
浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

 

(1) 厚東川浸水想定区域内 

種別 施設名 所在地 

社
会
福
祉
施
設 

老人福祉施設 （通所介護） むべの里デイサービスセンター 宇部市厚南北 3－1－37 

宇部西デイサービス 宇部市大字際波 287-1 

むべの里デイサービスセンター中山 宇部市中山 1135－1 

ケアビレッジきわなみ デイサービスセンター 宇部市大字際波 725-6 

ツクイ 宇部厚南 宇部市厚南中央 6－3－22 

きわなみ苑デイサービスセンター 宇部市大字際波 663-3 

やまもとクリニックデイサービスセンター 宇部市黒石北 3－1－57 

まどか苑厚南北デイサービスセンター 宇部市厚南北 2－4－14 

第２希望苑デイサービスセンター 宇部市西宇部南 4－11－2 

むべの里デイサービスセンター厚南 宇部市東須恵 1110-1 

セントヒルデイサービスこうなん 宇部市大字妻崎開作 108 

デイサービスセンター友癒 宇部市大字妻崎開作 269-6 

デイサービスセンターここわ 宇部市大字際波 701 

デイサービスほっとスマイル 心 宇部市居能町 1－2－13 

デイサービス心 宇部市大字妻崎開作 32-1 

デイサービスセンター立花 宇部市浜田 3－24－1 

私の家Ｌｉｖｉｎｇ 宇部市浜田 3－1－6 

ＪＡ山口県デイサービス宇部 宇部市厚南中央 1－7－10 

かわ村デイサービスセンター宇部南 宇部市浜町 2－11－12 

デイサービスきたえるーむ西宇部 
宇部市厚南北 1－3－23  

際波グランフォート 2号 

デイサービスセンター メルローズ 宇部市大字際波 726－3 

ツクイ宇部厚南 宇部市厚南中央 6－3－22 

（地域密着型通所介護） 

西日本デイサービストライ西宇部 宇部市西宇部南 4‐5‐26 

デイサービス クローバー 宇部市大字中野開作 180-4 

陽だまりのいえデイサービスセンター 宇部市厚南北 3－10－15－1 

デイサービスさち 宇部市車地 43－1 

リハビリデイサービスｎａｇｏｍｉ藤山店 宇部市居能町 3－2－11－1 

デイサービス ＳＯＵＴＨ ＳＵＮ  宇部市大字妻崎開作 2046－12 

（通所リハビリテーシ

ョン） 

介護老人保健施設寿光園 宇部市妻崎開作 470－3 

介護老人保健施設 ぺあれんと 宇部市浜町 2－1－3 

（短期入所生活介護） 

特別養護老人ホームむべの里中山 宇部市中山 1135-1 

介護老人保健施設寿光園 宇部市妻崎開作 470－3 

介護老人保健施設 ぺあれんと 宇部市浜町 2－1－3 

（小規模多機能型 

居宅介護） 
やまもとクリニック小規模多機能型居宅介護「グッド・ハウス」 宇部市黒石北 3－1－57 

（地域密着型介護老人 

福祉施設） 
むべの里中山 宇部市中山 1135－1 

（介護老人保健施設サ 

ービス） 

介護老人保健施設寿光園 宇部市妻崎開作 470－3 

介護老人保健施設 ぺあれんと 宇部市浜町 2－1－3 

（介護医療院） 宇部西リハビリテーション病院 介護医療院 宇部市沖ノ旦 797 

（軽費老人ホーム） ケアハウスらいぶりー 宇部市浜町 2-1-3 

有料老人ホーム 宇部西あかり苑 宇部市大字際波 399-2 

 

私の家 宇部市浜田 3-1-8-1 

際波あかり苑 宇部市大字際波 399-3 

まどか苑 厚南北 有料老人ホーム 宇部市厚南北 2-4-14 

ＹＩＣ介護ホーム 第２希望苑 宇部市西宇部南 4-11-2 

みのり 宇部市大字際波 1704-1 

友癒 宇部市大字妻崎開作 269-6 

きわなみ 宇部市大字際波 701 

厚南陽だまりのいえ 宇部市厚南北 3-674-1 

住宅型有料老人ホーム 連 宇部市大字妻崎開作 32-1 

むべの里有料老人ホーム中山 宇部市中山 1130-1 

サービス付き高齢者向け住宅 やまもとクリニックサービス付き高齢者向け住宅ベリーハウス 宇部市黒石北三丁目 1-57 

 

きわなみ苑 宇部市大字際波 663-3 

ハートライフクローバー 宇部市大字中野開作 180-4 

セントヒルホームこうなん 宇部市大字妻崎開作 108 

かわむら高齢者住宅宇部南 宇部市浜町 2-11-12 

認知症対応型老人共同生活

援助事業の用に供する施設 

（通所介護） 宇部西デイサービス 宇部市大字際波 287-1 

（共同生活介護） 
宇部西グループホーム 宇部市大字際波 287-1 

グループホームらくや 宇部市浜町 2－1－3 



障害福祉サービス事業 （生活介護） 私の家 Work space 宇部市浜田 3-1－6 

 

スマイルライフ創 宇部市妻崎開作 1014-3 

障がい者デイサービスセンター ディオ・ルーチェ 宇部市際波 672-3 

（短期入所） 
このみ園 宇部市黒石北 5-3-56 

ウィズライフ創 宇部市妻崎開作 1014-3 

（就労移行支援） 
障害者支援センターこころ 宇部市東藤曲 2-6-11 

セルプ ジョブ・アソシエイト 宇部市西平原 4-3-10 

（就労継続支援Ａ型） 

障害者支援センターこころ 宇部市東藤曲 2-6-11 

夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南二丁目 2-13-1 

株式会社コセイ宇部営業所 宇部市南浜町 1-9-14 

ライフステップ創 宇部市妻崎開作 49-7 

愛工房 宇部市黒石北 4-1-22 

（就労継続支援Ｂ型） 

セルプ藤山 宇部市西平原四丁目 3-25 

緑豊舎 宇部市大字車地 636-2 

夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南二丁目 2-13-1 

私の家 Work space 宇部市浜田 3-1－6 

ライフステップ創 宇部市妻崎開作 49-7 

愛工房 宇部市黒石北四丁目１番２２号 

（共同生活援助） 
ウィズライフ創 宇部市妻崎開作 1014-3 

グループホーム私の家 宇部市西宇部南 4-9-21 

障害児通所支援事業 
（児童発達支援） 

児童発達支援事業所このみ園 宇部市黒石北 5-3-56 

おひさまっこ 宇部市中野開作 193-4 

（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） おひさまっこ 宇部市中野開作 193-4 

放課後等デイサービスこのみ園 宇部市黒石北 5-3-56 

ライフステップ創 宇部市妻崎開作 49-7 

私の家 Veranda 宇部市浜田 3-1-6 

児童福祉施設 （障害児入所施設） このみ園 宇部市黒石北 5-3-56 

（保育所） 宇部市立第二乳児保育園 宇部市南浜町 2-2-15  

二葉保育園 宇部市西宇部北 2-5-60  

藤山保育園 宇部市西平原 2-9-15 

東割保育園 宇部市大字妻崎開作 246-5 

二俣瀬保育園 宇部市木田 29-2 

（児童厚生施設） 宇部市厚南児童館 宇部市厚南北 1-2-24  

小規模保育事業所  プティットうべ保育園 宇部市南浜町 2-4-18 

認可外保育施設 西日本自動車学校託児所 宇部市大字妻崎開作 934-1 

宇部西リハビリテーション病院附属保育所 宇部市大字沖ノ旦 797 

ひよこ保育園 宇部市居能町 2-1-44  

企業主導型保育事業所 ぷてぃっと保育園 宇部市大字妻崎開作 789-7 

放課後児童健全育成事業の用に供する施設 鵜の島学童保育クラブ 宇部市小松原 2-10-25 

黒石学童保育クラブ 宇部市黒石北 3-2-37-14 

東割保育園学童保育クラブ 宇部市大字妻崎開作 246-5 

学

校 

幼稚園 宇部フロンティア大学付属幼稚園 宇部市文京町 7-5 

西宇部小百合幼稚園 宇部市西宇部北 2-1-13 

精華幼稚園 宇部市居能町 2-1-44 

原中央幼稚園 宇部市大字妻崎開作 1119-2 

小学校 
鵜ノ島小学校 宇部市小松原町 2-10-25  

黒石小学校 宇部市黒石北 3-2-35  

中学校 藤山中学校 宇部市文京町 10番 50号 

厚東川中学校 宇部市大字吉見 1184番地 

宇部フロンティア大学付属中学校 宇部市文京町 1-25 

高等学校 宇部フロンティア大学付属香川高等学校 宇部市文京町 1-25 

総合支援学校 宇部総合支援学校 宇部市黒石北 5-3-20  

医
療
施
設 

病院 宇部西リハビリテーション病院 宇部市大字沖ノ旦 797 

 厚南セントヒル病院 宇部市大字妻崎開作 108 

有床診療所 のむら大腸肛門クリニック 宇部市大字妻崎開作 83-1 

はしもと産婦人科医院 宇部市大字東須恵 1959-10 

無床診療所 いちみや皮ふ科・形成外科 宇部市鍋倉町 2-6 

うのしま内科クリニック 宇部市浜町 2-11-15 

オクダ内科循環器科 宇部市厚南中央 1-2-66 

かとう整形外科・リハビリテーション科 宇部市東須恵 1963 

きわなみ内科クリニック 宇部市西宇部南 3-2-15  

くさの胃腸内科クリニック 宇部市大字東須恵 1976-1 

くろいし眼科 宇部市大字東須恵 1966-1 

くろいし内科クリニック 宇部市大字妻崎開作 503-1 

小林整形外科 宇部市西宇部南 4-9-26  



清水泌尿器科 宇部市浜町 2-3-34 

末冨内科クリニック 宇部市厚南中央 2-2-3 

すがメンタルクリニック 宇部市大字中野開作 433-3 

たお内科クリニック 宇部市島 2-4-11  

竹川小児科医院 宇部市厚南中央 2-1-9 

たはら整形外科 宇部市大字中野開作 65 

とみた小児科医院 宇部市大字妻崎開作 599-1 

永井皮ふ科医院 宇部市厚南北 1-3-22  

なかの耳鼻咽喉科クリニック 宇部市大字妻崎開作 110-3 

なわたクリニック 宇部市沖ノ旦 686-1 

名和田内科 宇部市居能町 3-1-5 

西垣内放射線科 宇部市大字妻崎開作 914-2 

西村外科医院 宇部市大字妻崎開作 812-1 

根木胃腸科 宇部市島 3-6-15 

浜通りクリニック 宇部市東藤曲 2-5-20 

ひうら整形外科クリニック 宇部市大字妻崎開作 109 

ひらた内科クリニック 宇部市若松町 5-5 

ふくたクリニック 宇部市島 3-8-13 

ペインクリニック山本医院 宇部市東須恵 2297-1 

松岡小児科 宇部市西宇部南 4-6-7 

むらかみこどもクリニック 宇部市大字東須恵 1977-11  

矢野外科医院 宇部市鍋倉町 6-45 

やまもとクリニック 宇部市黒石北 3-1-53 

よこやま皮ふ科クリニック 宇部市大字中野開作 68-4 

特別養護老人ホーム むべの里中山 宇部市中山 1135-1 

助産所 にゅうとぴあ 
宇部市西宇部南二丁目 3-13-101 

（ガーデンプレス E-101 号） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 中川浸水想定区域内 

種別 施設名 所在地 

社

会

福

祉

施

設 

老人福祉施設 （通所介護） 宇部西デイサービス 宇部市大字際波 287-1 

ケアビレッジきわなみ デイサービスセンター 宇部市大字際波 725-6 

きわなみ苑デイサービスセンター 宇部市大字際波 663-3 

やまもとクリニックデイサービスセンター 宇部市黒石北 3－1－57 

デイサービスセンター友癒 宇部市大字妻崎開作 269-6 

デイサービスセンターここわ 宇部市大字際波 701 

デイサービス心 宇部市大字妻崎開作 32-1 

デイサービスセンター メルローズ 宇部市大字際波 726－3 

（地域密着型通所介護） デイサービス クローバー 宇部市大字中野開作 180-4 

（小規模多機能型 

居宅介護） 
やまもとクリニック小規模多機能型居宅介護「グッド・ハウス」 宇部市黒石北 3－1－57 

（介護医療院） 宇部西リハビリテーション病院 介護医療院 宇部市沖ノ旦 797 

有料老人ホーム 友癒 宇部市大字妻崎開作 269-6 

 
きわなみ 宇部市大字際波 701 

住宅型有料老人ホーム 連 宇部市大字妻崎開作 32-1 

サービス付き高齢者向け住宅 やまもとクリニックサービス付き高齢者向け住宅ベリーハウス 宇部市黒石北三丁目 1-57 

 
きわなみ苑 宇部市大字際波 663-3 

ハートライフクローバー 宇部市大字中野開作 180-4 

認知症対応型老人共同生活

援助事業の用に供する施設 

（通所介護） 宇部西デイサービス 宇部市大字際波 287-1 

（共同生活介護） 宇部西グループホーム 宇部市大字際波 287-1 

障害福祉サービス事業 （生活介護） 障がい者デイサービスセンター ディオ・ルーチェ 宇部市際波 672-3 

スマイルライフ創 宇部市妻崎開作 1014-3 

（就労継続支援Ａ型） 
夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南二丁目 2-13-1 

ライステップ創 宇部市妻崎開作 49-7 

（就労継続支援Ｂ型） 
夢つむぎ宇部 宇部市西宇部南二丁目 2-13-1 

ライステップ創 宇部市妻崎開作 49-7 

障害児通所支援事業 （児童発達支援） おひさまっこ 宇部市大字中野開作 193-4 

（放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ） 
おひさまっこ 宇部市大字中野開作 193-4 

ライフステップ創 宇部市妻崎開作 49-7 

医
療
施
設 

病院 宇部西リハビリテーション病院 宇部市大字沖ノ旦 797 

無診療所 オクダ内科循環器科 宇部市厚南中央 1-2-66 

 

たはら整形外科 宇部市大字中野開作 65 

なわたクリニック 宇部市沖ノ旦 686-1 

やまもとクリニック 宇部市黒石北 3-1-53 

よこやま皮ふ科クリニック 宇部市大字中野開作 68-4 

助産所 にゅうとぴあ 
宇部市西宇部南二丁目 3-13-101 

（ガーデンプレス E-101 号） 

 


