
宇部市高齢者総合支援課

通所介護（デイサービス）

NO 事業所名 設置法人 所在地 電話番号

1 かわ村デイサービスセンター海の家 株式会社河村福祉サービス 宇部市大字東岐波１４６４番地１ 58-5511

2 若菜東岐波デイサービス 医療法人かむらクリニック 宇部市大字東岐波５４３６番地４ 39-8855

3 デイサービス「Ｅｎｊｙｕ」 医療法人太白会 宇部市大字西岐波７３２番地１ 54-1070

4 あさひデイサービスセンター則貞 株式会社アサヒコーポレィション 宇部市則貞三丁目１０番４１号 38-3545

5 ケアハウス桜デイサービスセンター 株式会社サクラ 宇部市大字西岐波２０６８番地１ 51-3386

6 ケアハウス桜弐番館デイサービスセンター 株式会社サクラ 宇部市大字西岐波２０６６番地 51-3386

7 ニチイケアセンター西岐波 株式会社ニチイ学館 宇部市大字西岐波１５４５番地１ 54-0582

8 かわ村デイサービスセンター 株式会社河村福祉サービス 宇部市大字川上７２０番地９ 37-0007

9 むべの里デイサービスセンターはぎわら 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市今村北五丁目１０番３８号 54-0661

10 宇部あかり園デイサービスセンター 社会福祉法人博愛会 宇部市大字西岐波２２９番地１０５ 51-1001

11 宅老所喜楽苑山村 有限会社ミセスヘルパー 宇部市大字西岐波２６３６番地７ 39-6000

12 片倉温泉くぼたデイサービスセンター 有限会社片倉温泉くぼた 宇部市大字西岐波５３５１番地１ 51-9360

13 障がい者デイサービスセンター光栄 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市東岐波５９１１－１－２ 39-7620

14 デイサービスセンターオパール光栄 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市東岐波５８６０－１０－１ 39-7228

15 デイサービスセンター優 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市東岐波道田１３８１－７ 38-8880

16 日の山園　向陽デイサービスセンター 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市東岐波４９４０－１ 39-6752

17 日の山園　丸尾原デイサービスセンター 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市東岐波４６６８－３ 39-9500

18 若菜東岐波デイサービス新館 医療法人かむらクリニック 宇部市東岐波5436－4 39-8855

19 セントヒルデイサービスこうなん 医療法人聖比留会 宇部市大字妻崎開作１０８番地 44-2116

20 まどか苑厚南北デイサービスセンター まどか福祉サービス株式会社 宇部市厚南北二丁目４番１４号 44-2277

21 やまもとクリニックデイサービスセンター 医療法人社団厚心会 宇部市黒石北三丁目１番５７号 39-9528

22 宇部西デイサービス 医療法人和同会 宇部市大字際波２８７番地１ 45-1223

23 第２希望苑デイサービスセンター 株式会社ＹＩＣトラスト 宇部市西宇部南四丁目１１番２号 43-6221

24 ツクイ宇部厚南 株式会社ツクイ 宇部市厚南中央六丁目３番２２号 45-2910

25 むべの里デイサービスセンター 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市大字東須恵３２０番地１ 44-0260
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26 むべの里デイサービスセンター厚南 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市大字東須恵１１１０番地１ 39-7563

27 デイサービスセンター友癒 有限会社フレンドサービス 宇部市大字妻崎開作２９６番地６ 43-7933

28 デイサービスセンターここわ 株式会社きわなみ 宇部市大字際波７０１番地 45-0500

29 デイサービス心 株式会社とい 宇部市大字妻崎開作３２番地１ 43-6326

30 きわなみ苑デイサービスセンター 株式会社きわなみ 宇部市大字際波６６３番地３ 39-3303

31 ケアビレッジきわなみデイサービスセンター 株式会社きわなみ 宇部市大字際波７２５番地６ 39-3313

32 ＪＡ山口県デイサービス宇部 山口県農業協同組合 宇部市厚南中央一丁目７番１０号 45-0320

33 むべの里デイサービスセンター芳玉園 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市大字東須恵３４５４－２ 45-0451

34 デイサービスセンター メルローズ 株式会社きわなみ 宇部市際波726－3 39-3303

35 デイサービスきたえるーむ西宇部 株式会社宇部スイミングスクール 宇部市厚南北1-3-23　際波グランフォート2号 38-8180

36 第３希望苑デイサービスセンター 株式会社ＹＩＣトラスト 宇部市中宇部１５７０番地１ 43-6660

37 ひだまりの花 合同会社ひだまりねっと 宇部市ひらき台二丁目２５番８号 35-2141

38 デイサービスセンターアポロプラス 山口アポロ石油株式会社 宇部市大字中宇部１８５８番地１ 37-0070

39 ドリームライフアポロデイサービスセンター 山口アポロ石油株式会社 宇部市大字中宇部１８５８番地３０ 37-0070

40 ひらきデイサービスセンター 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市開一丁目７４０－１ 29-5050

41 むべの里デイサービスセンター中山 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市中山字中堀1135－1 43-7887

42 むべの里デイサービスセンター博愛園 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市中村二丁目７番１７号 21-5360

43 フレンドサービス 有限会社フレンドサービス 宇部市大字中宇部１９６４番地１ 33-7093

44 リハビリデイサービスあい 有限会社本池 宇部市中村一丁目２番２１号 43-9800

45 デイサービスセンター立花 ホームナース立花株式会社 宇部市浜田三丁目２４番１号 43-6713

46 私の家Ｌｉｖｉｎｇ 有限会社フォーマックス 宇部市浜田三丁目１番６号 38-8111

47 デイサービスきたえるーむ上宇部 株式会社宇部スイミングスクール 宇部市中尾一丁目７番１３号 39-8699

48 デイサービスほっとスマイル心 合同会社ほっとスマイル 宇部市居能町一丁目２番１３号 29-0301

49 かわ村デイサービスセンター宇部南 株式会社河村福祉サービス 宇部市浜町二丁目１１番１２号 37-3838

50 むべの里デイサービスセンター小羽山 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市南小羽山町１－８－１７ 39-9093

51 リハビリデイサービスエール 株式会社エール 宇部市中村2－6－11 39-5857

52 むべの里デイサービスセンターららら 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市中村２－７－４３ 21-5360

53 アスワン山荘デイサービスセンター 社会福祉法人アスワン山荘 宇部市大字二俣瀬山王坂４０番地２２１ 62-2000

54 センチュリー２１デイサービスセンター 社会福祉法人愛世会 宇部市大字山中１２６番地１ 62-1021

55 デイサービスセンターおの 有限会社いのうえ 宇部市大字小野８２９４番地２ 64-2002

※高齢者福祉計画の日常生活圏域・郵便番号・介護保険事業所番号順
※さらに詳しい情報を検索できます　⇒　「かいごへるぷやまぐち」 (http://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/)、「介護サービス情報公表システム」 (http://www.kaigokensaku.jp/) 2/3



宇部市高齢者総合支援課

NO 事業所名 設置法人 所在地 電話番号

56 若菜楠デイサービス南館 医療法人かむらクリニック 宇部市東万倉６５２－１ 69-0018

57 若菜楠デイサービス 医療法人かむらクリニック 宇部市東万倉６５２番地１ 69-0018

58 デイサービスセンターゆず 株式会社愛優会 宇部市大字船木１０１７番地４ 67-3014

59 デイサービスセンター未来 株式会社愛優会 宇部市大字船木１０１７番地３ 67-3012

60 デイサービス星華 株式会社愛優会 宇部市大字船木１０１７番地１ 67-3016

61 デイサービス来夢 株式会社愛優会 宇部市大字船木１０１７番地５ 67-3013

62 楠園デイサービスセンター 社会福祉法人扶老会 宇部市大字船木８３３番地３ 67-1182

63 協立デイサービスげんき 医療生活協同組合健文会 宇部市末広町１番１３号 33-6220

64 ツクイ宇部 株式会社ツクイ 宇部市岬町二丁目１番１８号 38-6113

65 デイサービスオアシスことしば 株式会社レナール 宇部市寿町三丁目２番５号 37-6512

66 デイサービスセンター宇部あいおい苑 社会福祉法人ひとつの会 宇部市恩田町三丁目８番１号 34-3100

67 むべの里デイサービスセンター東芝中 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市東芝中町３番２７号 39-9006

68 神原苑神原デイサービスセンター 社会福祉法人神原苑 宇部市神原町二丁目４番４０号 35-5662

69 はーとけあさんちの生活支援 はーとけあ株式会社 宇部市草江四丁目１１－３８－５ 39-7311

70 早稲田イーライフきらら 株式会社アントレッド 宇部市松山町１－１４－１３ 39-8817

71 むべの里デイサービスセンター岬 社会福祉法人むべの里光栄 宇部市明神町１－３－２６ 43-7510
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