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広島市中区 ケアハウス ラポーレ東千田 730-0053 広島市中区東千田町一丁目１番４８号 082-240-8818 社会福祉法人広島常光福祉会 ― 100 ―

広島市東区 ケアハウス ケアハウス東山 732-0043 広島市東区東山町1-9 082-264-6888 社会福祉法人古家真会 ― 60 ―

広島市安佐南区 ケアハウス ふれ愛 731-0154 広島市安佐南区上安6-31-1 082-830-3334 社会福祉法人ＩＧＬ学園福祉会 ― 100 ―

広島市安芸区 ケアハウス 安芸中野 739-0321 広島市安芸区中野三丁目9-5 082-893-3360 社会福祉法人慈楽福祉会 ― 50 ―

広島市東区 ケアハウス ラポーレひろしま 732-0029 広島市東区福田一丁目753 082-899-0888 社会福祉法人広島常光福祉会 ― 50 ―

広島市佐伯区 ケアハウス 鈴が峰 731-5122 広島市佐伯区五日市町皆賀104-27 082-923-7788 社会福祉法人三篠会 ― 15 ―

広島市佐伯区 ケアハウス 五日市グリーンヒルホーム 731-5152 広島市佐伯区五日市町下河内591-1 082-926-1131 社会福祉法人広島博愛会 ― 50 ―

広島市安佐北区 ケアハウス なごみの郷 739-1732 広島市安佐北区落合南町196-1 082-841-1331 社会福祉法人正仁会 ― 15 ―

広島市安佐北区 ケアハウス かんべ村 731－0221 広島市安佐北区可部七丁目13-15-1-7 082-812-3588 社会福祉法人フェニックス ― 72 ―

呉市 ケアハウス ケアハウス成寿園 737-0015 呉市広町白石免田13010 0823-71-8500 社会福祉法人成寿会 ― 46 ―

呉市 ケアハウス ケアハウス「郷原の里」 737-0161 呉市郷原町鵯畑1882-12 0823-77-1558 社会福祉法人朋輝福祉会 ― 30 ―

呉市 ケアハウス ケアハウス呉ベタニアホーム 737-0045 呉市本通四丁目3-21 0823-26-8844 社会福祉法人呉ハレルヤ会 ― 34 ―

呉市 ケアハウス ケアハウスコスモス園 737-0911 呉市焼山北三丁目21-5 0823-33-8000 社会福祉法人白寿会 ― 15 ―

呉市 ケアハウス ケアハウス恵の海 737-2603 呉市川尻町西六丁目10-1 0823-87-5220 社会福祉法人福祉の森 ― 15 ―

呉市 ケアハウス ケアハウス「あかさき園」 737-1211 呉市音戸町畑一丁目2-51 0823-56-2555 社会福祉法人白寿会 ― 15 ―

呉市 ケアハウス ケアハウス花みずき 737-0001 呉市阿賀北三丁目4-11 0823-76-5710 社会福祉法人愛栄会 ― 30 ―

竹原市 ケアハウス 宗越苑 725-0013 竹原市吉名町宗越793 0846-25-1698 社会福祉法人宗越福祉会 ― 30 ―

三原市 ケアハウス サンライズ大池 723-0001 三原市深町583 0848-60-0630 社会福祉法人泰清会 ― 19 ―

三原市 ケアハウス サンライズ港町 723-0017 三原市港町一丁目3-22 0848-61-5788 社会福祉法人泰清会 ― 56 ―

尾道市 ケアハウス 星の里 722-0042 尾道市久保町1786 0848-37-7272 社会福祉法人尾道さつき会 ― 15 ―

尾道市 ケアハウス 歌の浦 722-0062 尾道市向東町12255-1 0848-20-6320 社会福祉法人華野福祉会 ― 15 ―

尾道市 ケアハウス 公立みつぎ総合病院 
 ｹｱﾊｳｽ「さつき」 722-0353 尾道市御調町高尾1348-6 0848-76-3060 尾道市 ― 30 ―

尾道市 ケアハウス 向島ケアハウス 722-0073 尾道市向島町15644 0848-44-8282 社会福祉法人むつみ会 ― 57 ―

尾道市 ケアハウス 楽生苑 722-2416 尾道市瀬戸田町林1288-6 0845-27-2943 社会福祉法人新生福祉会 ― 15 ―

福山市 ケアハウス サンフェニックス 720-0837 福山市瀬戸町地頭分2721 084-951-3663 社会福祉法人サンフェニックス ― 30 ―

福山市 ケアハウス 鞆の浦 720-0203 福山市田尻町4115 084-983-5888 社会福祉法人春海会 ― 30 ―

福山市 ケアハウス 明翠園 729-0014 福山市柳津町486 084-935-9901 社会福祉法人明翠会 ― 15 ―
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福山市 ケアハウス 丘の上 721-0971 福山市蔵王町3442-1 084-940-3331 社会福祉法人サンフェニックス ― 105 ―

福山市 ケアハウス 福山 720-1131 福山市駅家町万能倉96-1 084-976-6530 社会福祉法人備後の里 ― 30 ―

福山市 ケアハウス ハーモニー 729-0044 福山市笠岡町1-25 084-928-5527 社会福祉法人英寿会 ― 50 ―

福山市 ケアハウス おおさ 729-3105 福山市新市町下安井3500 084-751-3211 社会福祉法人新市福祉会 ― 15 ―

福山市 ケアハウス 飛鳥苑 720-1264 福山市芦田町福田189-1 084-950-0766 社会福祉法人飛鳥 ― 50 ―

福山市 ケアハウス プレジール箕島 721-0957 福山市箕島町7504-3 084-920-2560 社会福祉法人せとうち ― 15 ―

福山市 ケアハウス サンサンホーム 720-2102 福山市神辺町東中条7610-16 084-967-1033 社会福祉法人安那福祉会 ― 20 ―

福山市 ケアハウス エクセル福山 720-0832 福山市水呑町4433 084-982-8666 社会福祉法人春海会 ― 70 ―

三次市 ケアハウス 菩提樹 728-0001 三次市山家町620-1 0824-64-0321 社会福祉法人慈照会 ― 50 ―

三次市 ケアハウス 若美苑 729-4101 三次市甲奴町本郷1674 0847-67-2188 社会福祉法人甲奴福祉会 ― 15 ―

三次市 ケアハウス 吉舎 729-4211 三次市吉舎町吉舎606 0824-43-3110 社会福祉法人優輝福祉会 ― 30 ―

庄原市 ケアハウス ハピネスヒル 727-0026 庄原市掛田町542-1 0824-72-9500 社会福祉法人長寿会 ― 24 ―

庄原市 ケアハウス 東寿園 729-5125 庄原市東城町川西947-2 08477-2-2215 社会福祉法人東城有栖会 ― 20 ―

庄原市 ケアハウス 永楽荘 727-0114 庄原市口和町永田413 0824-89-2700 社会福祉法人口和福祉会 ― 30 ―

東広島市 ケアハウス みずほ 739-0262 東広島市志和町志和東六日市810-1 082-433-5721 社会福祉法人みずほ会 ― 50 ―

東広島市 ケアハウス 桜が丘保養園 739-0041 東広島市西条町寺家5976 082-423-2595 社会福祉法人石川福祉会 ― 25 ―

東広島市 ケアハウス あすなろ 739-0002 東広島市西条町吉行1456 082-493-8300 社会福祉法人萌生会 ― 30 ―

東広島市 ケアハウス 豊邑 739-2318 東広島市豊栄町能良413 082-432-2250 社会福祉法人興仁会 ― 15 ―

東広島市 ケアハウス 大仙 739-2208 東広島市河内町入野鶴巣1893-25 082-437-1631 社会福祉法人入野福祉会 ― 30 ―

東広島市 ケアハウス あきまろ園 739-2403 東広島市安芸津町風早印内497-5 0846-45-5600 社会福祉法人白寿会 ― 15 ―

東広島市 ケアハウス 赤崎さざなみ荘 739-2401 東広島市安芸津町木谷5533-1 0846-45-0088 社会福祉法人木谷会 ― 30 ―

廿日市市 ケアハウス インマヌエルホーム 738-0042 廿日市市地御前299-3 0829-39-1141 社会福祉法人みその児童福祉会 ― 30 ―

廿日市市 ケアハウス ささえ 738-0054 廿日市市阿品4-51-32 0829-36-2552 社会福祉法人西中国キリスト教社会事業団 ― 30 ―

廿日市市 ケアハウス さいきせせらぎ園 738-0222 廿日市市津田854 0829-72-2700 社会福祉法人佐伯さつき会 ― 15 ―

廿日市市 ケアハウス まごころ半明原 738-0031 廿日市市原字半明原481-1 0829-39-1113 社会福祉法人廿日市福祉会 ― 30 ―

安芸高田市 ケアハウス 甲田 739-1103 安芸高田市甲田町下小原京免3363 0826-45-7777 社会福祉法人三篠会 ― 15 ―

江田島市 ケアハウス こようの里親和園 737-2121 江田島市江田島町小用三丁目28-1 0823-42-5111 社会福祉法人かつぎ会 ― 56 ―
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江田島市 ケアハウス 江能 737-2101 江田島市大柿町飛渡瀬4027-2 0823-57-7100 社会福祉法人江能福祉会 ― 17 ―

府中町 ケアハウス チェリーゴード 735-0014 府中町柳ケ丘20-32 082-508-0224 社会福祉法人エフアイジイ福祉会 ― 30 ―

海田町 ケアハウス エバーグリーンホーム 736-0013 安芸郡海田町東二丁目8-6 082-821-0015 社会福祉法人メインストリーム ― 18 ―

坂町 ケアハウス 安芸 731-4311 安芸郡坂町北新地二丁目３番１０号 082-885-3636 社会福祉法人恩賜財団済生会支部広島県済生会 ― 50 ―

北広島町 ケアハウス 明星 731-1515 山県郡北広島町壬生901 0826-72-7700 社会福祉法人みぶ福祉会 ― 27 ―

北広島町 ケアハウス ゆりかご 731-1222 山県郡北広島町阿坂4606-2 0826-84-1125 社会福祉法人山県東中部福祉会 ― 30 ―

世羅町 ケアハウス ふじの里 722-1701 世羅郡世羅町小国10889-23 0847-37-2537 社会福祉法人くるみ会 ― 30 ―

神石高原町 ケアハウス 星降る高原 720-1522 神石郡神石高原町小畠1510-1 08478-9-3131 社会福祉法人紅輝会 ― 35 ―

3/3


