
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４年４月１日現在）

★ポイント引換券は、地域ケアプラザでポイントに引き換えることができます。

No.
施設
区分

施設名称 電話番号
（市外局番045）

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

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

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

4 特養 グリンサイド清盛 旭区 万騎が原4 362-3355

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

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

7 特養 特別養護老人ホーム　椿寿 旭区 上白根町792-4 958-1088

8 特養 かわいの家 旭区 川井宿町69-1 954-4500

9 特養 サニーヒル横浜 旭区 上川井町426 920-0320

10 特養 シャローム横浜 旭区 上川井町1988 922-7333

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

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

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

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

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

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

17 老健 介護老人保健施設　ハートケア左近山 旭区 市沢町971-1 355-5033

18 老健 老健　リハビリよこはま 旭区 金が谷614-3 369-7711

19 老健 けいあいの郷　今宿 旭区 今宿東町525-2 955-5050

20 老健 介護老人保健使施設　希望の森 旭区 上川井町2968-2 922-1717

21 老健 介護老人保健施設　グリーンリーブス赤枝 旭区 上川井町2694-7 921-1103

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

23 ケアプラ 横浜市今宿地域ケアプラザ 旭区 今宿町2647-2 392-0309

24 ケアプラ 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ 旭区 南希望が丘72-3 360-5095

25 ケアプラ 横浜市左近山地域ケアプラザ 旭区 左近山1186-2 353-1121

26 ケアプラ 万騎が原地域ケアプラザ 旭区 万騎が原4 362-3354

27 ケアプラ 横浜市上白根地域ケアプラザ 旭区 上白根町112 951-3966

28 ケアプラ 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ 旭区 鶴ヶ峰1-38-3 382-6070

29 ケアプラ 横浜市若葉台地域ケアプラザ 旭区 若葉台4-16-1 923-8831

30 ケアプラ 横浜市川井地域ケアプラザ 旭区 川井本町57-8 955-1111

31 ケアプラ 横浜市今宿西地域ケアプラザ 旭区 今宿西町410-1 958-1251

32 ケアプラ 横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ 旭区 上白根町807-2 953-6890

33 ケアプラ 横浜市白根地域ケアプラザ 旭区 白根2-3-18　パール横浜ビル2F 958-2571

34 ケアプラ 横浜市笹野台地域ケアプラザ 旭区 笹野台2-32-1 367-2330

35 ケアプラ 横浜市二俣川地域ケアプラザ 旭区 二俣川2-50-14　6F 361-1776

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

施設所在地

 1 特養：特別養護老人ホーム  2 老健：介護老人保健施設  3 ケアプラ：地域ケアプラザ  4 ＧＨ：グループホーム

 5 通介：デイサービス  6 通リハ：デイケア  7 小規模：小規模多機能型居宅介護  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：その他高齢者施設 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

「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。

19 障施：障害者支援施設・障害児入所施設
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37 GH シャロームミルトスの木 旭区 上白根町132-3 954-5960

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

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

40 通介 ほほえみ倶楽部 旭区 今宿西373-6 744-5708

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

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

43 小規模 小規模多機能型居宅介護事業所アルメリア 旭区 金が谷2-28-19 959-6650

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

45 病院 横浜ほうゆう病院 旭区 金が谷644-1 360-8787

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

47 障害 地域活動ホーム　連 旭区 柏町59-2 360-9778

48 障害 社会福祉法人十愛療育会　横浜療育医療センター 旭区 市沢町557-2 352-6551

2


