
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　松みどりホーム 15 戸塚区 原宿２－５６－３ ８５１－８０８７

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 特養 来夢の里 15 戸塚区 汲沢町２９５ ８６９－０１７１

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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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

15 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

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

17 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

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

19 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

20 ★ 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

21 ★ ○ 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

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

23 ★ ○ 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

24 ★ ○ 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

25 ★ ○ 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

26 ★ 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

27 ★ ○ 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

28 ★ ○ 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

29 ★ ○ 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

30 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

31 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

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

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

34 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

「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 通介 還る家ともに 15 戸塚区 矢部町125 ４１０－７３０７

36 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

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

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

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

40 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

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

42 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

43 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

44 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

45 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

46 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

47 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

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

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

50 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

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

52 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

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

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

55 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

56 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

57 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

58 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

59 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

60 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
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