
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
ザ）

施設
区分 　施　設　の　名　称

区
ｺｰﾄﾞ

電話番号

1 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

2 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

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

4 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

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

6 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

7 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

8 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

9 ★ ○ 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

10 ○ 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

11 ★ ○ 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

12 ★ 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

13 ★ 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

14 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

15 ○ 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

16 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

17 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

18 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

19 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

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

21 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

22 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

23  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

24 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

25 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

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

27 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

28 特養 若草ホーム 10 金沢区 平潟町12-1 ７８４－６９００

29 特養 ラスール金沢文庫 10 金沢区 大川2-10 786-8880

30 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

31 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

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

33 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

34 ★ ○ 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

「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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35 ★ ○ 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

36 ★ ○ 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

37 ★ ○ 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

38 ★ 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

39 ★ ○ 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

40 ★ ○ 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

41 ★ ◎ 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

42 ★ 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

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

44 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

45 通介 洲崎えん 10 金沢区 洲崎町1-5 349-3811

46 通介 宅老所　えん 10 金沢区 洲崎町1-3 370-9031

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

48 通介 一織庵 10 金沢区
町屋町3-10
町屋マンション1F

791-7487

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

50 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

51 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

52 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

53 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3F

353-5896

54 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

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

56 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

57 　 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

58 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

59 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

60 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

61 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
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