
萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

1 訪問
萩市ヘルパーステーション指
月園 萩地域（旧萩市） 758-0011 萩市大字椿東1460 0838-25-2899 0838-25-2920 平土日祝 訪問介護

2 訪問
医療法人　社団慈生会　萩慈
生病院 萩市内 758-0063 萩市大字山田4147-1 0838-25-2266 0838-25-6668 平 訪問看護

3 施設入所 医療法人　健幸会兼田医院 - 758-0027 萩市大字吉田町1 0838-22-1113 0838-25-0089 療養医療施設

4 地域密着
地域密着型介護サービスぬく
もり「グループホームぬくもり」 - 759-3113 萩市江崎55 08387-3-2565 08387-3-2565 グループホーム

5 地域密着
グループホーム　オアシスは
ぎ園 - 759-3611 萩市大井1689-13 0838-28-5177 0838-28-5178 グループホーム

6 通い
萩市デイサービスセンターか
がやき

事業所より半径１５㎞以内の
地域 758-0061 萩市椿門田3460-2 0838-24-4111 0838-24-4112 平土日祝 デイサービス

7 相談
萩市指定介護支援事業所か
がやき

事業所より半径15ｋｍ以内
の区域、離島を除く 758-0061 萩市椿2398-1 0838-24-4717 0838-24-4121 平 居宅介護支援

8 通い
萩市無田ケ原口デイサービス
おとずれ

事業所より半径１５㎞以内の
地域、離島を除く 758-0011 萩市椿東3143-1 0838-24-1294 0838-22-5536 平 デイサービス

9 相談
都志見病院居宅介護支援事
業所

萩市、阿武町 758-0041 萩市江向413-1 0838-22-2811 0838-22-2815 平 居宅介護支援

10 相談 すさ苑居宅会議支援事業所 須佐地域、田万川地域 759-3411 萩市須佐1378-1 08387-6-3146 08387-6-3148 平 居宅介護支援

11 訪問
萩市ヘルパーステーションか
がやき

事業所より半径１５㎞以内の
地域 758-0061 萩市椿2398-1 0838-24-4123 0838-24-7323 平土日祝 訪問介護

12 地域密着
グループホーム　華房　福栄
２号館 - 758-0212 萩市福井下3507-11 0838-52-5455 0838-52-5558 グループホーム

13 通い
萩市中津江デイサービスセン
ターなごみ

事業所より半径１５㎞以内の
地域 758-0011 萩市椿東315-6 0838-24-1753 0838-22-1100 平土祝日 デイサービス

14 福祉用具 あおば
萩市、長門市、美祢市、阿武
町 758-0011 萩市椿東2858 0838-26-3770 0838-26-3771 平 福祉用具貸与
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

15 施設入所 特別養護老人ホーム紫福園 - 758-0501 萩市紫福6606-1 0838-53-0231 0838-53-0232 老人福祉施設

16 通い 紫福園デイサービスセンター 福栄地域 758-0501 萩市紫福6606-1 0838-53-0231 0838-53-0232 平土祝 デイサービス

17 通い すさ苑デイサービスセンター 須佐地域、田万川地域 759-3411 萩市須佐1378-1 08387-6-3146 08387-6-3148 平土祝 デイサービス

18 相談
オアシスはぎ園居宅介護支援
事業所

大井地区及び事業所から6㎞未
満の区域（離島を除く） 759-3611 萩市大井1689-13 0838-28-5155 0838-28-5156 平 居宅介護支援

19 地域密着 グループホームほたるの里 - 759-3411 萩市須佐1378-1 08387-6-3168 08387-6-3148 グループホーム

20 多機能 ケアセンター華房　福栄 福栄地域、むつみ地域 758-0212 萩市福井3507-1 0838-52-5777 0838-52-5778 小規模多機能型

21 通い
デイサービスセンター・オアシ
スはぎ園 離島を除く萩市、阿武町 759-3611 萩市大井1689-13 0838-28-5166 0838-28-5167 平土祝 デイサービス

22 福祉用具
株式会社ホームケアサービス
山口　萩店

山口県全域（萩市・阿武町・
長門市）・島根県一部（益
田・浜田）

758-0011 萩市椿東2880-1 0838-24-1002 0838-24-1003 平土 福祉用具貸与

23 通い
萩市デイサービスセンター
楽々園

事業所より半径１５㎞以内の
地域 758-0063 萩市山田4293-1 0838-25-4700 0838-26-5388 平 デイサービス

24 訪問
萩市ヘルパーステーションや
まびこ

弥富下、弥富上、鈴野川、須佐、江崎、下
田万、上田万、下小川、中小川、上小川東
分、上小川西分、阿武町

759-3302 萩市大字弥富下３９９８番地 08387-8-2000 08387-8-5588 平土日祝 訪問介護

25 相談
萩社協北居宅介護支援事業
所 田万川地域、須佐地域 759-3112 萩市下田万1036 08387-2-0277 08387-2-0287 平 居宅介護支援

26 通い
医療法人社団　裕嵩会　波多
野医院タンポポ 萩地域（旧萩市） 758-0057 萩市堀内247-5 0838-24-2800 0838-25-5988 平土日祝 デイサービス

27 短期宿泊 特別養護老人ホーム紫福園 - 758-0501 萩市紫福6606-1 0838-53-0231 0838-53-0232
ショートステイ
（福祉）

28 訪問 萩社協訪問介護事業所 萩市（離島を除く） 758-0212 萩市大字福井下３９９４番地１ 0838-52-0338 0838-52-0340 平土祝日 訪問介護
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

29 通い 医療法人社団　田町診療所 萩地域（旧萩市）
※実施地域以外でも応相談

758-0047 萩市東田町22-8 0838-24-1234 0838-24-1122 平土 デイケア

30 地域密着
萩市中津江認知症高齢者グ
ループホームなごみ - 758-0011 萩市椿東315-6 0838-24-1753 0838-22-1100 グループホーム

31 通い
萩市須佐デイサービスセン
ターやまびこ

弥富下、弥富上、鈴野川、須佐、江崎、下
田万、上田万、下小川、中小川、上小川東
分、上小川西分、阿武町、益田市の一部
（二条、白上、川登）

759-3302 萩市弥富下3998 08387-8-2000 08387-8-5588 平土祝 デイサービス

32 福祉用具
(有)ホワイトクリーニング萩ケ
アホワイト 萩市・長門市・阿武町 758-0061 萩市椿陣ヶ原2742-3 0838-22-9117 0838-22-9277 平土 福祉用具貸与

33 相談 あさひ居宅介護支援事業所 明木地区、佐々並地区 753-0101 萩市佐々並2494-1 0838-56-0003 0838-56-0004 平土 居宅介護支援

34 地域密着 グループホーム　華房　福栄 - 758-0211 萩市福井下3507-1 0838-52-5522 0838-52-5558 グループホーム

35 施設入所
医療法人　社団慈生会　介護
老人保健施設　徳寿園 - 758-0063 萩市山田4147-1 0838-22-0118 0838-22-0132 老人保健施設

36 通い
萩市デイサービスセンターさ
んみ苑 山田地区、三見全区 759-3721 萩市三見3852-1 0838-27-5000 0838-27-0888 平土祝 デイサービス

37 福祉用具 あおば
萩市、長門市、美祢市、阿武
町 758-0011 萩市椿東2858 0838-26-3770 0838-26-3771 平 福祉用具販売

38 短期入所
特別養護老人ホームかわか
み苑 - 758-0141 萩市川上4921-1 0838-54-2000 0838-54-2781 老人福祉施設

39 相談
萩社協東居宅介護支援事業
所 萩市（離島を除く） 758-0212 萩市福井下3994-1 0838-52-0338 0838-52-0340 平 居宅介護支援

40 訪問 訪問看護ステーションつばき 萩市、阿武町 758-0041 萩市大字江向４１３番地1 0838-22-9911 0838-22-9911 平祝 訪問看護

41 福祉用具
株式会社ホームケアサービス
山口　萩店

山口県全域（萩市・阿武町・
長門市）・島根県一部（益
田・浜田）

758-0011 萩市椿東2880-1 0838-24-1002 0838-24-1003 平土 福祉用具販売

42 相談
あぶらんど萩農業協同組合
指定居宅介護支援事業所 萩市、阿武町 758-0063 萩市大字山田4243番地1 0838-26-0111 0838-22-4121 平 居宅介護支援
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

43 地域密着
特別養護老人ホームかわか
み苑 - 758-0141 萩市川上4921-1 0838-54-2000 0838-54-2781 地域老人福祉施設

44 短期宿泊
特別養護老人ホームかわか
み苑 - 758-0141 萩市川上4921-1 0838-54-2000 0838-54-2781

ショートステイ
（福祉）

45 施設入所
特別養護老人ホームむつみ
園 - 758-0304 萩市吉部上3301-1 08388-6-0301 08388-6-0302 老人福祉施設

46 福祉用具 有限会社ひまわり
萩市、阿武町、長門市、
山口市、美祢市、宇部
市、下関市

758-0025 萩市土原490-3 0838-22-2612 0838-25-5527 平土 福祉用具貸与

47 訪問
あぶらんど萩農業協同組合
訪問介護センター 萩市、阿武町 758-0063 萩市山田4243-1 0838-22-4165 0838-22-4121 平土日祝 訪問介護

48 相談 有限会社ひまわり
萩地域、旭地域、川上地域
（旧萩市、旧旭村、旧川上
村）、阿武町

758-0025 萩市土原490-3 0838-22-2612 0838-25-5527 平 居宅介護支援

49 施設入所
医療法人　社団慈生会　萩慈
生病院 - 758-0063 萩市山田4147-1 0838-25-6622 0838-25-6668 療養医療施設

50 通い
たまがわ七尾老人デイサービ
ス事業所 萩市、阿武町、益田市 759-3112 萩市下田万袴田2417-1 08387-3-0006 08387-2-1270 平土祝 デイサービス

51 相談
ほほえみケアセンター有限会
社 萩市、阿武町 758-0011 萩市椿東3035-6 0838-25-2222 0838-25-2222 平 居宅介護支援

52 相談
居宅介護支援事業所　萩　ほ
の花 萩地域（旧萩市） 758-0063 萩市山田5310-40 0838-21-7292 0838-21-7293 平 居宅介護支援

53 短期宿泊
特別養護老人ホームむつみ
園 - 758-0304 萩市吉部上3301-1 08388-6-0301 08388-6-0302

ショートステイ
（福祉）

54 施設入所 全眞会病院 - 758-0063 萩市山田西沖田4807-3 0838-22-4106 0838-22-3788 療養医療施設

55 相談 慈生会居宅介護支援事業所 萩市 758-0063 萩市山田4147-1 0838-22-0118 0838-22-0132 平 居宅介護支援

56 通い
田町診療所　デイサービス
センター　暖家

萩地域（旧萩市、離島
を除く）

758-0043 萩市下五間町49 0838-26-3925 0838-21-7456 平土祝 デイサービス
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

57 相談
むつみ園居宅介護支援事業
所

むつみ地域（旧むつみ
村）

758-0304 萩市吉部上3301-1 08388-6-0301 08388-6-0302 平 居宅介護支援

58 通い デイサービスセンター　椿の郷
萩市、阿武町（離島を除
く）

758-0011 萩市大字椿東6030-13 0838-21-7215 0838-21-7218 平土 デイサービス

59 通い
むつみ園デイサービスセン
ター 吉部・高俣地区 758-0304 萩市吉部上3301-1 08388-6-0301 08388-6-0302 平土祝 デイサービス

60 相談
田町診療所居宅介護支援事
業所

萩地域（旧萩市、離島
を除く）

758-0043 萩市下五間町50 0838-26-3456 0838-21-7456 平 居宅介護支援

61 福祉用具 有限会社ひまわり
萩市、長門市、阿武町、山口
市、美祢市、宇部市、下関市 758-0025 萩市土原490-3 0838-22-2612 0838-25-5527 平土 福祉用具販売

62 相談 椿の郷　居宅介護支援事業所
萩市、阿武町（離島を
除く）

758-0011 萩市椿東6010-13 0838-21-7120 - 平 居宅介護支援

63 訪問 椿の郷ヘルパーステーション
萩市、阿武町（離島を
除く）

758-0011 萩市椿東6010-14 0838-21-7216 0838-21-7218 平土日祝 訪問介護

64 相談 合資会社　クローバー 萩地域（旧萩市） 758-0061 萩市椿3395-13 0838-24-1500 0838-24-1600 平 居宅介護支援

65 通い
あぶらんど萩農業協同組合デ
イサービスセンターあすなろ 萩市、阿武町 758-0011 萩市椿東3014-15 0838-24-0155 0838-24-0156 平祝 デイサービス

66 訪問
株式会社訪問看護ステーショ
ン陽向

萩・阿武町
他地域も応相談

758-0025 萩市土原217-1 0838-22-5710 0838-22-5710 平 訪問看護

67 短期宿泊
萩市特別養護老人ホームか
がやき - 758-0061 萩市椿門田3460-2 0838-24-4111 0838-24-4112

ショートステイ
（福祉）

68 施設入所
萩市特別養護老人ホームか
がやき - 758-0061 萩市椿門田3460-2 0838-24-4111 0838-24-4112 老人福祉施設

69 多機能
地域密着型介護サービスぬく
もり「小規模多機能ホームぬく
もり」

田万川・須佐地域 759-3113 萩市江崎55 08387-3-2565 08387-3-2565 小規模多機能型

70 短期宿泊
特別養護老人ホーム・オアシ
スはぎ園 - 759-3611 萩市大井1723-6 0838-28-0088 0838-28-0274

ショートステイ
（福祉）
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

71 施設入所
特別養護老人ホーム・オアシ
スはぎ園 - 759-3611 萩市大井1723-6 0838-28-0088 0838-28-0274 老人福祉施設

72 通い ライフケアデイサービス　はぎ 萩市（離島を除く） 758-0011 萩市椿東2942-13 0838-21-7638 0838-21-7660 平祝 地域密着デイ

73 短期宿泊 特別養護老人ホームすさ苑 - 759-3411 萩市須佐1378-1 08387-6-3146 08387-6-3148
ショートステイ
（福祉）

74 施設入所 特別養護老人ホームすさ苑 - 759-3411 萩市須佐1378-1 08387-6-3146 08387-6-3148 老人福祉施設

75 施設入所
特別養護老人ホームちはるえ
ん - 754-0411 萩市明木4781-1 0838-55-0333 0838-55-0332 老人福祉施設

76 短期宿泊
特別養護老人ホームちはるえ
ん - 754-0411 萩市明木4781-1 0838-55-0333 0838-55-0332

ショートステイ
（福祉）

77 通い
ちはるえんデイサービスセン
ター 萩市全域 754-0411 萩市明木4781-1 0838-55-0333 0838-55-0332 平 地域密着デイ

78 通い
デイサービスセンター　萩ほの
花

萩地域（旧萩市、離島
を除く）

758-0063 萩市山田5310-40 0838-21-7292 0838-21-7293 平 地域密着デイ

79 訪問
あぶらんど萩農業協同組合
訪問介護センター 萩市、阿武町 758-0063 萩市山田4243-1 0838-22-4165 0838-22-4121 平土日祝 訪問介護

80 通い
デイサービスセンターかわか
み苑

萩地域、川上地域（明木地
区） 758-0141 萩市川上4921-1 0838-54-2000 0838-54-2781 平祝 地域密着デイ

81 通い デイサービスセンター四縁
萩地域（旧萩市、原則片道１
５分以内） 758-0043 萩市下五間町48 0838-21-7439 0838-21-7439 平土祝

認知症対応デイ
サービス

82 訪問 医療法人社団　田町診療所
萩地域（旧萩市、離島
等を除く）

758-0047 萩市東田町22-8 0838-24-1234 0838-24-1122 平土 訪問リハビリ

83 訪問 萩社協訪問入浴介護事業所
萩市（離島を除く）、阿
武町

758-0212 萩市福井下3994-1 0838-52-0338 0838-52-0340 平祝 訪問入浴

84 相談
指定居宅介護支援事業所さ
んみ苑 山田地区、三見地区 759-3721 萩市三見3852-1 0838-27-5000 0838-27-0888 平 居宅介護支援
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

85 通い
リハビリ型デイサービスステッ
プ

萩地域（旧萩市、離島
等を除く）

758-0011 萩市椿東2637-1 0838-26-3440 0838-26-3440 平 地域密着デイ

86 訪問
萩市国民健康保険弥富診療
センター

須佐・田万川地域、阿武町 759-3302 萩市弥富下3995 08387-8-2311 08387-8-2120 平 訪問リハビリ

87 通い
萩市デイサービスセンターみ
しま 見島全域 758-0701 萩市見島35-1 0838-23-2828 0838-23-2122 平 地域密着デイ

88 通い ラウレアたまがわ
萩市、阿武町、益田市、鹿足
郡 759-3112 萩市下田万袴田2412-1 08387-2-1030 08387-2-1031 平土日祝 デイサービス

89 施設入所 ケアハウスつばき - 758-0061 萩市椿2398-1 0838-24-4128 0838-24-4129
特定施設（軽費老
人ホーム）

90 通い
医療法人　社団慈生会　老人
保健施設　徳寿園　通所リハ
ビリテーション

萩市、阿武町 758-0063 萩市山田4147-1 0838-22-0118 0838-22-0132 平土祝 デイケア

91 福祉用具
（有）ホワイトクリーニング益
田・萩工場　ハートケア事業部 萩市、長門市、阿武町 758-0061 萩市椿陣ヶ原2742-3 0838-22-9117 0838-22-9277 平土 福祉用具販売

92 多機能 えきまえケアセンター華房 三見地区、山田地区 759-3721 萩市三見3350-5 0838-27-0837 0838-27-0839 小規模多機能型

93 施設入所
医療法人社団康香会　老人保
健施設　ひまわりの苑 - 758-0021 萩市今古萩町30-1 0838-25-9170 0838-25-9188 老人保健施設

94 施設入所 特別養護老人ホーム阿北苑 - 759-3202 萩市上小川東分1406 08387-4-0231 08387-4-0232 老人福祉施設

95 短期宿泊 特別養護老人ホーム阿北苑 - 759-3202 萩市上小川東分1406 08387-4-0231 08387-4-0232
ショートステイ
（福祉）

96 通い 阿北苑デイサービスセンター
萩市、阿武町、益田市、津和
野町 759-3202 萩市上小川東分1406 08387-4-0261 08387-4-0262 平祝 デイサービス

97 訪問 ライフケアステーションはぎ 萩市 758-0011 萩市椿東2942-13 0838-21-7635 0838-21-7660 平土日祝 訪問介護

98 訪問 都志見病院　医誠会 萩市、阿武町 758-0041 萩市江向413-1 0838-22-2811 0838-22-2815 平 訪問リハビリ
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萩市内の介護事業所

種別 名称 サービス提供地域 〒 住所 電話番号 FAX番号 営業日 備考

99 相談 ケアサポート　四季 萩市 758-0031 萩市川島323-2 0838-21-7272 0838-21-7274 平 居宅介護支援

100 通い
かわかみ整形通所リハビリ
テーション

萩市（須佐・田万川地域を除
く） 758-0011 萩市椿東2863-7 0838-21-7538 0838-21-7318 平土 デイケア

101 通い 医療法人河野医院 萩市、阿武町 759-3611 萩市大井1723-1 0838-28-0321 0838-28-1234 平 デイケア

102 相談 阿北苑居宅介護支援事業所 田万川地域 759-3202 萩市上小川東分1406 08387-4-0255 08387-4-0262 平 居宅介護支援

103 通い デイサービス　旭の郷
旭地域（佐々並・明木
地区）

753-0101 萩市佐々並2494-1 0838-56-0880 0838-56-0004 平土 地域密着デイ

104 多機能
医療法人河野医院小規模多
機能メディカルホーム絆

萩生活圏（大井小学校、越ヶ浜
小学校校区）、阿武町
区域外は応相談

759-3611 萩市大井1723-1 0838-28-5300 0838-28-5310 小規模多機能型

105 訪問 医療法人河野医院 萩市、阿武町 759-3611 萩市大井1723-1 0838-28-0321 0838-28-1234 平土 訪問看護

出典：介護事業所・生活関連情報検索　介護サービス情報公表システム

※各介護事業所の最新情報は上記URLを参照のこと。

http://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
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