
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3年4月1日現在）

★ = 受入拠点 （配食・会食サービスのポイントの付与が可能）   ○＝対象拡大施設（通所介護以外に対象になる活動有り）

No.
受入拠点：★
（地域ケアプラ

ザ）

対象拡大
施設：○
（地域ケ
アプラ

施設
区分 　施　設　の　名　称 区

ｺｰﾄﾞ
電話番号

1 特養 やまゆりホーム 1 鶴見区 獅子ｹ谷２－１５－１８ ５８３－１８３３

2 特養 新鶴見ホーム 1 鶴見区 江ヶ崎町２－４２ ５７０－５０００

3 特養 わかたけ鶴見 1 鶴見区 矢向1-4-20 ６４２-７５００

4 特養 特別養護老人ホーム　ニューバード獅子ケ谷 1 鶴見区 鶴見区獅子ケ谷３丁目－10－３ 576-3055

5 特養 特別養護老人ホームしょうじゅの里小野 1 鶴見区 下野谷町4-145-8 521-8818

6 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市矢向地域ケアプラザ 1 鶴見区 矢向４－３２－１１ ５７３－００２０

7 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ 1 鶴見区 市場下町１１－５ ５０４－２１１１

8 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 1 鶴見区 鶴見中央１－２３－２６ ５０８－７８００

9 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市潮田地域ケアプラザ 1 鶴見区 本町通４－１７１－２３ ５０７－２９２９

10 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市寺尾地域ケアプラザ 1 鶴見区 東寺尾６－３７－１４ ５８５－５５６６

11 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市東寺尾地域ケアプラザ 1 鶴見区 東寺尾１－１２－３ ５８４－０１２９

12 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市駒岡地域ケアプラザ 1 鶴見区 駒岡４－２８－５ ５７０－６６０１

13 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市馬場地域ケアプラザ 1 鶴見区 馬場町７－１１－２３ ５７６－４２３１

14 GH オリーブの家 1 鶴見区 東寺尾６－３４－２４ ７１７－７６７６

15 GH クロスハート鶴見・横浜 1 鶴見区 矢向3-30-1 ７１６－６３００

16 小規模 だんらんの家鶴見 1 鶴見区 菅沢町17-3　シャルール1F ５０１－５３４９

17 小規模 クロスハート鶴見・横浜 1 鶴見区 矢向3-30-1 ７１６－６３６８

18 通介 社会福祉法人横浜YMCA福祉会　YMCAライフサポートセンター鶴見 1 鶴見区 鶴見中央4-37-37 リオベルデ鶴声２F ５０６－０１３１

19 通介 SOMPOケア　ハッピーデイズ矢向 1 鶴見区 矢向1-20-62ダイアパレス矢向第一101 ５８１－０７７５

20 特養 福寿園横浜 2 神奈川区 菅田町２３３１－１ ４７４－１１８０

21 特養 特別養護老人ホーム　けやき荘 2 神奈川区 菅田町１－１ ４７０－３９００

22 特養 羽沢の家　特別養護老人ホーム 2 神奈川区 羽沢町９８０ ３７２－１２３９

23 特養 特別養護老人ホーム　菅田心愛の里 2 神奈川区 菅田町１１２２ ４７０－７７８８

24 特養 若竹苑 2 神奈川区 羽沢町５５０－１ ３８１－３２３２

25 特養 介護老人福祉施設　ヴィラ神奈川 2 神奈川区 菅田町19 ４７１－１３００

26 特養 羽沢の家二番館 2 神奈川区 羽沢町1667－１ 372-1241

27 特養 太陽の家横濱羽沢 2 神奈川区 羽沢町2-1 442-4907

28 特養 東神奈川特別養護老人ホーム若草 2 神奈川区 反町1-7-5 320-3231

29 老健 介護老人保健施設  　リハリゾートわかたけ 2 神奈川区 菅田町１８２６ ４７６－１２３４

30 老健 介護老人保健施設　神奈川苑 2 神奈川区 菅田町１９８９ ４７０－２５０２

31 老健 介護老人保健施設　牧野ケアセンター 2 神奈川区 菅田町1481-1 ４７２－９１１１

32 老健 介護老人保健施設　ラ・クラルテ 2 神奈川区 菅田町６５６－１ ４７８－３７７７

33 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市菅田地域ケアプラザ 2 神奈川区 菅田町１７１８－１ ４７１－３１０１

34 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市反町地域ケアプラザ 2 神奈川区 反町１－１１－２ ３２１－８００４

35 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ 2 神奈川区 沢渡５６－１ ５７７－８２１０

36 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市片倉三枚地域ケアプラザ 2 神奈川区 三枚町１９９－４ ４１３－２５７１

37 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市新子安地域ケアプラザ 2 神奈川区 新子安１－２－４ ４２３－１７０１

38 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市六角橋地域ケアプラザ 2 神奈川区 六角橋3-3-13 ４１３－３２８１

39 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市神之木地域ケアプラザ 2 神奈川区 神之木町７－１ ４３５－２９０６

40 通介 万葉のさと　西寺尾 2 神奈川区 西寺尾3－21－5 ４３０-４１６５

41 通介 わかたけの家三ツ沢 2 神奈川区 三ツ沢南町12－31 ５４８－３１１２

「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障支＝障害者支援施設

所在地
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42 通介 デイサービスセンターなごやか神奈川 2 神奈川区 六角橋2-13-11サンレイ白楽1F 488-5677

43 通介 SOMPOケア　パッピーデイズ片倉町 2 神奈川区 片倉1-30-35 413-1184

44 小規模 小規模多機能ホーム　つばさ 2 神奈川区 羽沢町1200-50 ３７２-３３８４

45 特定 介護付き有料老人ホームプレザンメゾン家横浜羽沢町 2 神奈川区 羽沢町7-1 373-3801

46 特定 SOMPOケア　そんぽの家　横浜神大寺 2 神奈川区 神大寺1-13-45 ４８８－３３０５

47  子育て 神奈川区地域子育て支援拠点 「かなーちえ」 2 神奈川区 東神奈川1-29 441-3901

48 特養 南太田ホーム 5 南区 南太田2-11-4 ２５０-６７７１

49 老健 介護老人保健施設　レストア横浜 5 南区 六ッ川３－５－１ ７１３－０１１１

50 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ 5 南区 清水ヶ丘４９ ２５３－００７１

51 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市大岡地域ケアプラザ 5 南区 大岡１－１４－１ ７４３－６１０２

52 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市浦舟地域ケアプラザ 5 南区 浦舟町３－４６ ２６１－３３１５

53 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市六ッ川地域ケアプラザ 5 南区 六ッ川２－３－２１１ ７１６－０６８０

54 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市中村地域ケアプラザ 5 南区 中村町２－１２０－３ ２６０－５１００

55 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市永田地域ケアプラザ 5 南区 永田南２－１６－３１ ７１１－８６１１

56 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市睦地域ケアプラザ 5 南区 睦町１－３１－１ ７３０－５１５１

57 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市別所地域ケアプラザ 5 南区 別所1-7-23 ７１６－３８８４

58 GH たまてばこ 5 南区 六ッ川2-107-43 ７２２－８７３７

59 GH クロスハート南・横浜 5 南区 日枝町1-5 ２６０－０５６６

60 通介 ショートタイムデイサービス　こみゅに亭 5 南区 南吉田町4-37-5 　三ツ星ﾊｲﾑ1F ２４３－０７８１

61 通介 たすけあいゆい　デイサービスさくら 5 南区 睦町１－３１－１ ７１１－３６６６

62 通介 たすけあいゆい　デイサービスわかば 5 南区 中里3-1-22 722-8572

63 通介 ニチイケアセンター東戸塚 5 南区 六ツ川4-1171 820-2128

64 特定 エクセルシオール横浜阪東橋 5 南区 真金町２－１３ ２５０－０６６０

65 　 病院 公立大学法人　横浜市立大学付属 市民総合医療センター 5 南区 浦舟町4-57 253-5303

66 病院 地方独立行政法人神奈川県立こども医療センター 5 南区 六ッ川2-138-4 711-2351

67 障害 地域活動ホーム　 どんとこい・みなみ 5 南区 中村町4-270-3 264-2866

68 障害 NPO法人中途障害者地域活動センターフレンズ南 5 南区 二葉町3-28-5　ストーク吉野町弐番館1階 261-2890

69 精神 精神障害者生活支援センター南区生活支援センター サザンウインド5 南区 新川町1-1リーヴェルステージ横浜南2階 251-3991

70 特養 特別養護老人ホーム　芙蓉苑 6 港南区 下永谷４－２１－１０ ８２２－５９１１

71 特養 特別養護老人ホーム　野庭苑 6 港南区 日野南５－５６－２ ８９２－８８８１

72 特養 すずかけの郷 6 港南区 野庭町１６８８ ８４８－１１６５

73 特養 パラダイム港南 6 港南区 下永谷３－１０－７ ８２４－７３３３

74 特養 特別養護老人ホーム　サンバレー 6 港南区 下永谷４－２４－１ ８２８－３７８１

75 特養 特別養護老人ホームひまわり港南台 6 港南区 日野南3-7-10 830-3710

76 特養 特別養護老人ホーム日野サザンポート 6 港南区 日野6-13-1 ３７０－７６００

77 老健 介護老人保健施設　港南あおぞら 6 港南区 野庭町２１８７－１ ８４４－６６６１

78 老健 介護老人保健施設　すこやか 6 港南区 下永谷５－８１－１８ ８２１－６６００

79 老健 オアシス 6 港南区 野庭町146－1 ８４４-７７１７

80 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市野庭地域ケアプラザ 6 港南区 野庭町６１２ ８４８－０１１１

81 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市港南中央地域ケアプラザ 6 港南区 港南４－２－７ ８４５－４１００

82 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市東永谷地域ケアプラザ 6 港南区 東永谷１－１－１２ ８２６－１２６４
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83 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市下永谷地域ケアプラザ 6 港南区 下永谷３－３３－５ ８２６－２６４０

84 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市日野南地域ケアプラザ 6 港南区 日野南３－１－１１ ８３６－１８０１

85 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市芹が谷地域ケアプラザ 6 港南区 芹が谷2-16-12 ８２８－５１８１

86 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市港南台地域ケアプラザ 6 港南区 港南台３－３－１ ８３４－３１４１

87 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市日下地域ケアプラザ 6 港南区 笹下3－11－1 ８４３－３５５５

88 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市日限山地域ケアﾌﾟﾗｻﾞ 6 港南区 日限山1-66-55 827-1870

89 GH ヒューマンケア下永谷グループホーム 6 港南区 下永谷2-34-14 820-4165

90 通介 デイサービス　プラチナ倶楽部 6 港南区 港南台６－９－１１ ８３０－００２２

91 通介 デイサービスフローレンスケア港南台 6 港南区 港南台6-5-13 ８３２－２０００

92 通介 プチハウス 6 港南区 下永谷6-8-4 392-7934

93 通介 かがやきデイサービス芹が谷 6 港南区 芹が谷5-57-10 825-0152

94 小規模 小規模多機能型　プラチナ倶楽部 6 港南区 港南台６－９－１１ ８３０－００２２

95 小規模 ヒューマンケア下永谷の宿 6 港南区 下永谷2-34-14 ８２３－４１２３

96 特定 未来倶楽部港南中央 6 港南区 日野中央1-6-38 840-6301

97 特定 介護付き有料老人ホームハートウォーム港南台 6 港南区 港南台7-34-7 836-2626

98 特定 ニチイケアセンター港南台 6 港南区 港南台4-27-3 836-3501

99 特定 クロスハート港南・横浜（認知症対応型共同生活介護） 6 港南区 東永谷1-37-5 829-2345

100 特定 養護老人ホーム野庭風の丘 6 港南区 野庭町631 848-1050

101 その他 クロスハート港南・横浜（看護小規模多機能型居宅介護） 6 港南区 東永谷1-37-4 823-4810

102 　 病院 社会福祉法人恩賜財団 済生会　横浜市南部病院 6 港南区 港南台3-2-10 832-1111

103 障害 障害者地域活動ホーム 港南福祉ホーム 6 港南区 港南台7-25-22 832-9337

104 特養 よつば苑 7 保土ケ谷区 狩場町２００－９ ７１２－８６０１

105 特養 特別養護老人ホーム　かわしまホーム 7 保土ケ谷区 川島町１５１４－２ ３７２－００２２

106 特養 介護老人福祉施設　太陽の國ほどがや 7 保土ケ谷区 岩井町２３８－１ ７３０－１１６５

107 特養 横浜白光会　今井の郷 7 保土ケ谷区 今井町７３３－２ ３５１－７７３６

108 特養 特別養護老人ホーム　美立の杜 7 保土ケ谷区 今井町６０９－１ ３５１－７８９９

109 特養 特別養護老人ホーム　さわやか苑 7 保土ケ谷区 上菅田町１７２３－１ ３８１－３５６７

110 特養 介護老人福祉施設　くぬぎ台 7 保土ケ谷区 川島町１３６３－１ ３７０－５３２０

111 特養 特別養護老人ホーム　ラポール三ツ沢 7 保土ケ谷区 峰沢町３２５－１ ３３７－３３６６

112 特養 快風苑 7 保土ケ谷区 境木町174-1 ３５５－５５６３

113 老健 介護老人保健施設　境木の丘 7 保土ヶ谷区 境木町174-1 ３５５－５５６１

114 老健 介護老人保健施設　ユトリアム 7 保土ヶ谷区 狩場町２００－７ ７１２－９９３１

115 老健 介護老人保健施設　スカイ 7 保土ケ谷区 常盤台８４－１ ３４８－１００７

116 老健 ライフモア保土ヶ谷 7 保土ケ谷区 新井町２９１－１ ３７４－２００３

117 老健 介護老人保健施設けいあいの郷西谷 7 保土ヶ谷区 西谷町1018－２ 370-5363

118 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市川島地域ケアプラザ 7 保土ヶ谷区 川島町360-2 ３７０－１５５０

119 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市仏向地域ケアプラザ 7 保土ケ谷区 仏向町１２６２－３ ３３６－１５６５

120 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市今井地域ケアプラザ 7 保土ケ谷区 今井町４１２－８ ３５１－８８１２

121 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市星川地域ケアプラザ 7 保土ケ谷区 川辺町５－１１ ３３３－９５００

122 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市岩崎地域ケアプラザ 7 保土ケ谷区 岩崎町３７－５ ３３４－１５５１

123 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市常盤台地域ケアプラザ 7 保土ケ谷区 常盤台５３－２ ３３９－５７０１

3



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3年4月1日現在）

★ = 受入拠点 （配食・会食サービスのポイントの付与が可能）   ○＝対象拡大施設（通所介護以外に対象になる活動有り）

No.
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区分 　施　設　の　名　称 区

ｺｰﾄﾞ
電話番号

「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障支＝障害者支援施設

所在地

124 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 上菅田地域ケアプラザ 7 保土ケ谷区 上菅田町１６９６ ３７１－３８３１

125 GH セントケアホーム保土ヶ谷 7 保土ヶ谷区 上星川2-49-24 ３７０－１１２０

126 GH グループホームひばり苑花見台 7 保土ヶ谷区 花見台4-3 337-4100

127 通介 デイサービス　ほがらか 7 保土ヶ谷区 東川島町10-24 ４６５-４５０２

128 通介 デイサービス　ソラスト保土ヶ谷 7 保土ヶ谷区 岩井町123-2　保土ヶ谷駅前ハイツ2号棟102号７１１－８０１７

129 通介 デイサービスすまいる星川店 7 保土ヶ谷区 川辺町6-2　星川プラザマンション 331-2020

130 通介 デイサービスセンターなごやか保土ヶ谷 7 保土ヶ谷区 上菅田町853第一大幸ビル101 370-3570

131 小規模 ＲＡＫＵ 7 保土ケ谷区 上菅田町１３５２－２４ ３７２－３１３３

132 小規模 小規模多機能しおり境木 7 保土ヶ谷区 上菅田町853-101 711-7111

133 小規模 小規模多機能型居宅介護事業所悠久の里 7 保土ヶ谷区 川島町１４－５ 453-8930

134 特定 介護付有料老人ホーム　横浜エデンの園 7 保土ケ谷区 岩井町２０７ ７３０－５３４５

135 養護 横浜市恵風ホーム 7 保土ヶ谷区 常盤台１３－１ ３３１－３１７４

136 病院 社会福祉法人聖隷福祉事業団　 聖隷横浜病院 7 保土ヶ谷区 岩井町215 715-3111

137 　 病院 横浜市立市民病院 7 保土ヶ谷区 岡沢町56 331-1961

138  子育て 保土ケ谷区地域子育て支援拠点こっころ 7 保土ヶ谷区 川辺町2-5　ﾊﾟｰｸﾀﾜｰ横濱星川1階 340-0013

139 障支 社会福祉法人十愛療育会　たっちほどがや 7 保土ケ谷区 保土ケ谷区仏向町1600－２ 335-1001

140 特養 特別養護老人ホーム　あだちホーム 8 旭区 上川井町２２８７ ９２２－１５０１

141 特養 特別養護老人ホーム　今宿ホーム 8 旭区 今宿１－５－１ ３６０－１００２

142 特養 特別養護老人ホーム　グリーンライフ 8 旭区 中白根３－３１－１１ ９５９－５２３０

143 特養 特別養護老人ホーム　さくら苑 8 旭区 下川井町３６０ ９５２－１１１１

144 特養 グリンサイド清盛 8 旭区 万騎が原４ ３６２－３３５５

145 特養 特別養護老人ホーム　水の郷 8 旭区 上川井町３０５９ ９２１－１２１１

146 特養 特別養護老人ホーム　弥生苑 8 旭区 上川井町１２４１－１ ９２２－５１４１

147 特養 椿寿 8 旭区 上白根町７９２－４ ９５８－１０８８

148 特養 シャローム横浜 8 旭区 上川井町１９８８ ９２２－７３３３

149 特養 特別養護老人ホーム　旭ホーム 8 旭区 川井本町１５４－６ ９５４－４８２２

150 特養 特別養護老人ホーム　陽光苑 8 旭区 今宿1-66-26 959-1081

151 特養 介護老人福祉施設ヴィラ横浜 8 旭区 上白根1437-1 953-6733

152 特養 介護老人福祉施設ヴィラ桜ヶ丘 8 旭区 上白根町1436－10 952-2300

153 特養 かわいの家 8 旭区 川井宿町６９－１ ９５４－４５００

154 特養 サニーヒル横浜 8 旭区 上川井町４２６ ９２０－０３２０

155 老健 介護老人保健施設　四季の森 8 旭区 上白根町７７８－１ ９５８－０３３３

156 老健 介護老人保健施設　  リハセンターさわやか 8 旭区 白根町９３２－１ ９５５－４１６５

157 老健 ハートケア左近山 8 旭区 市沢町９７１－１ ３５５－５０３３

158 老健 老健　リハビリ横浜 8 旭区 金が谷６１４－３ ３６９－７７１１

159 老健 けいあいの郷　今宿 8 旭区 今宿東町５２５－２ ９５５－５０５０

160 老健 介護老人保健施設　希望の森 8 旭区 上川井町２９６８－２ ９２２－１７１７

161 老健 介護老人保健施設グリーンリーブズ赤枝 8 旭区 上川井町2694-7 ９２１－１１０３

162 老健 介護老人保健施設　シオンよこはま 8 旭区 川井宿町168-1 955-5801

163 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市今宿地域ケアプラザ 8 旭区 今宿町２６４７－２ ３９２－０３０９

164 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ 8 旭区 南希望が丘７２－３ ３６０－５０９５
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165 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市左近山地域ケアプラザ 8 旭区 左近山１１８６－２ ３５３－１１２１

166 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 万騎が原地域ケアプラザ 8 旭区 万騎が原４ ３６２－３３５４

167 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市上白根地域ケアプラザ 8 旭区 上白根町１１２ ９５１－３９６６

168 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市鶴ヶ峰地域ケアプラザ 8 旭区 鶴ヶ峰１－３８－３ ３８２－６０７０

169 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市若葉台地域ケアプラザ 8 旭区 若葉台４－１６－１ ９２３－８８３１

170 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市川井地域ケアプラザ 8 旭区 川井本町５７－８ ９５５－１１１１

171 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市今宿西地域ケアプラザ 8 旭区 今宿西町４１０－１ ９５８－１２５１

172 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 8 旭区 上白根町807-2 ９５３-６８９０

173 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市白根地域ケアプラザ 8 旭区 白根2-3-18パール横浜ビル２階 ９５８－２５７１

174 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市笹野台地域ケアプラザ 8 旭区 笹野台2-32-1 367-2330

175 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市二俣川地域ケアプラザ 8 旭区 二俣川2-50-14　6F 361-1776

176 GH シャロームミルトスの木鶴ヶ峰本町 8 旭区 鶴ヶ峰本町2-41-9 ９５８－０２２１

177 GH シャロームミルトスの木 8 旭区 上白根町132-3 ９５４－５９６０

178 GH ニチイケアセンター横浜鶴ヶ峰 8 旭区 西川島町82-14 370-4311

179 GH グループホームみんなの家横浜金が谷 8 旭区 金が谷471-1 958-2880

180 通介 ほほえみ倶楽部 8 旭区 今宿西町373-6 744-5708

181 通介 デイサービスみなまきみらい 8 旭区 柏町131-5 360-3293

182 通介 鶴ヶ峰リハセンター 8 旭区 鶴ケ峰２－29 　田ビル１Ｆ 370-5595

183 小規模 小規模居宅介護事業所アルメリア 8 旭区 金が谷２－28－19 959-6650

184 特定 トレクォーレ横浜若葉台 8 旭区 若葉台４－３６－１ ９２２－０６１１

185 　 病院 医療法人社団　鵬友会 横浜ほうゆう病院 8 旭区 金が谷644-1 360-8787

186 中途 中途障害者地域活動センター フェニックス旭 8 旭区 二俣川1-45-68石川ビル1階 365-1661

187 障害 地域活動ホーム サポートセンター　連 8 旭区 柏町59番地2号 360-9778

188 障S 社会福祉法人十愛療育会　横浜療育医療センター 8 旭区 旭区市沢町557－２ 352-6551

189 特養 特別養護老人ホーム　たきがしら芭蕉苑 9 磯子区 滝頭２－３０－１ ７５０－５１５１

190 特養 特別養護老人ホーム　中原苑 9 磯子区 中原3-6-10 ７７６－３５００

191 特養 特養　磯子自然村 9 磯子区 氷取沢町60-17 778-1120

192 特養 特別養護老人ホーム新磯子ホーム 9 磯子区 滝頭2-29-1 750-5585

193 老健 横浜磯子介護老人保健施設　 9 磯子区 森１－１６－３ ７５２－６９８８

194 老健 介護老人保健施設　ほのぼの 9 磯子区 氷取沢町５０ ７７６－３２２３

195 老健 介護老人保健施設　コスモス 9 磯子区 滝頭1-2-1 ７５１－４１６５

196 老健 介護老人保健施設ひとりざわ 9 磯子区 氷取沢町93-1 ７７２－７７２２

197 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市根岸地域ケアプラザ 9 磯子区 馬場町１－４２ ７５１－４８０１

198 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市磯子地域ケアプラザ 9 磯子区 磯子３－１－２２ ７５８－０１８０

199 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市滝頭地域ケアプラザ 9 磯子区 滝頭２－３０－１ ７５０－５１５１

200 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 9 磯子区 森４－１－１７ ７５０－５４１１

201 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市洋光台地域ケアプラザ 9 磯子区 洋光台６－７－１ ８３２－５１９１

202 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市新杉田地域ケアプラザ 9 磯子区 新杉田町８－７ ７７１－３３３２

203 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市上笹下地域ケアプラザ 9 磯子区 氷取沢町60-17 ７６９-０２４０

204 通介 磯風の謡デイサービスセンター 9 磯子区 森５－５－５３ ７５１－３３３３

205 通介 SOMPO横浜滝頭　デイサービス 9 磯子区 滝頭2-20-14安室マンション１F ７５０－５８６１
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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3年4月1日現在）
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No.
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「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障支＝障害者支援施設

所在地

206 通介 デイサービスセンターさくらんぼ杉田 9 磯子区 杉田５－７－７－１０１ ７７０－５６６８

207 通介 デイサービス陽だまり 9 磯子区 磯子2-21-21ヒラソル磯子１階 374-4333

208 通介 デイサービスあーぶれ 9 磯子区 磯子台21-24 776-2802

209 小規模 喜楽里　小規模多機能ホーム 9 磯子区 洋光台６－１－４５ ５２０－６３３３

210 小規模 小規模多機能みなみ杉田 9 磯子区 杉田3-17-12 772-5372

211  親と子 親と子のつどいの広場 「子育てキディ洋光台」 9 磯子区 洋光台3-13-2-109 ８３６－１２２５

212 中途 NPO法人中途障害者地域活動センター ウェーブ磯子 9 磯子区 磯子区九木町23-21 プレステージ磯子101号762-1451

213 特養 特別養護老人ホーム　富岡はまかぜ 10 金沢区 富岡東２－１－６ ７６９－２０１５

214 特養 横浜能見台ホーム 10 金沢区 能見台東２－４ ７９０－６３８１

215 特養 介護老人福祉施設　わかたけ富岡 10 金沢区 富岡東２－１－５ ７７６－１２３０

216 特養 若草ホーム 10 金沢区 平潟町12-1 ７８４－６９００

217 特養 ラスール金沢文庫 10 金沢区 大川2-10 786-8880

218 特養 特別養護老人ホーム金沢美浜ホーム 10 金沢区 釜利谷東4-12－１ 788-1600

219 老健 介護老人保健施設　能見台パートリア 10 金沢区 能見台東１０－１ ７９０－５７３３

220 老健 介護老人福祉施設　ふるさと 10 金沢区 柴町３９１－１０ ７８８－８９１１

221 老健 介護老人保健施設　こもれび 10 金沢区 釜利谷東5-1-30 ７８２－５６１１

222 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市富岡地域ケアプラザ 10 金沢区 富岡西７－１６－１ ７７１－２３０１

223 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 10 金沢区 釜利谷南２－８－１ ７８８－２９０１

224 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市能見台地域ケアプラザ 10 金沢区 能見台東２－１ ７８７－０９９１

225 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市泥亀地域ケアプラザ 10 金沢区 泥亀１－２１－５　いきいきセンター金沢内 ７８２－２９４０

226 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市六浦地域ケアプラザ 10 金沢区 六浦５－２０－２ ７８６－８８０１

227 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市富岡東地域ケアプラザ 10 金沢区 富岡東４－１３－３ ７７６－２０３０

228 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市西金沢地域ケアプラザ 10 金沢区 釜利谷南３－２２－３ ７８８－２２２８

229 ★ ◎ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市並木地域ケアプラザ 10 金沢区 富岡東２－５－３１ ７７５－０７０７

230 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市柳町地域ケアプラザ 10 金沢区 柳町１－４ ７９０－５２２５

231 通介 デイサービスセンター　ＮＯＡH 10 金沢区 柳町３－１６ ７８２－１０３８

232 通介 NPO法人 ワーカーズ・コレクティブあーぶれ 10 金沢区 富岡東1-10-12 ７７６－２８０２

233 通介 洲崎えん 10 金沢区 洲崎町1-5 349-3811

234 通介 宅老所　えん 10 金沢区 洲崎町1-3 370-9031

235 通介 デイサービス　そら 10 金沢区 釜利谷西2-8-14 349-2823

236 通介 一織庵 10 金沢区 町屋町3-10 町屋マンション1F 791-7487

237 通介 デイサービスセンター福寿よこはま金沢 10 金沢区 釜利谷東２－18－33 783-4687

238 通介 ゆあーずデイサービス 10 金沢区 名瀬町187 392-5828

239 通介 クロスハート金沢・横浜（通所介護） 10 金沢区 朝比奈2-54-2 791-7266

240 小規模 小規模多機能型ハウスふくふく釜利谷 10 金沢区 釜利谷南2-4-22　1階 780-3688

241 小規模 小規模多機能型ハウスふくふくふくふく六浦 10 金沢区 六浦南2-15-23 353-5434

242 小規模 小規模多機能型ハウスふくふく能見台 10 金沢区 能見台通8-8　パイネックス能見台駅前ビル3F353-5896

243 小規模 小規模多機能型居宅介護あおぞら 10 金沢区 並木3-6-2 374-5333

244 特定 すいとぴー金沢八景 10 金沢区 瀬戸7-10 ７９１－７０８０

245 クロスハート金沢・横浜（認知症対応型共同生活介護） 10 金沢区 朝比奈2-54-2 791-７２２３

246 　 病院 社会福祉法人恩賜財団 済生会　若草病院 10 金沢区 平潟町12-1 ７８１－８８１３
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          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、
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所在地

247 子育て 金沢区地域子育て支援拠点 「とことこ」 10 金沢区 能見台東5-6　2階 ７８０－３２０５

248 障害 金沢地域活動ホーム　 りんごの森 10 金沢区
能見台東2-4
複合福祉施設・能見台ふれあい館1F

７８４－２７０９

249 障害 NPO法人中途障害者地域活動センター　ライブアップ金沢 10 金沢区 寺前1-14-10 ２６１－２８９１

250 障害 地域活動ホーム　 シーサイド 10 金沢区 富岡東2－5－31 ７７５－３８４１

251 特養 特別養護老人ホーム　港北みどり園 11 港北区 新吉田町６０５１ ５９２－７２０１

252 特養 介護老人福祉施設　新吉田 11 港北区 新吉田町５７２８－１ ５９０－５０５１

253 特養 特別養護老人ホーム　新横浜さわやか苑 11 港北区 大豆戸町５７２－５ ５４４－４１６５

254 特養 介護老人福祉施設　ニューバード 11 港北区 新羽町２５３０－４ ５３４－０１５０

255 特養 特別養護老人ホーム　 新横浜パークサイドホーム 11 港北区 新横浜１－２２－４ ４７１－８６８８

256 特養 特別養護老人ホーム　ひばり 11 港北区 新吉田町６０８８－２７ ５４８－３３１１

257 特養 特別養護老人ホーム　ワゲン新横浜 11 港北区 大豆戸町７２４－４ ５４０－６７７６

258 老健 介護老人保健施設　ウエルケア新吉田 11 港北区 新吉田町６０２８－１ ５９０－３８５５

259 老健 介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 11 港北区 新吉田町３１７０ ５９０－５６６７

260 老健 横浜市総合保険医療センター　しらさぎ苑 11 港北区 鳥山町1735 475-0001

261 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市大豆戸地域ケアプラザ 11 港北区 大豆戸町３１６－１ ４３２－４９１１

262 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市樽町地域ケアプラザ 11 港北区 樽町１－２２－４６ ５３２－２５０１

263 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市下田地域ケアプラザ 11 港北区 下田町４－１－１ ５６３－９０８１

264 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市高田地域ケアプラザ 11 港北区 高田西２－１４－６ ５９４－３６０１

265 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 新吉田地域ケアプラザ 11 港北区 新吉田町６００１－６ ５９２－２１５１

266 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市篠原地域ケアプラザ 11 港北区 篠原東２－１５－２７ ４２３－１２３０

267 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市城郷小机地域ケアプラザ 11 港北区 小机町２４８４－４ ４７８－１１３３

268 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市日吉本町地域ケアプラザ 11 港北区 日吉本町４－１０－A ５６６－０３６０

269 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市新羽地域ケアプラザ・コミュニティハウス 11 港北区 新羽町1240-1 542-7207

270 通介 福祉クラブ生協Dayひよし 11 港北区 日吉5-24-33 ５６２-６５０８

271 通介 福祉クラブ生協Dayにっぱ 11 港北区 新羽町868 642－5642

272 小規模 小規模多機能ホーム　びわの樹 11 港北区 新吉田東8-44-38 ５４１－３７５０

273 特定 すいとぴー新横浜 11 港北区 北新横浜2-3-6 ５４９－０８０８

274 特定 福祉クラブ生協きらり港北 11 港北区 新羽町868 642-5320

275 特定 せらび新横浜 11 港北区 北新横浜2-2-3 533-5331

276 特定 SOMPOケア　ラヴィーレ綱島 11 港北区 新吉田東8-16-33 547-6541

277 短期 ショートステイセンター　すいらん 11 港北区 下田町4-1-2 ５６０－６３５１

278 　 病院 独立行政法人　労働者健康福祉機構 横浜労災病院 11 港北区 小机町3211 ４７４－８１１１

279 特養 特別養護老人ホーム　 フォーシーズンズヴィラこもれび 12 緑区 三保町８８１－２ ９３８－０７７０

280 特養 特別養護老人ホーム　ふじ寿か園 12 緑区 西八朔町７７３－２ ９３１－７１４１

281 特養 特別養護老人ホーム　 横浜ナーシングビレッジ 12 緑区 白山４－７４－３ ５１１－７７８８

282 特養 ビオラ三保 12 緑区 三保町３５０ ９２４－２２２３

283 特養 介護老人福祉施設　北八朔 12 緑区 北八朔町１８１３－１ ９２９－６００１

284 特養 ケアセンターメゾンヴェルト 12 緑区 鴨居７－１９－１ ９３５－６４７１

285 特養 しょうじゅの里三保 12 緑区 三保町１７１－１ ９２１－００１３

286 特養 横浜よさこいホーム 12 緑区 北八朔町１３６８－１ ９３２－４３５１

287 特養 特別養護老人ホームみずほ 12 緑区 長津田町2338-1 986-0063
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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3年4月1日現在）

★ = 受入拠点 （配食・会食サービスのポイントの付与が可能）   ○＝対象拡大施設（通所介護以外に対象になる活動有り）

No.
受入拠点：★
（地域ケアプラ

ザ）

対象拡大
施設：○
（地域ケ
アプラ

施設
区分 　施　設　の　名　称 区

ｺｰﾄﾞ
電話番号

「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障支＝障害者支援施設

所在地

288 老健 葵の園・ヨコハマ 12 緑区 三保町１１８２ ９３０－３７１１

289 老健 横浜セラトピア 12 緑区 北八朔町１３２３ ９３８－５６６０

290 老健 介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 12 緑区 長津田町５７０８ ９２４－２２００

291 老健 フォーシーズンヴィラいろどり 12 緑区 三保町867 ９３８－５２５３

292 老健 介護老人保健施設みどりの杜 12 緑区 西八朔町99-1 929-5000

293 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市十日市場地域ケアプラザ 12 緑区 十日市場町８２５－１ ９８５－６３２１

294 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市中山地域ケアプラザ 12 緑区 中山町４１３－４ ９３５－５６９４

295 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市霧が丘地域ケアプラザ 12 緑区 霧が丘３－２３ ９２０－０６６６

296 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市鴨居地域ケアプラザ 12 緑区 鴨居５－２９－８ ９３０－１１２２

297 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市長津田地域ケアプラザ 12 緑区
長津田町２－１１－２
長津田スカイハイツ１階

９８１－７７５５

298 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市東本郷地域ケアプラザ 12 緑区 東本郷５－５－６ ４７１－０６６１

299 GH グループホーム　おらんち 12 緑区 十日市場町８７４－１２ ９８３－８８６９

300 GH グループホーム　友宝 12 緑区 小山町292-10 ９２９－５１２０

301 GH グループホーム　まっとう 12 緑区 長津田町2365番地 989-2266

302 通介 ミモザ横浜霧が丘 12 緑区 霧が丘5-25-1 ９２４-３８１５

303 小規模 シニアサロンデュランタ 12 緑区
長津田7－15－8
和楽久シニアレジデンス長津田１F

４７９－１８５０

304 特定 フローレンスケア横浜森の台 12 緑区 森の台12-12 ９３１－９２７０

305 特定 フォーシーズンスヴィラそよかぜ 12 緑区 三保町880 ９３８－０１２７

306 病院 医療法人社団　三喜会 横浜新緑総合病院 12 緑区 十日市場町1726-7 ９８４－２４００

307  子育て 緑区地域子育て支援拠点 「いっぽ」 12 緑区 十日市場町817-8 ９８９－５８５０

308  親と子 みどりっこ親子の居場所 「はなまる」 12 緑区 台村町2160-5　第二丸正ビル201 ９３２－９１２２

309 中途 NPO法人中途障害者地域活動センター 緑工房 12 緑区 中山町321-1エクセルWADA1階 ９３３－３２４９

310 障害 障害者地域活動ホーム みどり福祉ホーム 12 緑区 十日市場町808-3 ９８４－７８７８

311 障Ｓ 横浜市つたのは学園 12 緑区 長津田2327番地 ９８３－４３０８

312 特養 特別養護老人ホーム  ビオラ市ヶ尾 13 青葉区 市ヶ尾町２５－６ ３０８－７０８１

313 特養 介護老人福祉施設　わかたけ青葉 13 青葉区 奈良４－６－１ ９６０－０６５１

314 特養 特別養護老人ホーム　ひかり苑 13 青葉区 さつきが丘８－４ ９７１－４６０２

315 特養 特別養護老人ホーム　ピア市ヶ尾 13 青葉区 市ヶ尾町５２２－１０ ９７３－７６０７

316 特養 特別養護老人ホーム　緑の郷 13 青葉区 鉄町２０７５－３ ９０３－８５００

317 特養 たまプラーザ倶楽部 13 青葉区 元石川町３６９７－１ ９０９－５２６１

318 特養 特別養護老人ホーム　ヴェルデの森 13 青葉区 寺家町５４８-２ ９６２－６００６

319 特養 特別養護老人ホーム　創生園青葉 13 青葉区 奈良町881-13 ９６２－２５１５

320 特養 介護老人福祉施設　大樹の郷 13 青葉区 恩田町2282番地 ９６０－３７０１

321 特養 青葉ヒルズ 13 青葉区 鴨志田町1260 ９６１－００８８

322 特定 株式会社木下の介護リアンレーヴ市が尾壱番館 13 青葉区 市ケ尾町1075-9 500-9365

323 特養 特別養護老人ホーム　青葉あさくら苑 13 青葉区 恩田町2994-1 507-4313

324 老健 介護老人保健施設　 横浜シルバープラザ 13 青葉区 鉄町２０７５－５ ９７２－７００１

325 老健 横浜あおばの里 13 青葉区 鉄町１３７５ ９７８－５３１０

326 老健 リハリゾート青葉 13 青葉区 奈良４－６－１３ ９６０－０１９１

327 老健 介護老人保健施設　青葉の丘 13 青葉区 元石川町６５６８ ９０４－２２５５

328 老健 介護老人保健施設　 プラチナ・ヴィラ青葉台 13 青葉区 鴨志田町７５－１ ９６３－００５５
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          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障支＝障害者支援施設

所在地

329 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市美しが丘地域ケアプラザ 13 青葉区 美しが丘４－３２－７ ９０１－６６６５

330 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 13 青葉区 さつきが丘１２－１ ９７２－４７６９

331 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市鴨志田地域ケアプラザ 13 青葉区 鴨志田町５４７－３ ９６１－６９１１

332 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市荏田地域ケアプラザ 13 青葉区 荏田町４９４－７ ９１１－８００１

333 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 13 青葉区 もえぎ野４－２ ９７４－５４０４

334 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市大場地域ケアプラザ 13 青葉区 大場町３８３－３ ９７５－０２００

335 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザ 13 青葉区 市が尾町２５－６ ３０８－７０８１

336 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 奈良地域ケアプラザ 13 青葉区 奈良町１７５７－３ ９６２－８８２１

337 ｹｱﾌﾟﾗ 青葉台地域ケアプラザ 13 青葉区 青葉台2-8-22 ９８８－０２２２

338 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ 13 青葉区
新石川2-1-15
たまプラーザテラスリンクプラザ４F

９１０－５２１１

339 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市恩田地域ケアプラザ 13 青葉区 あかね台２－８ ９８８－２０１０

340 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市すすき野地域ケアプラザ 13 青葉区 すすき野1-8-21 960-0651

341 GH グループホーム　万寿の森 13 青葉区 元石川町４３２３－１ ９０５－１２００

342 GH グループホーム　市が尾ポポロ 13 青葉区 荏田西3-119 ９１０－０３５０

343 通介 万葉のさと　青葉台 13 青葉区 みたけ台21-12 ４８２-３２３１

344 通介 デイセンターつどい奈良北 13 青葉区 奈良町2902番19 960-1722

345 通介 サロンド鹿鳴館 13 青葉区 中山1-7-16 507-9015

346 通介 デイのんな 13 青葉区 中山2-6-1 932-8440

347 特定 ロイヤルレジデンスあざみ野 13 青葉区 あざみ野4-37-6 500-9607

348 老人福祉センター　横浜市ユートピア青葉 13 青葉区 もえぎ野４－２ ９７４－５４００

349 病院 医療法人社団　博慈会 青葉さわい病院 13 青葉区 元石川町4300番地 ９０３－９８４８

350 子育て 青葉区地域子育て支援拠点 「ラフール」 13 青葉区 青葉台1-4　6階 ９８１－３３０６

351 子育て 青葉区地域子育て支援拠点「ラフール」サテライト 13 青葉区 市ヶ尾町1152-25　1階 ９８１－３３０６

352 中途 NPO法人横浜市中途障害者地域活動センター 青葉の風 13 青葉区
市ケ尾町1170番地4
ステイヒルズ1階

９７２－６７５１

353 精神
精神障害者生活支援センター青葉区生活支援センター
ほっとサロン青葉

13 青葉区 荏田西2-14-3ハーモス荏田2階 ９１０－１９８５

354 特養 特別養護老人ホーム　 ハートフルガーデン川和　 14 都筑区 川和町６６０ ９３０－３８８８

355 特養 特別養護老人ホーム　都筑の里 14 都筑区 茅ヶ崎東５－１３－１ ９４９－０６０１

356 特養 特別養護老人ホーム　ハピネス都筑 14 都筑区 牛久保町１８０８－３ ９１４－８８５０

357 特養 介護老人福祉施設　池辺 14 都筑区 池辺町２１９４ ９４９－１８５１

358 特養 特別養護老人ホーム　中川の里 14 都筑区 南山田２－３９－３５ ５９１－２３３３

359 老健 介護老人保健施設　 都筑ハートフルステーション 14 都筑区 大棚町７４－９ ５９５－２６４１

360 老健 横浜茅ヶ崎老人保健施設 14 都筑区 茅ヶ崎東５－８－７ ９４８－１２５０

361 老健 介護老人保健施設　都筑シニアセンター 14 都筑区 東山田町１３５７ ５９５－００２１

362 老健 ソフィア都筑 14 都筑区 中川１－１－１ ９１４－８５５５

363 老健 介護老人保健施設ヒルトップ池辺 14 都筑区 都筑区池辺町2218 941-1110

364 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市加賀原地域ケアプラザ 14 都筑区 加賀原１－２２－３２ ９４４－４６４０

365 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市中川地域ケアプラザ 14 都筑区
中川１－１－１
ふれあい中川１階

５００－９３２１

366 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市葛が谷地域ケアプラザ 14 都筑区 葛が谷１６－３ ９４３－５９５１

367 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市新栄地域ケアプラザ 14 都筑区 新栄町１９－１９ ５９２－５２５５

368 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 東山田地域ケアプラザ 14 都筑区 東山田町２７０ ５９２－５９７５

369 グループホーム泉の郷川和 14 都筑区 川和町2309 ９４９－１３１６
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          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障支＝障害者支援施設

所在地

370 あかつきデイサービス横浜北 14 都筑区 折本町1189 ５３２－１１１２

371 特定 サニーステージ中山 14 都筑区 佐江戸町1784-2 930-3232

372 中途 中途障害者地域活動センター 都筑むつみ会 14 都筑区 仲町台1-7-18ビュロー仲町台204 ９４４－４９９７

373 障害 つづき地域活動ホーム くさぶえ 14 都筑区 牛久保東1-33-1 ５９０－５７７８

374 　 小規模 すいせん 14 都筑区
加賀原1-23-28
ヴェルディーラ1階

507-8311

375 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

376 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

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

378 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

379 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

380 特養 特別養護老人ホーム　恒春の丘 15 戸塚区 舞岡町３０４８－５ ８２５－８０１１

381 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

382 特養 来夢の里 15 戸塚区 汲沢町２９５ ８６９－０１７１

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

384 特定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

385 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

386 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

387 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

388 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

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

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

391 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

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

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

394 ★ 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

395 ★ ○ 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

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

397 ★ ○ 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

398 ★ ○ 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

399 ★ ○ 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

400 ★ 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

401 ★ ○ 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

402 ★ ○ 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

403 ★ ○ 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

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

405 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

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

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

408 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

409 通介 還る家ともに 15 戸塚区 矢部町125 ４１０－７３０７

410 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
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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3年4月1日現在）

★ = 受入拠点 （配食・会食サービスのポイントの付与が可能）   ○＝対象拡大施設（通所介護以外に対象になる活動有り）

No.
受入拠点：★
（地域ケアプラ

ザ）

対象拡大
施設：○
（地域ケ
アプラ

施設
区分 　施　設　の　名　称 区

ｺｰﾄﾞ
電話番号

「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障支＝障害者支援施設

所在地

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

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

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

414 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

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

416 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

417 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

418 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

419 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

420 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

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

422 特定 戸塚共立ゆかりの里 15 戸塚区 戸塚町157-3 285-1165

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

424 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

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

426 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

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

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

429 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

430 老人福祉センター　横浜市戸塚柏桜荘 15 戸塚区 戸塚町２３０４－５ ８６５－３２８１

431 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

432 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

433 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

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

435 特養 特別養護老人ホーム　ライフコートさかえ 16 栄区 公田町１０６１－１９ ８９０－５０６６

436 特養 特別養護老人ホーム　 クロスハート野七里・栄 16 栄区 野七里１－２－３１ ８９７－３４５６

437 特養 特別養護老人ホーム　 陽のあたる丘ＭＩＳＯＮＯ 16 栄区 鍛冶ケ谷２－４０－１ ８９２－１４２３

438 特養 田谷の里 16 栄区 田谷町１３６４－２ ８５２－００１２

439 特養 特別養護老人ホーム　上郷苑 16 栄区 野七里１－３６－１ ８９１－６０６６

440 特養 クロスハート栄・横浜（特別養護老人ホーム） 16 栄区 公田町1020-5 896-1243

441 老健 湘南ｸﾞﾘｰﾝ介護老人保健施設　上郷 16 栄区 上郷町１０４５－１ ８９０－６１０６

442 老健 介護老人保健施設　ケアポート・田谷 16 栄区 田谷町２０３０－３ ８５８－５８８２

443 老健 リハビリポート横浜 16 栄区 公田町1050-2 ８９７－４５８０

444 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市桂台地域ケアプラザ 16 栄区 桂台中４－５ ８９７－１１１１

445 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市小菅ヶ谷地域ケアプラザ 16 栄区 小菅ヶ谷３－３２－１２ ８９６－０４７１

446 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市豊田地域ケアプラザ 16 栄区 飯島町１３６８－１０ ８６４－５１４４

447 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市笠間地域ケアプラザ 16 栄区 笠間１－１－１ ルリエ大船内 ８９０－０８００

448 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市中野地域ケアプラザ 16 栄区 中野町４００－２ ８９６－０７１１

449 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市野七里地域ケアプラザ 16 栄区 野七里１－２－３１ ８９０－５３３１

450 GH のぞみの家　上郷 16 栄区 上郷町９７２－５ ３０６－５５１２

451 GH グループホームひかり　横浜本郷台 16 栄区 栄区飯島町2310 894-8869
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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3年4月1日現在）

★ = 受入拠点 （配食・会食サービスのポイントの付与が可能）   ○＝対象拡大施設（通所介護以外に対象になる活動有り）

No.
受入拠点：★
（地域ケアプラ

ザ）

対象拡大
施設：○
（地域ケ
アプラ

施設
区分 　施　設　の　名　称 区

ｺｰﾄﾞ
電話番号

「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障支＝障害者支援施設

所在地

452 GH グループホームみなみ栄 16 栄区 上之町18-8 898-0373

453 GH クロスハート田谷・栄 16 栄区 田谷町1249 858-3330

454 通介 福祉クラブ生協Dayいのやま 16 栄区 犬山町５３－１８ ８９４－０８４３

455 通介 DayさーびすMISONO　かまくらみち 16 栄区 鍛冶ヶ谷1-3-27 ４４３－９７７０

456 通介 クロスハート栄・横浜（通所介護） 16 栄区 公田町1020-5 896-1243

457 小規模 小規模多機能事業所　「晴」 16 栄区 上郷町84‐9　杜のさぽーと館1階 ８９６－０６６８

458 特定 アミーユレジデンス戸塚南 16 栄区 長沼町737 ８７０-４３１０

459 特定 介護付有料老人ホームグランレーヴ本郷台 16 栄区 小菅ヶ谷4-12-11 443-9101

460 中途 中途障害者地域活動センター　 わ〜くくらぶ・さかえ 16 栄区 中野町31-1 ８９２－５５３６

461 障害 地域活動ホーム 径(みち) 16 栄区 桂台中4番5号 ８９７－１１０１

462 特養 特別養護老人ホーム　相生荘 17 泉区 新橋町１８０５番地 ８１３－３１３１

463 特養 特別養護老人ホーム　希望苑 17 泉区 池の谷３９０１－１ ８１２－８１８１

464 特養 横浜市新橋ホーム 17 泉区 新橋町３ ８１１－０６９２

465 特養 特別養護老人ホーム　けいあいの郷緑園 17 泉区 岡津町２９２６－１ ８１５－１６７０

466 特養 特別養護老人ホーム　恒春ノ郷 17 泉区 西が岡１－３０－１ ８１３－０００８

467 特養 特別養護老人ホーム　 グリーンヒル泉・横浜 17 泉区 和泉町２３１２ ８０６－５９００

468 特養 特別養護老人ホーム　天王森の郷 17 泉区 和泉町７３３ ８０４－３３１１

469 特養 特別養護老人ホーム　めぐみ 17 泉区 中田町３４３０－６ ８００－４１６５

470 特養 緑園都市睦愛園 17 泉区 岡津町３２１７－１ ８１５－１５７０

471 特養 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 17 泉区 上飯田町４６３１ ３０４－２４２１

472 特養 白寿荘 17 泉区 和泉町６１８１ ８０３－６４５７

473 特養 特別養護老人ホーム　横浜敬寿園 17 泉区 和泉町５０１９－１ ８００－３１８０

474 特養 介護老人福祉施設　ヴィラ泉 17 泉区 上飯田町4495 ３０１－２９００

475 特養 特別養護老人ホーム　ウェルフェアリビング 17 泉区 和泉町３１７０－１ ８０６－１１６６

476 特養 特別養護老人ホーム泉の郷 17 泉区 上飯田町2083-1 ８００－１８００

477 老健  横浜いずみ介護老人保健施設 17 泉区 上飯田町３８７３－１ ８０１－７２９１

478 老健 介護老人保健施設　きらら 17 泉区 中田町３４６２－４ ８０５－６８６１

479 老健 介護老人保健施設 エスポワール和泉 17 泉区 和泉町２６０４-1 ８０５－６７１１

480 老健 介護老人保健施設　ゆめが丘 17 泉区 和泉町１２０２ ８００－１７１７

481 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市上飯田地域ケアプラザ　 17 泉区 上飯田町１３３８－１ ８０２－８２００

482 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 17 泉区 和泉町４７３２－１ ８０５－１７００

483 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市下和泉地域ケアプラザ 17 泉区 和泉町１９２９－６ ８０２－９９２０

484 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市踊場地域ケアプラザ 17 泉区 中田東１－４－６ ８０１－２９２０

485 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市新橋地域ケアプラザ 17 泉区 新橋町３３－１ ８１３－３８７７

486 ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市いずみ野地域ケアプラザ 17 泉区
和泉町6214-1
相鉄いずみ野駅北口ビル２階

800-0322

487 ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市岡津地域ケアプラザ 17 泉区 岡津町1228-3 812-0685

488 GH いっしん館いずみ 17 泉区 和泉町1953-2 ８０６－１２１８

489 GH グループホーム　いきいきの家　泉 17 泉区 上飯田町3805-6 ８０６－２３５１

490 GH グループホーム　清風荘 17 泉区 上飯田町262 805－6514

491 GH グループホーム　泉の郷 17 泉区 上飯田町1221 800-6171

492 GH グループホーム　泉の郷上飯田 17 泉区 上飯田町1260 800-3836
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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3年4月1日現在）

★ = 受入拠点 （配食・会食サービスのポイントの付与が可能）   ○＝対象拡大施設（通所介護以外に対象になる活動有り）

No.
受入拠点：★
（地域ケアプラ

ザ）

対象拡大
施設：○
（地域ケ
アプラ

施設
区分 　施　設　の　名　称 区

ｺｰﾄﾞ
電話番号

「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障支＝障害者支援施設

所在地

493 通介 中田診療所ディサービス 17 泉区 中田東３－３－２７ ８０４－７６４３

494 通介 通所介護たすけあい泉「にじ」 17 泉区 中田南４－２６－１０ ８０１－７３２６

495 通介 風の生活館　デイサービス 17 泉区 和泉町５９３２－３ ８００－５５５５

496 通介 労協横浜泉地域福祉事業所　ここち 17 泉区 中田南5-37-18　ﾕｰｺｰﾊｲﾂ1階 ８０３－５５５５

497 小規模 小規模多機能事業所　だんだん 17 泉区 弥生台27-2 ３９２－７４７４

498 特定 レストヴィラ弥生台 17 泉区 新橋町1044-1 ８１１－２２３１

499 短期 花の生活館 17 泉区 緑園４－６－１ ８１３－１１１１

500 その他 看護小規模多機能型介護事業所フルール 17 泉区 中田南２－11－40 443-5413

501 　 病院 社会福祉法人 親善福祉協会 国際親善総合病院 17 泉区 西が岡１－２８－１ 813-0221

502 中途 NPO法人横浜市中途障害者地域活動センター 元気かい泉17 泉区 和泉町3857-9安西ビル2階 ８０１－７６１１

503 障支 横浜市松風学園 17 泉区 上飯田町1987番地 ８０２－４９６３

504 特養 介護老人福祉施設　ひだまり館 18 瀬谷区 二ツ橋２８３－１ ３６４－２２２７

505 特養 特別養護老人ホーム　ゆうあいの郷 18 瀬谷区 宮沢３－２５－１ ３０３－８０８０

506 特養 特別養護老人ホーム　みなみの苑 18 瀬谷区 阿久和南３－２８－３ ３６４－０３７３

507 特養 愛成苑 18 瀬谷区 瀬谷町4131-16 ３００－０８８１

508 特養 特別養護老人ホームファミリーイン瀬谷 18 瀬谷区 中屋敷3-11-1 ３０４－１１８１

509 老健 介護老人保健施設　ハートフル瀬谷 18 瀬谷区 中屋敷２－２－１ ３００－５０６５

510 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 18 瀬谷区 中屋敷２－１８－６ ３０３－８１００

511 ★ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 18 瀬谷区 下瀬谷２－４４－６ ３０４－１２９１

512 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市阿久和地域ケアプラザ 18 瀬谷区 阿久和南２－９－２ ３６５－９８９２

513 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 18 瀬谷区 二ツ橋町８３－４ ３６１－９８０７

514 ★ ○ ｹｱﾌﾟﾗ 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ 18 瀬谷区 二ツ橋町４６９ ３６０－７８５５

515 GH いっしん館瀬谷 18 瀬谷区 本郷3-49-1 ３０６－１６３５

516 通介 ファミリーイン瀬谷　ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ 18 瀬谷区 中屋敷3-11-1 ３０４-１１１４

517 通介 リハビリストホーム瀬谷 18 瀬谷区 二ツ橋町318-5 360-1040

518 小規模 咲くや愛成 18 瀬谷区 相沢7-13 ７４４－７３３３

519 特定 すいとぴー三ツ境 18 瀬谷区 瀬谷１－２３－４ ３００－０８００

520 特定 介護付有料老人ホーム 　カーサプラチナ三ツ境 18 瀬谷区 三ツ境80-1 ３６０－１５５５

521 特定 サンライズ・ヴィラ瀬谷 18 瀬谷区 相沢7-9-2 ３０６－１６７１

522 その他 軽費老人ホーム　睦荘 18 瀬谷区 阿久和東３－５５－１ ３６２－１７７９

523 中途
NPO法人横浜市中途障害者地域活動センター
ワンステップ瀬谷

18 瀬谷区 二ツ橋町295-35 ３６０－１４０８

524 精神 瀬谷区生活支援センター 18 瀬谷区
二ツ橋町４６９
せやまる・ふれあい館２階

３６３－８９００
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