
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  ビオラ市ヶ尾 13 青葉区 市ヶ尾町２５－６ ３０８－７０８１

2 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

3 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

4 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

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

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

7 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

8 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

9 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

10 特養 青葉ヒルズ 13 青葉区 鴨志田町1260 ９６１－００８８

11 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

12 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

13 老健 横浜あおばの里 13 青葉区 鉄町１３７５ ９７８－５３１０

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

15 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

16 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

17 ★ ○ 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

18 ★ ○ 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

19 ★ ○ 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

20 ★ ○ 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

21 ★ ○ 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

22 ★ ○ 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

23 ★ ○ 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

24 ★ ○ 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

25 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

26 ○ 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

27 ○ 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

28 ○ 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

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

30 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

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

32 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

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

34 通介 デイのんな 13 青葉区 中山2-6-1 932-8440

「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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          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 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

36 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

37 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

38 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

39 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

40 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

41 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
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