市開1丁目7番19号 755-0096 29  0836-37-1185 外部サービス利用型

 ホーム語らい 宇部市大字川上字大固屋714番18 755-0084 5  0836-33-3640 介護サービス包括型

てご屋ホーム 宇部市宮地町3番59-3号 755-0071 46  0836-21-4156 介護サービス包括型

ひだまり 宇部市大字西岐波229-3 755-0151 10  0836-51-6222 外部サービス利用型

  障害福祉サービス事業所「ヴィラふなき」 宇部市大字船木833-24 757-0216 44  0836-67-1883 介護サービス包括型

 グループホームサンハイツ 宇部市山門4丁目1-13 755-0077 19  0836-43-6211 外部サービス利用型

 グループホームこすむ 宇部市大字上宇部39-8 755-0091 9  0836-35-3365  外部サービス利用型ショートステイ

 グループホームひろ君の家 宇部市大字善和573番地1 759-0134 6  0836-62-5707 介護サービス包括型

 グループホーム私の家 宇部市西宇部南四丁目9-21 759-0208 20  0836-39-9901 外部サービス利用型

ウィズライフ創 宇部市妻崎開作1014-3 759-0204 19  0836-43-6300  日中サービス支援型ショートステイ

 ウィズライフ創西宇部 宇部市西宇部南１丁目４－１ 759-0208 10  0836-43-6300 外部サービス利用型

 ウィズライフ創東須恵 宇部市東須恵2281番地2 759-0206 9  0836-43-6300 外部サービス利用型

 グループホームうらら 宇部市大字東岐波1381-7 755-0241 20  0836-38-8883 介護サービス包括型

 光栄会グループホーム 宇部市宮地町13-23 755-0072 30  0836-32-4371 外部サービス利用型

光栄ホーム 宇部市大字東岐波1948番地3 755-0241 80  0836-58-2133 外部サービス利用型

 SHAREHOUSEせいわ 宇部市東岐波4004-2 755-0241 6  0836-58-5883 外部サービス利用型

カーサ若草 山口市小郡平砂町7-16 754-0025 21  083-973-0666 外部サービス利用型

さやかホーム 山口市平井952番地10 753-0831 9  083-928-9643 介護サービス包括型

ケアホームながさわ 山口市鋳銭司3364番地 747-1221 20  083-985-0388 介護サービス包括型

 グループホームひまわり荘 山口市鋳銭司3347番地 747-1221 22  083-986-3707 外部サービス利用型

 グループホームひらき 山口市仁保中郷10050番地1、10050番地2、10053番地1 753-0302 19  083-929-5050  介護サービス包括型ショートステイ

ふしのホーム 山口市宮野上3341番地 753-0001 4  083-928-0415 介護サービス包括型

るりがくえんホーム 山口市鋳銭司10812番地1 747-1221 39  083-986-20７4 介護サービス包括型

アットホーム鳴滝園 山口市下小鯖松茸尾原1359-3 753-0212 57  083-927-3838  介護サービス包括型ショートステイ

 るりがくえんきららホーム 山口市宮野上1115番地 753-0001 12  083-921-2044 介護サービス包括型

ケアホームかがやき 山口市大字下小鯖2161番地1 753-0212 6  083-927-6031 介護サービス包括型

おおとし荘 山口市朝田1099番地4 753-0871 5  083-924-5561 外部サービス利用型

 グループホーム山口あそかの園 山口市朝田字三田地900番1 753-0871 14  083-929-3717 介護サービス包括型

グループホームみなと 山口市大字秋穂二島字甲高山東北10440番1 754-0893 4  083-984-0007 介護サービス包括型

ひとつの会ホーム 山口市平井494-5 753-0831 7  0835-26-6667 外部サービス利用型

 グループホームあかり 山口市宮野下981番地1  753-0011 8  083-941-6152  介護サービス包括型ショートステイ

 グループホームビューティー 山口市秋穂二島3838番地 754-0893 7 083-987-0008 外部サービス利用型

ダイクロック・メゾン 山口市朝田79番地 753-0871 6 083-922-3922 外部サービス利用型

 さんみ苑グループホーム 萩市三見石丸2475番地1 759-3721 12  0838-27-5020 介護サービス包括型

しげともハイツ 萩市大字須佐5220番地94 759-3411 8  08387-6-3311 介護サービス包括型

 障害者グループホームはぎ 萩市大字堀内334番地 758-0057 8  0838-25-1498 外部サービス利用型

ぽぷらハイツ 萩市大字須佐1378番地7 759-3411 10  08387-6-3311 介護サービス包括型

ばすけっと 萩市大字下小川986番地2 759-3204 60 08387-4-0160  介護サービス包括型ショートステイ

ドリームホーム 萩市大字椿東字松本市2422番地53 758-0011 10  0838-26-0402 介護サービス包括型

 ひじわらグループホーム 萩市土原521番地1 758-0025 16  0838-21-7071 介護サービス包括型

 グループホーム夢かれん 防府市台道3527番地の9 747-1232 12  0835-32-1155 外部サービス利用型

よつばホーム 防府市美和町4-24 747-0025 29  0835-21-7901 介護サービス包括型

グループホーム頂上 防府市栄町1丁目1-10 747-0035 5  0835-68-9137 外部サービス利用型

 グループホームりたはうす 防府市岸津二丁目24番20号 747-0045 13  0835-28-1739 介護サービス包括型

センメイハイツ 防府市三田尻二丁目9-8 747-0814 10  0835-28-3844  介護サービス包括型ショートステイ

障害者グループホーム松星苑 下松市生野屋南1丁目7番11号 744-0033 20  0833-43-9810 介護サービス包括型

 障害者ホームサンライズ 岩国市美和町生見12441-14 740-1231 8  0827-96-0311 介護サービス包括型
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

ホーム青葉 岩国市由宇町西三丁目15番3号 740-1454 6  0827-63-1177 介護サービス包括型

かなでる 岩国市元町4丁目6-15 740-0012 5  0827-28-0021 外部サービス利用型

ひかりの郷 岩国市小瀬字小原700番地 741-0091 7  0827-52-7577  介護サービス包括型ショートステイ

  新生会障害福祉サービス事業所 岩国市関戸10038 741-0063 20  0827-43-2715 介護サービス包括型

リフレ21 岩国市玖珂町1887 742-0313 40  0827-82-0021 介護サービス包括型

  グループホーム・ケアホームモモハウス 岩国市玖珂町4936-8 742-0336 8  0827-82-6191 介護サービス包括型

ひまわりハウス 岩国市車町1丁目8-13 740-0026 6  0827-21-3500  介護サービス包括型ショートステイ

 グループホームしらかば 岩国市南岩国町4丁目66-2 740-0034 9  0827-32-2358 介護サービス包括型

 クローバーハウス尾津 岩国市尾津町1丁目19-10 740-0032 6  0827-28-5602 介護サービス包括型

アンダンテ 岩国市横山3丁目3-22 741-0081 6  0827-35-5531 外部サービス利用型

borderlessworkすまいる＋ 岩国市三笠町3丁目5-5 740-0016 7 0827-28-6066 外部サービス利用型

エール・ワン 岩国市室の木町4丁目83-17 740-0021 13 0827-35-5354  介護サービス包括型ショートステイ

 グループホーム森林の里 光市大字塩田1049番地 743-0101 14  0820-48-4560 介護サービス包括型

グループホーム岩田 光市大字岩田字蔵光157番1 743-0103 20  0820-25-1111 介護サービス包括型

 グループホームキュアプレイス三隅 長門市三隅中301番地4 759-3802 30  0837-43-2722 外部サービス利用型

 あけぼの園ほのぼのホーム 長門市油谷新別名926-2 759-4503 6  0837-32-0111 外部サービス利用型

 グループホーム島の学園 柳井市平郡1529番地 742-0041 5  0820-47-2944 日中サービス支援型

 グループホームのぞみ 柳井市新庄字細長52番4 742-0033 20  0820-22-3778 介護サービス包括型

 グループホームやなぎ園 柳井市旭ヶ丘6-2 742-1351 4 0820-22-8573 介護サービス包括型

 グループホームあそかの園 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 30  0837-56-1813 介護サービス包括型

 障害者グループホーム幸嶺園 美祢市伊佐町伊佐字下田5647番地2 759-2222 20  0837-52-4565 介護サービス包括型

 グループホーム久米 周南市大字久米716-4 745-0801 14  0834-39-3755 介護サービス包括型

 障害者支援ホームおあしす 周南市泉原町10-1 745-0833 20  0834-21-4517 介護サービス包括型

 グループホームビリーブ 周南市須々万本郷653-3 745-0122 8  0834-88-0300 介護サービス包括型

 あけぼのホーム山陽小野田 山陽小野田市丸河内959-2 756-0821 6  0836-84-6650 外部サービス利用型

目出ホーム 山陽小野田市大字小野田字大滝打越１１２９９番地４９ 756-0817 4  0836-84-1384 外部サービス利用型

 わおん山口グループホーム 山陽小野田市大字有帆1049 756-0038 10  0836-48-9055 介護サービス包括型

 グループホームいちえ 山陽小野田市北竜王町17番29号 756-0833 15  0836-81-4120 外部サービス利用型

 さつき園第１やしろホーム 大島郡周防大島町大字東屋代816-15 742-2107 5  0820-74-4099 介護サービス包括型

 さつき園第２やしろホーム 大島郡周防大島町大字西屋代2116-3 742-2103 4  0820-74-4199 介護サービス包括型

   障害者グループホーム城南学園グループホーム 熊毛郡田布施町大字川西字開明1140-1番地 742-1504 4  0820-52-2554 外部サービス利用型

相談支援事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 まんてんの星相談室 下関市菊川町大字田部536-1 750-0313 -  083-287-2877   ・一般・特定・障害児

 下関市こども発達センター 下関市幡生本町26番12号 751-0827 -  083-233-9850   ・一般・特定・障害児

 下関市障害者生活支援センター 下関市貴船町3丁目4番1号 751-0823 -  083-228-3211   ・一般・特定・障害児

 なごみの里相談支援センター 下関市大字蒲生野字横田250番地 759-6602 -  083-258-1122   ・一般・特定・障害児

 支援センター一歩社 下関市豊浦町大字吉永野田浜10627-2 759-6311 -  083-775-4171   ・一般・特定・障害児

 障がい者相談支援センターNSN　　　 下関市秋根南町1丁目1番5号 751-0872 -  083-263-2687   ・一般・特定・障害児

はまゆう園相談室 下関市豊北町大字滝部397番地の1 759-5511 -  083-782-1683  ・一般・特定

 相談支援事業所フェニックス 下関市小野64番地の1 751-0887 -  083-256-5336   ・一般・特定・障害児

  特定相談支援事業所下関幸陽園 下関市楠乃5丁目5番28号 751-0804 -  083-256-6810 ・特定

びれっじ 下関市秋根本町一丁目5番6号 751-0875 - 083-249-6095   ・一般・特定・障害児

  特定相談支援事業所はまゆう 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 ・特定

 相談支援事業所じねんじょ 下関市生野町二丁目29番3号 751-0832 - 083-252-2227  ・特定・障害児

 支援センターひえだ　　　 下関市稗田中町12-10 751-0856 -  083-251-6161   ・一般・特定・障害児

 相談支援事業所きしゃぽっぽ 下関市一の宮本町二丁目11番25号 751-0808 - 083-263-1317  ・特定・障害児

えん高磯 下関市王司神田一丁目10番9号 752-0911 - 083-249-0305  ・特定・障害児

相談支援事業所　ステップ輝 下関市稗田西町7番10号 751-0855 - 083-242-1081  ・特定・障害児

ＣＯＭＰＡＳＳサポート下関 下関市秋根南町一丁目2番24号 751-0872 - 083-249-5328 ・障害児

 相談支援事業所ぴあ南風 宇部市あすとぴあ２丁目２番１５号 755-0152 - 0836-43-6236   ・一般・特定・障害児

  神原苑在宅介護支援センター 宇部市神原町2丁目1番22号 755-0022 -  0836-35-8033   ・一般・特定・障害児

 自立生活センター宇部 宇部市中央町3丁目2番7号 755-0045 -  0836-29-6192   ・一般・特定・障害児

 生活支援センターふなき 宇部市大字船木442-11 757-0216 - 0836-67-2464  ・一般・特定

  相談支援事業所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  ・特定・障害児

 相談支援事業所高嶺園 宇部市大字川上714-11 755-0084 - 0836-32-1321  ・特定・障害児

 はーとけあさんちの相談支援 宇部市草江4丁目11番38-5号 755-0004 -  0836-39-3530  ・特定・障害児

 相談支援事業所かのん 宇部市中村2丁目7番5号 755-0072 - 0836-38-7310  ・特定・障害児
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

うべくるみ園相談支援かけはし 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 - 0836-31-1674  ・特定・障害児

サポートスペース創 宇部市妻崎開作1014-3 759-0204 - 0836-43-6300   ･一般・特定・障害児

 相談支援事業所パレットハウス 宇部市松山町1-14-13 755-0026 - 0836-39-5580  ・特定・障害児

 ろしゅう相談支援センター 宇部市大字小串91番地の6 755-0067 - 0836-32-9531   ・一般・特定・障害児

 おひさま生活塾寺子屋ほわ♥りん 宇部市松崎町3番7号 755-0809 - 080-2882-2501  ・特定・障害児

 総合相談支援センターぷりずむ 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-2号 755-0152 -  0836-43-7754   ・一般・特定・障害児

 ニチラク相談支援事業所 宇部市北琴芝一丁目8番22号 755-0036 - 0836-35-7722  ・特定・障害児

   済生会山口地域ケアセンターやまぐち障害者生活支援センター 山口市朝倉町5番4号 753-0061 -  083-924-7035   ・一般・特定・障害児

 相談支援事業ぴぽっと 山口市仁保中郷10050番地 753-0302 -  083-929-0543   ・一般・特定・障害児

  地域活動支援センターやまぐち 山口市鋳銭司3347番地の2 747-1221 -  083-986-2832   ・一般・特定・障害児

 鳴滝園エールセンター 山口市下小鯖2287番地1 753-0212 - 083-902-9202   ・一般・特定・障害児

パワーストーンるり 山口市鋳銭司10812番地1 747-1221 -  083-986-2058  ・一般・特定

  子ども発達相談センターぽこ・あ・ぽこ 山口市富田原町1番50号 753-0054 -  083-933-1070  ・特定・障害児

ウッド・ムーン 山口市周布町2-8 753-0822 -  083-923-7880  ・特定・障害児

 相談支援事業所みんなの森 山口市下小鯖2698番地1 753-0212 -  083-929-3917 ・特定

 特定相談支援事業所山口秋穂園 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 754-0893 - 083-984-5167 ・特定

  はあと相談支援事業所山口 山口市吉敷中東１丁目1-2 754-0020 - 083-976-2400   ・一般・特定・障害児

 クロスロードケアセンター 山口市平井705番地オフィス平井２Ｆ 753-0831 - 083-902-2360  ・特定・障害児

 相談支援事業所らんらん 山口市秋穂二島3838番地 754-0893 - 083-987-0008  ・特定・障害児

 相談支援事業所暖 山口市桜畠１丁目１番５２号 753-0021 - 083-941-5637  ・特定・障害児

 支援センターぴゅありんく 萩市大字須佐486番地4 759-3411 -  08387-6-3537   ・一般・特定・障害児

  萩市障害者生活支援センターほっとすぺーす 萩市大字江向５１０番地萩市総合福祉センター内 758-0041 -  0838-24-5858   ・一般・特定・障害児

    特定非営利活動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   ・一般・特定・障害児

クローバーセンター 防府市緑町1丁目11-6 747-0026 -  0835-27-3003   ・一般・特定・障害児

 防府市障害者生活支援センター 防府市鞠生町12番2号 747-0805 -  0835-38-6200   ・一般・特定・障害児

    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 防府市天神1丁目6番20号 747-0034 -  0835-27-0210  ・特定・障害児

 相談支援事業所華の浦 防府市大字浜方205-1 753-0833 - 0835-28-8775  ・特定・障害児

ゆめサポート相談所 防府市西仁井令1丁目3-20 747-0849 -  0835-28-7110  ・一般・特定

ほのぼの相談室 防府市東松崎町4番29号 747-0028 - 0835-26-5366  ・特定・障害児

 ケアプランセンターえびすや 防府市戎町1丁目7-8 747-0036 - 0835-28-7940  ・特定・障害児

 相談支援センターしょうせい苑 下松市生野屋南1丁目12番1号 744-0033 -  0833-48-6022  ・特定・障害児

相談支援事業所Reika 下松市西市2丁目2番10号 744-0078 - 080-2902-8884   ・一般・特定・障害児

 相談支援事業所げんき 下松市大字河内2761番地2 744-0061 - 0833-45-2200  ・特定・障害児

 岩国市障害者サービスセンター 岩国市岩国4丁目2番20号 741-0062 -  0827-43-2399   ・一般・特定・障害児

 障害者支援センターリフレ 岩国市玖珂町1887 742-0313 -  0827-82-0018   ・一般・特定・障害児

  障害者地域生活支援センタープログレス 岩国市美和町生見12128 740-1231 -  0827-95-0500   ・一般・特定・障害児

 地域生活支援センタートライアングル 岩国市横山1丁目12-51 741-0081 -  0827-44-3244   ・一般・特定・障害児

 緑風会障害者生活支援センター 岩国市由宇町北1丁目5番20号 740-1455 -  0827-63-2882   ・一般・特定・障害児

障害者地域生活支援センターしらかば 岩国市室の木町3丁目1-74 740-0021 -  0827-21-8750   ・一般・特定・障害児

 くらし自立応援センターいわくに 岩国市麻里布町7丁目1番2号 740-0018 - 0827-22-5877 ・一般（地域移行）

 障がい児相談支援センターはぐ 岩国市錦見七丁目2-16 741-0061 - 0827-35-4224  ・特定・障害児

障害児相談支援事業所かどるあっぷ 岩国市門前町2丁目33-3 740-0031 - 0827-35-6608  ・特定・障害児

 おりづる相談支援事業所 光市小周防829-1 743-0061 -  0833-48-8376   ・一般・特定・障害児

 歩夢ケアプランセンター 光市室積正木14番3号 743-0073 -  0833-48-8542   ・特定・障害児・一般

 相談支援センターひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 -  0833-77-0077   ・一般・特定・障害児

 長門市障害者相談支援センター 長門市油谷新別名字大池1011番地1 759-4503 -  0837-32-2237   ・一般・特定・障害児

  地域活動支援センターたけのこ村 長門市西深川845-1 759-4102 -  0837-22-1633   ・一般・特定・障害児

 湯免清風園障害者相談支援事業所 長門市三隅中393番地1 759-3802 - 0837－43－2121・特定

 相談支援事業所いぶき 長門市三隅中1470番地 759-3802 - 0837-43-0330   ・一般・特定・障害児

福祥苑指定相談支援事業所 長門市深川湯本10620-2 759-4103 - 0837-22-6423 ・特定

 やない地域生活支援センター 柳井市柳井1910番地1 742-0021 -  0820-22-1205   ・一般・特定・障害児

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄4472番地 742-1352 -  0820-24-1100  ・特定・障害児

  ひらもと障害者支援事業所 柳井市山根6-17 742-0002 -  0820-23-1905  ・特定・障害児

  特定相談支援事業所いな穂 柳井市神代4110-10 749-0101 -  0820-45-3811  ・特定・障害児

  総合相談支援センターみね 美祢市大嶺町東分字僧津1710-1 759-2212 -  0837-54-0039   ・一般・特定・障害児

  美祢相談支援センターあきよし 美祢市大嶺町東分320番地1 759-2212 -  0837-52-5222 ・特定

  地域生活支援センターウイング 周南市泉原町10-1 745-0833 -  0834-21-4573  ・一般(地域移行)・特定

  総合相談支援センターぱれっと 周南市大字久米752番地4 745-0801 -  0834-29-3294   ・一般(地域移行)・特定・障害児

 相談支援センター拓未 周南市糀町2丁目67番地1 745-0845 -  0834-31-9680  ・特定・障害児
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 相談支援センターかのがくえん 周南市鹿野下万作原10513番地の1 745-0304 -  0834-68-2189  ・特定・障害児

きかん車 周南市大字大河内256番地の14 745-0651 -  0833-91-7233  ・特定・障害児

 相談支援ｾﾝﾀｰつくし園 周南市大字米光356番地 746-0104 -  0834-67-2131 ・特定

 相談支援センタービサイド 周南市五月町6-25  745-0811 -  0834-33-8453  ・特定・障害児

 相談支援センターアイリス 周南市新地3丁目2番30号 745-0861 - 0834-34-0064  ・特定・障害児

 相談支援センター「かのん」 周南市大字鹿野上2755番地の1 745-0302 - 0834-68-4100  ・特定・障害児

 相談支援事業所のぞみ 山陽小野田市高栄3丁目6-15 756-0815 - 0836-83-0001   ・一般・特定・障害児

相談室いこい 山陽小野田市有帆1493番地 756-0038 - 0836-39-7352  ・特定・障害児

 相談支援事業所つなぎ 山陽小野田市大字郡渡場3001番地16 757-0002 - 0836-78-0017  ・特定・障害児

 あけぼの相談室「サポート」 山陽小野田市大字厚狭415-1 755-0151 - 0836-39-3030  ・一般・特定

指定障害児相談支援事業所さくら 山陽小野田市桜二丁目８番１７号 757-0006 - 0836-39-5507 ・障害児

相談支援すまいる 山陽小野田市大字西高泊ワカリ６５６番地3 756-0057 - 0836-52-7442 ・特定

  たちばな園相談支援事業所 大島郡周防大島町大字油良1020番地 742-2802 -  0820-73-5010   ・一般・特定・障害児

   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 熊毛郡田布施町大字川西1144番地 742-1504 -  0820-52-2678   ・一般・特定・障害児

 相談支援事業所フラフまいむ 熊毛郡田布施町下田布施２１７－１７ 742-1511 - 0820-25-1036  ・特定・障害児

 ながやす介護ステーション 熊毛郡平生町平生村862-2 742-1102 - 0820-56-7890  ・特定・障害児

エンジュ（槐） 熊毛郡平生町大字佐賀3775-46 742-1111 - 0820-56-3615  ・特定・障害児

 阿武町総合相談センター 阿武郡阿武町大字奈古3081番地5 759-3622 -  08388-2-2615   ・一般・特定・障害児

障害者支援施設（施設入所支援）
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

第二くすの園 下関市楠乃5丁目5-1 751-0804 60  083-257-1050 ショートステイ

なごみの里 下関市大字蒲生野字横田250 759-6602 90  083-262-2111 ショートステイ

下関幸陽園 下関市楠乃5丁目5-28 751-0804 80  083-256-6810 ショートステイ

 障害者支援施設フェニックス 下関市大字小野64番地の1 751-0887 42  083-263-1055 ショートステイ

王司山田園 下関市大字山田字赤池549-5 752-0901 35  083-248-3307 ショートステイ

 障害者支援施設員光園 下関市大字員光1544 752-0904 40  083-248-5185 ショートステイ

セルプ南風 宇部市あすとぴあ2丁目2番10号 755-0152 40  0836-43-6211 ショートステイ

高嶺園 宇部市大字川上714-11 755-0084 60  0836-32-1321 ショートステイ

 うべくるみ園入所部あゆむ 宇部市大字川上字大固屋714番13 755-0084 40  0836-31-1674 ショートステイ

あした 宇部市大字東岐波746-7 755-0241 60  0836-39-7301 ショートステイ

日の山のぞみ苑 宇部市大字東岐波字横尾新開1451-1 755-0241 50  0836-59-2411 ショートステイ

 障害者支援施設ひらきの里 山口市仁保中郷10043番地 753-0302 54  083-929-0312 ショートステイ

   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 山口市朝倉町4-55 753-0061 52  083-934-5200 ショートステイ

 ふしの学園第２宮野の里 山口市宮野上3358 753-0001 30  083-920-3131 ショートステイ

るりがくえん 山口市鋳銭司10812-1 747-1221 76  083-986-2054 ショートステイ

 ふしの学園宮野の里 山口市宮野上3346 753-0001 50  083-928-0415  ショートステイ

 障害者支援施設山口秋穂園 山口市秋穂二島字田の尻10434-1 754-0893 60  083-984-5151 ショートステイ

 障害者支援施設しんわ苑 萩市大字須佐486番地4 759-3411 50  08387-6-3311 ショートステイ

  萩市障害者支援施設さんみ苑 萩市三見3852番地1 759-3721 30  0838-27-5000 ショートステイ

  指定障害者支援施設ゆうあい 防府市向島字竜丸山10079-42 747-0831 30  0835-27-3001 ショートステイ

 山口コロニーワークセンター 防府市大字台道10522番地 747-1232 60  0835-32-0159

華南園 防府市大字浜方205 747-0833 50  0835-23-3650 ショートステイ

 防府市大平園 防府市牟礼10114-1 747-0004 40  0835-24-4665 ショートステイ

華の浦 防府市大字浜方205-1 747-0833 34  0835-22-3280 ショートステイ

第1しょうせい苑 下松市生野屋南1丁目7番11号 744-0033 48  0833-43-9810 ショートステイ

第2しょうせい苑 下松市生野屋南1丁目12番1号 744-0033 50  0833-45-2425 ショートステイ

 障害者支援施設陽の出園 岩国市美和町生見25番地 740-1231 50  0827-96-0311 ショートステイ

 障害者支援施設緑風園 岩国市由宇町980番地１ 740-1404 50  0827-63-1155 ショートステイ

 障害者支援施設若葉園 岩国市由宇町984番地 740-1404 50  0827-63-1177 ショートステイ　

 障害者支援施設ひかりの里 岩国市錦見3-7-57 741-0061 50  0827-44-2255 ショートステイ

 障害者支援施設ひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 50  0833-77-2000 ショートステイ

湯免清風園 長門市三隅中393番地1 759-3802 50  0837-43-2121 ショートステイ

 障害者支援施設あけぼの園 長門市油谷久富10045番地 759-4502 50  0837-32-1688 ショートステイ

福祥苑 長門市深川湯本10620-2 759-4103 50  0837-22-6423 ショートステイ

柳井ひまわり園 柳井市伊保庄4472 742-1352 50  0820-24-1100 ショートステイ

 ライブリーあそかの園 美祢市於福町上4017-1番地 759-2301 50  0837-56-1813 ショートステイ

 鹿野学園第二成人部 周南市鹿野下10513番地の１ 745-0304 38  0834-68-2189 ショートステイ

鹿野学園成人部 周南市鹿野下1010番地 745-0304 50  0834-68-2189 ショートステイ
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鼓澄苑 周南市大字久米752番地4 745-0801 40  0834-29-5011 ショートステイ

白鳩学園育成館 周南市大字大島637番地の2 745-0803 40  0834-84-0341 ショートステイ

 障害者支援施設つくし園 周南市大字米光356番地 746-0104 50  0834-67-2131 ショートステイ

 指定障害者支援施設みつば園 山陽小野田市大字小野田11337-1 756-0817 40  0836-84-5920 ショートステイ

たちばな園 大島郡周防大島町油良1020番地 742-2802 60  0820-73-1011 ショートステイ

 城南学園第三更生部 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 80  0820-52-2554 ショートステイ

 障害者支援施設誘楽園 熊毛郡田布施町宿井406番地 742-1503 10  0820-53-1295 ショートステイ

 城南学園更生部 熊毛郡田布施町大字川西1144 742-1504 60  0820-52-2554 ショートステイ

 城南学園第二更生部 熊毛郡田布施町大字川西字宮川1167 742-1504 50  0820-52-2554

地域生活支援事業
　地域活動支援センター

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 支援センター一歩社 下関市豊浦町大字吉永字野田浜10627-2 759-6311 30  083-775-4171

 支援センターひえだ 下関市稗田中町12-10 751-0856 20  083-251-6161

  地域活動支援センターやまぐち 山口市鋳銭司3347番地2 747-1221 20  083-986-2832

 社会福祉センターしらさぎ会館 山口市堂の前町1番5号 753-0032 15  083-922-3666

 山口市アカシア工房 山口市阿東徳佐中3284番地 759-1512 18  083-957-0023

    地域活動支援センター秋穂地区共同作業所夢工房 山口市秋穂東6573番地1 754-1101 15  083-984-2816

ふれんず大歳 山口市朝田500番地3 753-0871 10  083-920-3344

 防府市身体障害者福祉センター 防府市鞠生町12番2号 747-0805 25  0835-23-6625

  地域生活支援センタートライアングル 岩国市横山1-12-51 741-0081 60  0827-44-3244

 障害者支援センターリフレ 岩国市玖珂町1887 742-0313 10  0827-82-0018

 ふれあいワークランドいわくに 岩国市今津町2-6-8 740-0017 15  0827-22-8740

あさひ苑 岩国市旭町3丁目4-15 740-0024 11  0827-23-4720

   光市身体障害者デイサービスセンター 光市光井2-2-1（あいぱーく光内） 743-0011 6  0833-74-3050

  地域活動支援センターたけのこ村 長門市西深川845-1 759-4102 15  0837-22-1633

 やない地域生活支援センター 柳井市柳井1910番地1 742-0021 20  0820-22-1205

  美祢市地域活動支援センターひので 美祢市伊佐町伊佐2090-3 759-2222 10  0837-52-0896

  地域生活支援センターウイング 周南市泉原町10-1 745-0833 20  0834-21-4573

  心身障害者福祉作業所海月倶楽部 周南市松保町8-1 745-0847 12  0834-22-6191

  周南市地域活動支援センターポレポレ 周南市新地三丁目2番30号 745-0861 20  0834-34-0064

かに工房 山陽小野田市日の出3丁目14-5 756-0091 20  0836-83-5304

  阿武町地域活動支援センター 阿武郡阿武町大字奈古3081-3  759-3622 10  08388-2-2625

　福祉ホーム
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

きわの里 防府市高井22-2 747-0064 10  0835-22-0759

児童福祉施設等
　福祉型障害児入所施設

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

このみ園 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0213 40  0836-41-8145 ショートステイ

はなのうら 防府市大字浜方205-1 747-0833 16  0835-22-3280 ショートステイ

　医療型障害児入所施設
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  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 120  0836-58-2300  指定医療機関ショートステイ

 国立病院機構柳井医療センター 柳井市伊保庄95 742-1352 80  0820-27-0211  指定医療機関ショートステイ

 鼓ケ浦こばと園 周南市大字久米752番地4 745-0801 100  0834-29-1430 ショートステイ

　福祉型児童発達支援センター
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

はたぶ園 下関市幡生本町26番12号 751-0827 30  083-233-9850 多機能型

  児童発達支援センターうべつくし園 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-4号 755-0152 30  0836-43-7750 多機能型

  子ども発達支援センター愛 山口市富田原町1番50号 753-0054 30  083-933-1070 多機能型

  子ども発達支援センターからふる 萩市椿東4509番地1 758-0011 30  0838-22-2877 多機能型

防府市なかよし園 防府市大字牟礼10084番地の1 747-0004 20  0835-22-7667 多機能型

  児童発達支援センターサンキッズ岩国 岩国市多田字古市1277番地1 741-0092 20 0827-28-5000 多機能型
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  長門市デイ・ケアセンターあゆみ 長門市西深川3767番地5 759-4102 15  0837-23-1213 多機能型

 鼓ケ浦つばさ園 周南市大字久米752番地4 745-0801 30  0834-29-1435 多機能型

 山陽小野田こども発達支援センターとことこ 山陽小野田市桜２丁目８番１７号 757-0006 30 0836-39-5507 多機能型

　障害児通所支援事業所
　　児童発達支援事業所

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  地域児童福祉事業所ぽけっと 下関市秋根西町1丁目9番37号 751-0873 10  083-250-6025 多機能型

  児童デイサービスセンターフェニックス 下関市大字小野64番地の1 751-0887 15  083-256-5336 多機能型

むくっこ 下関市生野町二丁目28-20 751-0832 5  083-252-2227 多機能型

  下関市こども発達センターどーなつ 下関市幡生新町1番10号 751-0830 30  083-233-9850

障害児通所支援事業所そよ風 下関市彦島角倉町3丁目6－17  750‐0081 10  083‐227‐2333 多機能型

 下関市こども発達センター豊浦 下関市豊浦町川棚6895-1 759-6301 10  083-227-3110 多機能型

びり～ぶ　本館 下関市川中豊町五丁目4-20 751-0853 10  083-277-0349 多機能型

児童発達支援事業所　つくぺた 下関市上新地町3-2-3 750-0061 10 083-227-3401 多機能型

ＣＯＭＰＡＳＳ・下関 下関市綾羅木本町二丁目2-1 751-0849 10 083-227-4328 多機能型

ＯＺデイ33しものせき 下関市川中豊町１丁目2-7 751-0853 5 090-5028-9362 多機能型

あそなび長府 下関市長府前八幡町2-25 752-0956 10 083-241-0024 多機能型

ひまわり～太陽っこ～ 下関市長府金屋町3-3 752-0959 10 083-246-0336 多機能型

 コペルプラス下関教室 下関市長府外浦町2-20 長府マリンＳＣ2階の一部 752-0985 10 083-250-9728 多機能型

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ下関地域福祉事業所きしゃぽっぽ 下関市一の宮本町2丁目11-25 751-0808 10  083-263-1317 多機能型

あそなび川棚 下関市豊浦町黒井1852番地の7 759-6312 10 083-291-0249 多機能型

 放課後等デイサービスウィズ・ユー長府 下関市長府侍町二丁目4-8山内ヴィラージュ侍町事務所203号室 752-0978 10 083-242-2594 多機能型

ひまわり～大地っこ～ 下関市彦島江の浦町九丁目9-1 750-0075 10 083-227-3240 多機能型

 ハッピーテラス下関一の宮教室 下関市一の宮町三丁目12番7号 751-0806 10 083-242-2515 多機能型

さくら 下関市王喜本町五丁目4-14 750-1114 10 083-250-5533 多機能型

びり～ぶ　あいりす館 下関市川中豊町七丁目4-27 751-0853 10 090-3800-3747 多機能型

灯ハウス 下関市稗田西町20-25 751-0855 10 083-242-2080 多機能型

灯ハウス　パステル 下関市稗田西町7-10 751-0855 10 083-249-6163 多機能型

 ＣＯＭＰＡＳＳ・新下関駅前 下関市秋根南町一丁目2-24 751-0872 10 083-249-5328 多機能型

 運動療育センターここる 下関市王司上町二丁目5-9 752-0916 20 083-242-0556

    社会福祉法人神原苑神原障害児デイサービスセンター 宇部市神原町2丁目4-40 755-0022 10  0836-35-5671 多機能型

 日楽児童デイサービス 宇部市北琴芝1丁目8番22号  755-0036 10  0836-35-7722 多機能型

こども通所支援事業所このみ園 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0213 10 0836-41-8145 多機能型

おひさまっこ 宇部市中野開作193-4 759-0203 10  0836-48-9073 多機能型

運動療育スクールjump　宇部校 宇部市錦町5-7 755-0018 10  0836-34-6000 多機能型

新川こどもの家 宇部市西小串六丁目5-48 755-0049 10  0836-34-1135 多機能型

 早稲田イーライフきらら 宇部市松山町１丁目１４番１３号 755-0026 20 0836-39-8817  共生型多機能型

きっずさぽーとjump 宇部市野中１丁目2717番地1 755-0025 10 0836-43-7366 多機能型

どんぐり 宇部市今村南2丁目６番２１号 755-0154 10 0836-43-6161 多機能型

 児童デイサービス・バンビ 宇部市寿町２丁目6-28 755-0032 10 0836-43-7337 多機能型

リトル・バンビ 宇部市新天町１丁目2-27 755-0029 10 0836-43-7337 多機能型

OZデイうべ 宇部市妻崎開作1122 759-0204 5 080-3892-1815 多機能型

チャイルドハート宇部 宇部市妻崎開作800-1 759-2040 10 0836-52-7322 多機能型

  子ども発達支援センター愛親子通園部ゆう 山口市富田原町1番50号 753-0054 10  083-933-1070

 子ども通所サービスあぽろ 山口市仁保中郷962番地  753-0302 10  083-929-5015 多機能型

 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 10  083-986-2772

 子育て支援センターしらさぎキッズ小郡 山口市小郡新町2丁目7－15 754‐0031 10  083-972-5722 多機能型

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所あくしゅ 山口市大市3丁目3 753‐0033 5  083‐941‐5582 多機能型

 多機能事業所マーブル 山口市黒川2734番地  753-0851 10  083-933-0753 多機能型

 はあとキッズi新山口 山口市小郡平成町1番16号 754－0020 10 083-976-2401 多機能型

マーブルスポット 山口市平井792-6ｵｰﾋﾞｰｴｰﾋﾞﾙ1F 753-0831 10  083-902-6700 多機能型

クロスロードもこもこ園 山口市小郡新町七丁目8-23 754-0031 10  083-976-6200

多機能型事業所amiami 山口市下小鯖字片山11415-2 753-0212 10  083-927-9480 多機能型

マーブルパレット 山口市平井205番地1 753-0831 10  083-976-6383 多機能型

愛心子どもの家 山口市阿知須1442-2 754-1277 10  0836-65-2308 多機能型

 はあとｆ+ｊ小郡南 山口市小郡花園町5-10 754-0022 15  083-973-1111 多機能型

あいく 山口市大内御堀3934-14 753-0214 10 083-927-2100 多機能型

 まえば小児科こども支援事業所 山口市小郡下郷59番２ 754-0002 20 083-976-5525  多機能型
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

はあとｍ＋Ｍ２新山口 山口市小郡平成町1番16号 754-0020 5 083-976-2401  多機能型

ミントブルー 山口市阿知須字上荒内2080 754-1277 10 083-929-3575 多機能型

 子ども発達支援てだのふあ 防府市大字田島527－2  747‐0834 10  0835‐28‐9421 多機能型

子どもと家庭の療育ステーションりぷらす 防府市西仁井令1-2-46 747-0849 10  0835-38-4888  2単位多機能型

運動療育スクールjump 防府市鋳物師町9-3 747-0812 10  0835-23-2600 多機能型

 こども療育スポットキャンバス 防府市緑町一丁目7番23号 747-0026 10 0835-28-1716 多機能型

みらくる　楽さん家 防府市大字浜方字大浜五ノ枡699番60 747-0833 10 0835-28-8585 多機能型

 子ども発達サポートどんぐり 防府市東三田尻１丁目１－３５ 747-0813 10 0835-23-3536 多機能型

 子ども発達支援てだのふあ２ 防府市大字田島526-2 747-0834 10 0835-28-9421 多機能型

 周南子ども発達相談センター 下松市南花岡4-2-15 744-0027 10  0833-43-5960 多機能型

 子ども発達支援ステーション茉莉花 下松市西豊井915-1　ＹＫビル201号 744-0011 10 0833-44-7134 多機能型

岩国市太陽の家 岩国市桂町2丁目4-56 740-0013 10  0827-22-4875

きっずはぐ 岩国市錦見7丁目2-16 740-0061 10 0827‐35‐4224 多機能型

なないろ 岩国市周東町下久原830-1 742-0417 10 0827-84-3123 多機能型

 多機能事業所おれんじキッズ岩国 岩国市錦見8丁目14-26 741-0061 10 0827-93-3275 多機能型

放課後等デイサービス　ウィズ・ユー岩国 岩国市由宇町北1丁目11-1　第3国重ビル1階101号 740-1455 10 0827-93-1096 多機能型

ぱすてる 岩国市周東町下久原830-1 742-0417 10 0827-84-7373 多機能型

デイジーくらぶ 光市光井九丁目８番３０号 743-0011 10 0833-71-6157 多機能型

虹のかけ橋 光市室積正木14番3号 743-0071 10  0833-78-2017 多機能型

 児童デイサービス３びきのこぶた 柳井市南町3-9-2 742-0031 5  0820-23-2474 多機能型

みらい 柳井市南町７丁目８－１ 742-0031 10  0820-25-3081 多機能型

のびすく柳井 柳井市古開作４２８番地５ 742-0032 10 0820-25-1912 多機能型

きかん車 周南市大字大河内256番地の14 745-0651 10  0833-91-7233 多機能型

クジラくらぶ 周南市新地３丁目２番３０号 745-0861 10 0834-34-0064 多機能型

 コぺルプラス周南久米教室 周南市久米3097-1 745-0801 10 0834-34-0530 多機能型

ゆあステーション 周南市清水２丁目６－１２ 746-0015 10 0834-51-4115 多機能型

 コぺルプラス周南教室 周南市原宿町３－１７ 745-0065 10 0834-34-9337

OZデイしゅうなん 周南市久米旭ヶ丘984-28 745-0801 5 0834-34-0539 多機能型

    社会福祉法人神原苑小野田障害デイサービスセンター 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915番地15 756-0809 10  0836-84-7801 多機能型

なるみ園 山陽小野田市日の出町3丁目14-5 756-0091 10 0836-83-7821

 多機能型事業所こてる018 山陽小野田市大字厚狭1463番12 757-0001 10 0836-71-1018 多機能型

児童発達支援事業所たんぽぽの家 熊毛郡田布施町大字宿井字尾尻１０６４番地２ 742-1503 10 0820-25-1010

あおぞら 熊毛郡平生町佐賀3775-46 742-1111 10  0820-25-3365 多機能型

そよかぜ 熊毛郡平生町平生村824-3 742-1111 10  0820-25-3365 多機能型

　　医療型児童発達支援事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  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 5  0836-58-2300 指定医療機関

 はあとｍ＋Ｍ新山口 山口市小郡平成町1番16号 754-0020 5 083-976-2401

　　放課後等デイサービス事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

むく 下関市生野町2丁目28番20号 751-0832 5  083-252-2227

  地域児童福祉事業所ぽけっと 下関市秋根西町１丁目9-37 751-0873 10  083-250-6025 多機能型

  児童デイサービスセンターフェニックス 下関市大字小野64番地の1 751-0887 15  083-256-5336 多機能型

ぱれっと 下関市秋根本町2丁目1番22号 751-0875 10 083-249-6065

みんなの家 下関市新地町4番22号 750-0063 10  083-242-9952

障害児通所支援事業所そよ風 下関市彦島角倉町3丁目6－17  750‐0081 10  083‐227‐2333 多機能型

 下関市こども発達センター豊浦 下関市豊浦町川棚6895-1 759-6301 10 083-227-3110 多機能型

 キッズガーデンふれんず 下関市王司神田1-5-37 752-0911 10  083-248-3382

さくら 下関市王喜本町6-11-32 750-1114 10  083-294-0108

特定非営利活動法人ぴーすくえあ 下関市長府南之町3番29号松岡ビル１Ｆ 752-0976 10 083-242-4077

びり～ぶ 下関市川中豊町3丁目5-10 751-0853 10  083-277-0349

クルーズ長府 下関市長府黒門東町10番7号かがわビル202号 752-0986 10 083-242-2550

びり～ぶ　本館 下関市川中豊町五丁目4-20 751-0853 10  083-277-0349 多機能型

灯ハウス 下関市稗田西町20－25 751-0855 10  083-242-2080

さわやか愛の家　しものせき館 下関市横野町二丁目4-30 759-6604 10  083-262-2400

寺子屋 下関市唐戸町２－１２ 750-0005 10 083-228-2511

放課後等デイサービスゆーすくえあ 下関市長府土居の内町４－１６湧川ビル１Ｆ 752-0974 10 083-242-2885
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

ＣＯＭＰＡＳＳ・下関 下関市綾羅木本町二丁目２－１ 751-0849 10 083-227-4328 多機能型

ＯＺデイ33しものせき 下関市川中豊町１丁目２－７ 751-0853 5 090-5028-9362 多機能型

 灯ハウスパステル 下関市稗田西町7-10 751-0855 10 083-249-6163

あそなび長府 下関市長府前八幡町2-25 752-0956 10 083-241-0024 多機能型

ひまわり～太陽っこ～ 下関市長府金屋町3-3 752-0959 10 083-246-0336 多機能型

かもん丸 下関市長府八幡町2-16 752-0955 10 083-246-3001

   特定非営利活動法人ワーカーズコープ下関地域福祉事業所きしゃぽっぽ 下関市一の宮本町2丁目11-25 751-0808 10  083-263-1317 多機能型

クルーズ勝山 下関市前勝谷町14-5 751-0803 10  083-242-1956

コペルプラス下関教室  下関市長府外浦町2-20長府マリンＳＣ2階の一部 752-0985 10 083-250-9728 多機能型

あそなび川棚 下関市豊浦町黒井1852番地の7 759-6312 10 083-291-0249 多機能型

 放課後等デイサービスウィズ・ユー長府 下関市長府侍町二丁目4-8山内ヴィラージュ侍町事務所203号室 752-0978 10 083-242-2594 多機能型

放課後等デイサービスかのん 下関市秋根上町一丁目1ー43 751-0878 10 083-250-9613

ひまわり～大地っこ～ 下関市彦島江の浦町九丁目9-1 750-0075 10 083-227-3240 多機能型

 ハッピーテラス下関一の宮教室 下関市一の宮町三丁目12番7号 751-0806 10 083-242-2515 多機能型

 ＣＯＭＰＡＳＳ・新下関駅前 下関市秋根南町一丁目2-24 751-0872 10 083-249-5328 多機能型

びり～ぶ　あいりす館 下関市川中豊町七丁目4-27 751-0853 10 090-3800-3747 多機能型

  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 5  0836-58-2300 多機能型

    社会福祉法人神原苑神原障害児デイサービスセンター 宇部市神原町2丁目4-40 755-0022 10  0836-35-5671 多機能型

  障がい者（児）デイサービスセンターひろ君の家 宇部市大字善和５７３番地１ 759-0134 10  0836-62-5717 多機能型

 日楽児童デイサービス 宇部市北琴芝1丁目8番22号  755-0036 10  0836-35-7722 多機能型

スマイルハウス川添 宇部市川添1-4-6 755-0074 10  0836-38-7007

おひさまっこ 宇部市中野開作193-4 759-0203 10  0836-48-9073 多機能

 こども通所支援事業所このみ園 宇部市黒石北5丁目3番56号 759-0213 10 0836-41-8145 多機能型

 こどもサポート教室「きらり」山口宇部校 宇部市鍋倉町6-43-2Ｆ 755-0064 10 0836-39-1159

運動療育スクールjump　宇部校 宇部市錦町5-7 755-0018 10  0836-34-6000 多機能型

 こどもサポート教室「きらり」宇部鵜の島校 宇部市鵜の島町7番地33 755-0062 10  0836-39-5438

新川こどもの家 宇部市西小串六丁目5-48 755-0049 10  0836-34-1135 多機能型

ライフステップ創 宇部市妻崎開作49－7 759-0204 10 0836-38-8020

 早稲田イーライフきらら 宇部市松山町１丁目１４番１３号 755-0026 20 0836-39-8817  共生型多機能型

私の家Veranda 宇部市浜田３－１－６ 755-0806 10 0836-38-8111

 うべつくし園きらきらキッズ 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-3号 755-0152 10 0836-43-7752

きっずさぽーとjump 宇部市野中１丁目2717番地1 755-0025 10 0836-43-7366 多機能型

  こどもサポートセンターすてーじ 宇部市大字西岐波字吉田1018番6 755-0151 10 0836-39-8656

どんぐり 宇部市今村南2丁目６番２１号 755-0154 10 0836-43-6161 多機能型

 児童デイサービス・バンビ 宇部市寿町２丁目6-28 755-0032 10 0836-43-7337 多機能型

リトル・バンビ 宇部市新天町１丁目2-27 755-0029 10 0836-43-7337 多機能型

礎工房 宇部市草江二丁目8番１２号 755-0004 10 0836-37-1080

 放課後等デイサービスにこにこクラブ 宇部市大字西岐波1604-5 755-0151 10 0836-52-7430

OZデイうべ 宇部市妻崎開作1122 759-0204 5 080-3892-1815 多機能型

チャイルドハート宇部 宇部市妻崎開作800-1 759-2040 10 0836-52-7322 多機能型

児童発達支援センターうべつくし園 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-4号 755-0152 40 0836-43-7750 多機能型

ウッド・ムーン 山口市周布町2-8 753-0822 10  083-923-7880 多機能型

 子ども通所サービスあぽろ 山口市仁保中郷962番地  753-0302 10  083-929-5015 多機能型

  障害児通所支援事業所ステップあそかの園 山口市朝田字三田地900番1 753-0871 10  083-929-3717

 デイサービスラ・ベルヴィ 山口市木町6番1号 753-0095 10  083-924-0006 多機能型

 なかぞのフォァ・アス 山口市中園町8番6号 753-0075 10  083-923-5002

  夢のみずうみ村山口デイサービスセンター 山口市中尾木乃787-1 753-0801 10  083-902-3235 多機能型

児童発達支援・放課後等デイサービス事業所あくしゅ 山口市大市3丁目3 753‐0033 5  083‐941‐5582 多機能型

 多機能型事業所マーブル 山口市黒川2734番地 753-0851 10 083-933-0753 多機能型

 はあとキッズｉ新山口 山口市小郡平成町1番16号 754－0020 10 083-976-2401 多機能型

  アプリ児童デイサービス若宮町 山口市若宮町1－67ウェルス周布１階 753－0823 10 083-902-6149

マーブルスポット 山口市平井792-6ｵｰﾋﾞｰｴｰﾋﾞﾙ1F 753-0831 10  083-902-6700 多機能型

  アプリ児童デイサービス山口中央 山口市中央2-2-7 753-0074 10  083-902-6106

クロスロードコア 山口市鋳銭司矢田5734-3 747-1221 10  083-985-0515

おおいちフォア・アス 山口市大市町3-12 753-0033 各10  083-902-5889 2単位

 はあとｆ+ｊ小郡南 山口市小郡花園町5-10 754-0014 10  083-973-1111 多機能型

多機能型事業所amiami 山口市下小鯖字片山11415-2 753-0212 10  083-927-9480 多機能型

愛心子どもの家 山口市阿知須1442-2 754-1277 10  0836-65-2308 多機能型

 アプリ児童デイサービス泉町 山口市泉町9-25 753-0066 10  083-902-2151
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

マーブルパレット 山口市平井205番地1 753-0831 10  083-976-6383 多機能型

放課後等デイサービスＭＯＭＯ 山口市桜畠１丁目１番５２号 753-0021 10 083-941-5637

あいく 山口市大内御堀3934-14 753-0214 10 083-927-2100 多機能型

ツインクロス 山口市黒川２５６５－１１ 753-0851 10 083-929-3575 多機能型

ツインレイズ 山口市平井790-5第二沖田ビル2Ｆ 753-0831 10 083-976-6490

 放課後等デイサービスぬくもり学習室 山口市小郡新町１－１５－２６ 754-0031 10 083-902-1870

はあとｍ＋Ｍ新山口 山口市小郡平成町1番16号 754-0020 5 083-976-2401  多機能型

 まえば小児科こども支援事業所 山口市小郡下郷59番２ 754-0002 20 083-976-5525  多機能型

未来ランドイージス 山口市桜畠５丁目14-3 759-4102 10 083-902-6456

はあとｍ＋Ｍ２新山口 山口市小郡平成町1番16号 754-0020 5 083-976-2401  多機能型

ミントブルー 山口市阿知須字上荒内2080 754-1277 10 083-929-3575 多機能型

のびっこくらぶ 萩市椿東4509番地1 758-0011 15  0838-22-2877

ドリームキッズ 萩市大字椿東582番地11 758‐0011 10  0838‐26‐2838

 放課後等デイサービスえーる 萩市土原119-4 758-0025 10  0838-25-1100

 こども通所支援事業所はなのうら 防府市大字浜方205-1 747-0833 10  0835-28-7813

防府市なかよし園 防府市大字牟礼10084番地の1 747-0004 10  0835-22-7667

 児童デイサービスつぐみ右田 防府市高井647-2 747-0064 10  0835-28-7540

 児童デイサービスつぐみ防府 防府市千日2丁目5-8 747-0046 10  0835-28-7652 多機能型

  こどもデイサービスたいよう 防府市新田1784-2 747-0825 10  0835-28-7380

 子ども発達支援てだのふあ 防府市大字田島527－2  747‐0834 10  0835-28-9421 多機能型

  こどもデイサービスひまわり 防府市新田1784-5 747－0825 10 0835-24-6006

 児童デイサービス　アンジュ 防府市牟礼351 747-0004 10 0835-28-8854

  放課後等デイサービスあゆみの里 防府市大字浜方169番地の１ 747－0833 10 0835-24-5075

 子どもと家庭の療育ステーションりぷらす 防府市西仁井令1-2-46 747-0849 10  0835-38-4888  2単位多機能型

 運動療育スクールｊｕｍｐ 防府市鋳物師町9-3 747-0812 10  0835-23-2600 多機能型

 子どもと家庭の療育ステーション放課後りぷらす 防府市東仁井令24-1 747-0843 10 0835-38-4888

 こども療育スポットキャンバス 防府市緑町一丁目7番23号 747-0026 10 0835-28-1716 多機能型

みらくる　楽さん家 防府市大字浜方字大浜五ノ枡699番60 747-0833 10 0835-28-8585 多機能型

ミライエ　楽さん家 防府市東松崎町４－１６ 747-0028 10  0835-27-4778

フィールド 防府市田島１２２４ 747-0834 10 080-3898-3033 ２単位

ミラサーチ楽さん家 防府市迫戸町2-46 747-0031 10 0835-28-9121

 子ども発達サポートどんぐり 防府市東三田尻１丁目１－３５ 747-0813 10 0835-23-3536 多機能型

 KIDACADEMYSPORTS防府校 防府市自力町4-17 747-0817 10 0835-38-3366

 子ども発達支援てだのふあ２ 防府市大字田島526-2 747-0834 10 0835-28-9421 多機能型

サルビアの家 下松市生野屋南1丁目11-1 744-0031 10  0833-45-4600 多機能型

 サルビアの家ＦＬＡＧＳＨＩＰ 下松市生野屋5丁目10-1 744‐0031 20 0833‐47-3535 多機能型

 周南子ども発達相談センター 下松市南花岡4丁目2－15  744‐0027 10  0833‐43‐5960 多機能型

 多機能型事業所来歩 下松市西柳３丁目4-27 744-0011 10  0833-45-3600 多機能型

 児童デイサービスすだっち 下松市生野屋西三丁目2番16号 755-0032 10  0833-57-4583

 児童デイサービスすだっちイースト 下松市大字東豊井１３０３－９ 744-0002 10  0833-44-9760

 子ども発達支援ステーション茉莉花 下松市西豊井915-1　ＹＫビル201号 744-0011 10 0833-44-7134 多機能型

  岩国市障害者サービスセンター 岩国市岩国4丁目2番20号 741-0062 10  0827-43-2377

きっずはぐ 岩国市錦見7丁目2-16 740-0061 10  0827-35-4224 多機能型

グランデールの家 岩国市門前町2-33-3 740-0031 10 0827-35-6608

グランデールハウス 岩国市車町2丁目7番25号 740-0026 10  0827-93-3755 多機能型

 子どもデイサービスどんまい 岩国市南岩国町2-78-32 740-0034 10  0827‐28‐4765

 子どもデイサービスみらくる 岩国市南岩国町2-78-32 740-0034 10  0827-28-4546

 こども放課後等デイサービスのびのび 岩国市周東町下久原1260 742-0417 10 0827-28-5636

 グランディール・ラ・メゾン 岩国市門前町2-33-3 740-0031 10  0827-35-6608

 多機能事業所おれんじキッズ岩国 岩国市錦見8丁目14-26 741-0061 10 0827-93-3275 多機能型

 グローアップ・クリスタル 岩国市今津町1丁目12-1 740-0017 10 0287-93-5571

放課後等デイサービス　ウィズ・ユー岩国 岩国市由宇町北1丁目11-1　第3国重ビル1階101号 740-1455 10 0827-93-1096 多機能型

虹のかけ橋 光市室積正木14番3号 743-0073 10  0833-48-9428 多機能型

 放課後等デイサービスセンターひかり苑 光市岩狩3丁目1-2 743-0051 10  0833-77-2000

サルビアの家　ひかり 光市大字小周防1657番地の1 743-0061 10 0833-48-9300

デイジーくらぶ 光市光井九丁目８番３０号 743-0011 10 0833-71-6157 多機能型

  特定非営利活動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 10 0833-57-0083

きらり 長門市三隅下907-1 759‐3803 10 0837‐43‐0333
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くるみ 長門市日置上2094-34 759-4401 10 0837-37-2333

 児童デイサービス３びきのこぶた 柳井市南町3-2-2 742-0031 5  0820-23-2474 多機能型

のびすく柳井 柳井市古開作４２８番地５ 742-0032 10 0820-25-1912 多機能型

みらい 柳井市南町7丁目8-1 742-0031 10  0820-25-3081 多機能型

放課後等デイサービスひばり 柳井市余田2409 742-0034 9 0820-25-1710 多機能型

ＭＩＮＥあそかの園 美祢市大嶺町東分字僧津1710-1 759-2212 10  0837-54-1232 多機能型

きかん車 周南市大字大河内256番地の14 745-0651 10  0833-91-7233 多機能型

クジラくらぶ 周南市新地３丁目２番３０号 745-0861 10  0834-34-0064 多機能型

 鼓ケ浦つばさ園 周南市大字久米752番地4 745-0801 5  0834-29-1435 多機能型

  デイサービスセンターけあぽーと 周南市川端町1丁目11番地 745-0012 10  0834-31-0200

  デイサービスセンターけあぽーとくれよん 周南市楠木１丁目5-6 745-0831 10  0834-21-1414

 サルビアの家　しんなんよう 周南市川崎3丁目6番18号 746-0001 10 0834-33-8960 多機能型

聴覚障害者生活支援センターこすもすの家 周南市速玉町7-4 745-0844 10  0834-22-3022 多機能型

 サルビアの家とくやま 周南市櫛ケ浜字下塩田４６３-５ 745-0805 18 0834-34-3212 共生型

ゆあステーション 周南市清水２丁目６－１２ 746-0015 10 0834-51-4115 多機能型

 コぺルプラス周南久米教室 周南市久米3097-1 745-0801 10 0834-34-0530 多機能型

OZデイしゅうなん 周南市久米旭ヶ丘984-28 745-0801 5 0834-34-0539 多機能型

    社会福祉法人神原苑小野田障害デイサービスセンター 山陽小野田市大字東高泊字横土手1915番地15 756-0809 10  0836-84-7801 多機能型

 放課後等デイサービス事業所アイ・プレイス 山陽小野田市大字郡渡場3001-16 757-0002 10  0836-78-1400

 放課後等デイサービス事業所ユア・プレイス 山陽小野田市大字郡渡場3001-2 757-0002 10  0836-78-0016

放課後等デイサービス事業所ななせ 山陽小野田市大字郡1773番地2 757-0002 10  0836-39-6101

放課後等デイサービスハッピーポケット 山陽小野田市小野田1320-35 756-0817 10 0836-43-6813

 放課後等デイサービス事業所サン・プレイス 山陽小野田市大字鴨庄字大沖田４番地２ 757-0005 10 0836-43-7667

 放課後等デイサービス事業所ココ．プレイス 山陽小野田市日の出一丁目３番１２号 756-0091 10 0836-38-8239

 多機能型事業所こてる018 山陽小野田市大字厚狭1463番12 757-0001 10 0836-71-1018 多機能型

放課後等デイサービス　サンライズ 山陽小野田市大字小野田4799番地5 756-0817 10 0836-81-1188

 放課後クラブあいあい 大島郡周防大島町大字油良506 742‐2802 10 0820‐73‐0642

のどか 玖珂郡和木町関ヶ浜２丁目４－７ 740-0063 10 0827-28-6215

 はなみずき放課後デイサービス 熊毛郡田布施町麻郷１６９７番地 742-1513 10 0820-25-3715 多機能型

  はなみずき放課後デイサービスＨＯＰＥ 熊毛郡田布施町麻郷１６８８番地３ 742-1513 10 0820-25-3715

  放課後等デイサービスポケットまいむ 熊毛郡田布施町大字下田布施217-17 742-1511 10 0820-25-1036 多機能型

あおぞら 熊毛郡平生町佐賀3775-46 742-1111 10  0820-25-3365

そよかぜ 熊毛郡平生町平生村824-3 742-1111 10  0820-25-3365 多機能型

　　居宅訪問型児童発達支援事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

むくっこ 下関市生野町二丁目28-20 751-0832 -  083-252-2227 多機能

　　保育所等訪問支援事業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

はたぶ園 下関市幡生本町26番12号 751-0827 -  083-233-9850 福祉型児童発達支援センター

あそなび長府 下関市長府前八幡町2-25 752-0956 - 083-241-0024 多機能型

児童発達支援事業所　つくぺた 下関市上新地町3-2-3 750-0061 - 083-227-3401 多機能型

  地域児童福祉事業所ぽけっと 下関市秋根西町１丁目9-37 751-0873 - 083-250-6025 多機能型

あそなび川棚 下関市豊浦町黒井1852番地の7 759-6312 - 083-291-0249 多機能型

  児童発達支援センターうべつくし園 宇部市あすとぴあ6丁目11番21-3号 755-0072 -  0836-31-7489 福祉型児童発達支援センター

  子ども発達支援センター愛 山口市富田原町1番50号 753-0054 -  083-933-1070 福祉型児童発達支援センター

 子ども通所サービスあぽろ 山口市仁保中郷962番地  753-0302 -  083-929-5015 多機能型

 子育て支援センターしらさぎキッズ小郡 山口市小郡新町2丁目7－15 754‐0031 -  083-972-5722 多機能型

  子ども発達支援センターからふる 萩市椿東4509番地1 758-0011 -  0838-22-2877 福祉型児童発達支援センター

防府市なかよし園 防府市大字牟礼10084番地の1 747-0004 -  0835-22-7667 福祉型児童発達支援センター

 周南子ども発達相談センター 下松市南花岡4丁目2－15  744‐0027 -  0833‐43‐5960 多機能型

きっずはぐ 岩国市錦見7丁目2-16 740-0061 -  0827-35-4224 多機能型

なないろ 岩国市周東町下久原830-1 742-0417 -  0827-84-7373 多機能型

 児童発達支援センターサンキッズ岩国 岩国市多田字古市1277番地1 741-0092 -  0827-28-5000 多機能型

ぱすてる 周東町下久原830-1ﾊﾟｽﾃﾙ 742-0417 - 0827-84-7373 多機能型

  長門市デイ・ケアセンターあゆみ 長門市西深川3767番地5 759-4102 -  0837-23-1213 福祉型児童発達支援センター

 鼓ケ浦つばさ園 周南市大字久米752番地4 745-0801 -  0834-29-1435 福祉型児童発達支援センター
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施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

 山陽小野田こども発達支援センターとことこ 山陽小野田市桜２丁目８番１７号 757-0006 -  0836-39-5507 福祉型児童発達支援センター

あおぞら 熊毛郡平生町佐賀3775-46 742-1111 -  0820-25-3365 多機能型

身体障害者社会参加支援施設
　身体障害者福祉センター

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  下関市身体障害者福祉センター 下関市貴船町3丁目1番43号 751-0823 -  083-224-2300

  山口県身体障害者福祉センター 山口市八幡馬場36-1 753-0092 -  083-925-2345

  防府市身体障害者福祉センター 防府市鞠生町12番2号 747-0805 -  0835-23-6625

　点字図書館
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  山口県盲人福祉協会点字図書館 下関市関西町1-10 750-0032 -  083-231-7114

 山口県点字図書館 山口市後河原150-1 753-0083 -  083-922-0375

　聴覚障害者情報提供施設
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  山口県聴覚障害者情報センター 山口市鋳銭司南原2364-1 747-1221 -  083-985-0611

その他の保健福祉施設等
　発達障害者支援センター

施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  山口県発達障害者支援センター 山口市吉敷下東4丁目17番1号 753-0814 - 083-902-2680

　障害者就業・生活支援センター
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

  なごみの里障害者就業・生活支援センター 下関市大字蒲生野字横田250 759-6602 -  083-262-2111

  光栄会障害者就業・生活支援センター 宇部市新天町１丁目2-32 755-0029 -  0836-39-5357

   鳴滝園障害者就業・生活支援センターデパール 山口市下小鯖2287-1 753-0212 -  083-902-7117

   ふたば園障害者就業・生活支援センターほっとわーく 萩市大字土原521番地1 758-0025 -  0838-21-7066

  障害者就業・生活支援センター蓮華 岩国市麻里布町2丁目3-10-1F 740-0018 -  0827-28-0021

  障害者就業・生活支援センターワークス周南 周南市五月町6-25 745-0811 -  0834-33-8220

　障害者福祉作業所
施設名 所在地 郵便番号 定員 電話番号 備考

   田布施町心身障害者福祉作業所「さくら園」 熊毛郡田布施町下田布施861-4 742-1511 10  0820-52-4591
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【発行】山口県健康福祉部障害者支援課 

〒753-8501 山口市滝町１-１ 

      電 話 ０８３-９３３-２７６０ （在宅福祉推進班・庶務 予算） 

          ０８３-９３３-２７６４ （在宅福祉推進班・在宅） 

          ０８３-９３３-２７３５ （施設福祉推進班） 

          ０８３-９３３-２７６５ （社会参加推進班） 

ＦＡＸ ０８３-９３３-２７７９ 

メール a14100@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

【編集】山口県福祉総合相談支援センター（身体障害者相談部） 

〒753-0814 山口市吉敷下東4 丁目１７－１ 

    電 話 ０８３-９０２-２６７０ 

    F A X ０８３-９０２-２６７８ 

    メール shinkousou@pref.yamaguchi.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


