
よこはまシニアボランティアポイント　ボランティア受入指定施設一覧（令和２年４月１日現在）

★ポイント引換券は、地域ケアプラザでポイントに引き換えることができます。

No.
施設
区分 　施　設　の　名　称

区
ｺｰﾄﾞ

電話番号
（市外局番045）

390 特養 特別養護老人ホーム　松みどりホーム 15 戸塚区 原宿2-56-3 851-8087

391 特養 特別養護老人ホーム　太陽の國 15 戸塚区 名瀬町1566 812-8435

392 特養 高齢者介護総合センター　聖母の園 15 戸塚区 原宿4-35-3 851-6053

393 特養 特別養護老人ホーム　ライフヒルズ舞岡苑 15 戸塚区 舞岡町3338-7 825-1234

394 特養 特別養護老人ホーム　しらゆり園 15 戸塚区 汲沢町986 861-1112

395 特養 特別養護老人ホーム　来夢の里 15 戸塚区 汲沢町295 869-0171

396 特養 恒春の丘 15 戸塚区 舞岡町3048-5 825-8011

397 特養 特別養護老人ホーム　和みの園 15 戸塚区 東俣野町1705 851-0753

398 特養 けいあいの郷　影取 15 戸塚区 影取町85-1 858-3360

399 特養 特別養護老人ホームリアメゾン戸塚 15 戸塚区 原宿5-46-1 852-5080

400 老健 介護老人保健施設　グリーンワーフ東戸塚 15 戸塚区 川上町151 827-1141

401 老健 介護老人保健施設　横浜莫愁苑 15 戸塚区 名瀬町2226-1 814-8411

402 老健 ヒューマンライフケア横浜 15 戸塚区 戸塚町1800-3 866-2000

403 老健 介護老人保健施設　リハパーク舞岡 15 戸塚区 舞岡町3048-4 825-3388

404 老健 介護老人保健施設　ソフィア横浜 15 戸塚区 東俣野911 854-2233

405 老健 介護老人保健施設　うららの里 15 戸塚区 深谷町1412-11 853-2011

406 老健 介護老人保健施設　ヒルズ東戸塚 15 戸塚区 上品濃16-7 827-2630

407 老健 ハートケア横浜小雀 15 戸塚区 小雀町2248-1 852-8611

408 老健 介護老人保健施設千の星・よこはま 15 戸塚区 柏尾町1434-3 822-2682

409 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市東戸塚地域ケアプラザ 15 戸塚区 川上町4-4 826-0925

410 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ 15 戸塚区 舞岡町3705-10 827-0371

411 ｹｱﾌﾟﾗ 汲沢地域ケアプラザ 15 戸塚区 汲沢町986 861-1727

412 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市原宿地域ケアプラザ 15 戸塚区 原宿4-36-1 854-2291

413 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市上矢部地域ケアプラザ 15 戸塚区 上矢部町2342 811-2442

414 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市南戸塚地域ケアプラザ 15 戸塚区 戸塚町2626-13 865-5960

415 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市平戸地域ケアプラザ 15 戸塚区 平戸2-33-57 825-3462

416 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市名瀬地域ケアプラザ 15 戸塚区 名瀬町791-14 815-2011

417 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市上倉田地域ケアプラザ 15 戸塚区 上倉田町259-11 865-5700

418 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市下倉田地域ケアプラザ 15 戸塚区 下倉田町1951-8 866-2020

419 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市深谷俣野地域ケアプラザ 15 戸塚区 深谷町1432－11 851-0121

420 GH シニアウイルおどりば戸塚 15 戸塚区 汲沢8-31-18-19 869-0203

421 通介 横浜市戸塚柏桜荘 15 戸塚区 戸塚町2304-5 865-3282

422 通介 デイサロン花りん 15 戸塚区 上柏尾町244 828-1251

「施設区分」の欄に表示された用語は、次の施設を示しています。

　  1 特養 ＝ 特別養護老人ホーム、　　　　　　2 老健 ＝ 介護老人保健施設、　　 　 3 ｹｱﾌﾟﾗ ＝ 地域ケアプラザ、　　  　　　　　4 GH ＝ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ、
    5 通介 ＝ デイサービス、　　　　　　　　　　　6 通ﾘﾊ ＝ デイケア、                　　  7 小規模 ＝小規模多機能、　    　　　　　　8 特定 ＝特定施設、
    9 養護 ＝ 養護老人ホーム、　      　 　　　10 短期 ＝ 短期入所、　　　　　　  　　11 その他＝その他の高齢施設、  　　　　　12 病院＝病院施設、
  13 子育て＝地域子育て支援拠点、   　 　　14 親と子＝親と子の集いの広場、　　15 中途＝中途障害者地域活動センター、　16 障害＝障害者地域活動ホーム、
  17 精神＝精神障害者生活支援センター、　18 障S＝障害福祉サービス事業所、  19 障施＝障害者支援施設・障害児入所施設

所在地
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423 通介 デイサービスクラシックレジデンス東戸塚 15 戸塚区 上品濃1-18 828-9155

424 通介 ウルトラプチハウスヴィンテージスペシャルプラス 15 戸塚区 上矢部町1436-1 392-5224

425 通介 還る家ともに 15 戸塚区 矢部町125 410-7307

426 通介 デイサービスなごみ 15 戸塚区 原宿3-43-6 443-6407

427 通介 ツクイ横浜東俣野 15 戸塚区 東俣野町992-3 858-3305

428 通介 福祉クラブ生協　Dayふかや 15 戸塚区 深谷町556-2 390-0562

429 通介 株式会社ツクイ横浜戸塚川上 15 戸塚区 川上町611-4 828-1320

430 小規模 みかみ介護センター 15 戸塚区 深谷町1234-1 858-3751

431 小規模 ウイル原宿ステーション 15 戸塚区 原宿4-44-28 392-6661

432 小規模 ウイル汲沢ステーション 15 戸塚区 汲沢8-31-18-21 861-0868

433 小規模 小規模多機能しおり平戸 15 戸塚区 平戸2-17-12 828-3215

434 小規模 小規模多機能型居宅介護事業所こすずめの里 15 戸塚区 原宿2-6-7 858-3322

435 小規模 小規模多機能ホームラベンダー 15 戸塚区 上倉田町2011-1 410-6040

436 特定 ニチイケアセンター横浜戸塚 15 戸塚区 深谷町1413-1 851-2551

437 特定 戸塚共立ゆかりの里 15 戸塚区 戸塚町157-3 286-1166

438 特定 すいとぴー東戸塚 15 戸塚区 品濃町881-33 822-0872

439 特定 ツクイ・サンシャイン横浜戸塚 15 戸塚区 東俣野町15-1 858-2377

440 特定 SOMPOケアラヴィーレ戸塚　 15 戸塚区 吉田町2014-1 881-6541

441 特定 介護付き有料老人ホームクラシックレジデンス東戸塚 15 戸塚区 上品濃1-18 828-9155

442 特定 介護付有料老人ホームグランレーヴ本郷台 15 栄区 小菅ケ谷４－12－11 443-9101

443 特定 セントケアホーム東戸塚 15 戸塚区 川上町760 820-3210

444 特定 こすずめの里 15 戸塚区 小雀町2058－11 852-0362

445 その他 ウイル戸塚ステーション 15 戸塚区 戸塚町3570-1 410-7471

446 子育て 戸塚区地域子育て支援拠点とっとの芽 15 戸塚区 川上町91-1　モレラ東戸塚3Ｆ 820-2885

447 子育て 戸塚区地域子育て支援拠点とっとの芽サテライト 15 戸塚区 上倉田町957-１　ヴィラ桜1F 410-7010

448 親と子 軽費老人ホーム　ベタニヤ・ホーム 15 戸塚区 汲沢町1060 864-5933

449 中途 中途障害者地域活動センターとつかわかば 15 戸塚区 上倉田町449 870-4460
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