
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）

125 特養 特別養護老人ホーム　かわしまホーム 07 保土ケ谷区 川島町1514-2 372-0022

126 特養 介護老人福祉施設　太陽の國ほどがや 07 保土ケ谷区 岩井町238-1 730-1165

127 特養 今井の郷 07 保土ケ谷区 今井町733-2 351-7736

128 特養 特別養護老人ホーム　美立の杜 07 保土ケ谷区 今井町609-1 351-7899

129 特養 特別養護老人ホーム　さわやか苑 07 保土ケ谷区 上菅田町1723-1 381-3567

130 特養 介護老人福祉施設　くぬぎ台 07 保土ケ谷区 川島町1363-1 370-5320

131 特養 よつば苑 07 保土ケ谷区 狩場町200-9 712-8601

132 特養 特別養護老人ホーム　ラポール三ツ沢　 07 保土ケ谷区 峰沢町325-1 337-3366

133 特養 快風苑 07 保土ケ谷区 境木町174-1 355-5563

134 老健 介護老人保健施設　スカイ 07 保土ケ谷区 常盤台84-1 348-1007

135 老健 ライフモア保土ケ谷 07 保土ケ谷区 新井町291-1 374-2003

136 老健 介護老人保健施設　境木の丘 07 保土ケ谷区 境木町174-1 355-5561

137 老健 介護老人保健施設　ユトリアム 07 保土ケ谷区 狩場町200-7 712-9931

138 老健 介護老人保健施設けいあいの郷西谷 07 保土ケ谷区 西谷町1018－２ 370-5363

139 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市今井地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 今井町412-8 351-8812

140 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市仏向地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 仏向町1262-3 336-1565

141 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市星川地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 川辺町5-11 333-9500

142 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市岩崎地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 岩崎町37-5 334-1551

143 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市常盤台地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 常盤台53-2 339-5701

144 ｹｱﾌﾟﾗ 上菅田地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 上菅田町1696 371-3831

145 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市川島地域ケアプラザ 07 保土ケ谷区 川島町360-2 370-1550

146 GH セントケアホーム保土ケ谷 07 保土ケ谷区 上星川2-49-24 370-1120

147 GH グループホームひばり苑花見台 07 保土ケ谷区 花見台4-3 337-4100

148 通介 デイサービス　ソラスト保土ケ谷 07 保土ケ谷区 岩井町123-2　保土ケ谷駅前ハイツ2-102 370-1550

149 通介 デイサービス　ほがらか 07 保土ケ谷区 東川島町10-24 465-4502

150 通介 デイサービス　すまいる星川店 07 保土ケ谷区 川辺町6-2　星川プラザマンション 331-2020

151 通介 デイサービス　なごやか保土ケ谷 07 保土ケ谷区 上菅田町853-101 370-3570

152 小規模 小規模多機能しおり境木 07 保土ケ谷区 境木本町37-8 711-7111

153 小規模 小規模多機能型居宅介護事業所悠久の里 07 保土ケ谷区 東川島町14－５ 453-8930

154 特定 介護付有料老人ホーム　横浜エデンの園 07 保土ケ谷区 岩井町207 730-5345

155 病院 聖隷横浜病院 07 保土ケ谷区 岩井町215 715-3111

156 病院 横浜市立市民病院 07 保土ケ谷区 岡沢町56 331-1961

157 子育て 保土ケ谷区地域子育て支援拠点こっころ 07 保土ケ谷区 川辺町2-5　1F 340-0013

「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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所在地

158 障害 十愛療育会たっちほどがや 07 保土ケ谷区 仏向町1600-2 335-1001
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