
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 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

21 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

22 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

23 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

24 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

25 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

26 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

27 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

28 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

29 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

30 ★ ○ 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

31 ★ 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

32 ★ 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

33 ★ 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

34 ○ 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

「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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「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

35 ★ ○ 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

36 ★ ○ 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

37 ★ ○ 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

38 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

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

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

41 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

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

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

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

45 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

46 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

47 　 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

48 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

49 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

50 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

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

52 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

53 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

54 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

55 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

56 老健 ソフィア都筑 14 都筑区 中川１－１－１ ９１４－８５５５

57 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

58 ★ ○ 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

59 ★ ○ 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

60 ★ ○ 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

61 ★ 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

62 ★ ○ 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

63 グループホーム泉の郷川和 14 都筑区 川和町2309 ９４９－１３１６

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

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

66 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

67 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

68 　 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
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