
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　たきがしら芭蕉苑 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 磯子区 中原3-6-10 776-3500

3 特養 特養　磯子自然村 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 磯子区 滝頭2-29-1 750-5585

5 老健 介護老人保健施設　ほのぼの 磯子区 氷取沢町50 776-3223

6 老健 介護老人保健施設　コスモス 磯子区 滝頭1-2-1 751-4165

7 老健 介護老人保健施設　ひとりざわ 磯子区 氷取沢町93-1 772-7722

8 ケアプラ 横浜市根岸地域ケアプラザ 磯子区 馬場町1-42 751-4801

9 ケアプラ 横浜市磯子地域ケアプラザ 磯子区 磯子3-1-22 758-0180

10 ケアプラ 横浜市滝頭地域ケアプラザ 磯子区 滝頭2-30-1 750-5151

11 ケアプラ 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ 磯子区 森4-1-17 750-5411

12 ケアプラ 横浜市洋光台地域ケアプラザ 磯子区 洋光台6-7-1 832-5191

13 ケアプラ 横浜市新杉田地域ケアプラザ 磯子区 新杉田町8-7 771-3332

14 ケアプラ 横浜市上笹下地域ケアプラザ 磯子区 氷取沢町60-17 769-0240

15 通介 磯風の謡デイサービスセンター 磯子区 森5-5-53 751-3333

16 通介 SOMPOケア横浜滝頭　 磯子区 滝頭2-20-14　1F 750-5861

17 通介 デイサービスセンターさくらんぼ杉田 磯子区 杉田5-7-7-101 770-5668

18 通介 デイサービス陽だまり 磯子区 磯子2-21-21 374-4333

19 通介 あーぶれ磯子 磯子区 磯子台21-24 776-2802

20 小規模 小規模多機能みなみ杉田 磯子区 杉田3-17-12 772-5372

21 子育て 親子ひろば子育てキディ洋光台 磯子区 洋光台3-13-2-109 836-1225

22 中途 中途障害者地域活動センターウェーブ磯子 磯子区 久木町23-21-101 762-1451

23 特養 特別養護老人ホーム　富岡はまかぜ 金沢区 富岡東2-1-6 769-2015

24 特養 介護老人福祉施設　わかたけ富岡 金沢区 富岡東2-1-5 776-1230

25 特養 若草ホーム 金沢区 平潟町12-1 784-6900

26 特養 特別養護老人ホームラスール金沢文庫 金沢区 大川2-10 786-8880

27 特養 特別養護老人ホーム金沢美浜ホーム 金沢区 釜利谷東四丁目12-1 788-1600

28 老健 介護老人保健施設　能見台パートリア 金沢区 能見台東10-1 790-5733

29 老健 介護老人保健施設　ふるさと 金沢区 柴町391-10 788-8911

30 老健 介護老人保健施設　こもれび 金沢区 釜利谷東5-1-30 782-5611

31 ケアプラ 横浜市富岡地域ケアプラザ 金沢区 富岡西7-16-1 771-2301

32 ケアプラ 横浜市釜利谷地域ケアプラザ 金沢区 釜利谷南2-8-1 788-2901

33 ケアプラ 横浜市能見台地域ケアプラザ 金沢区 能見台東2-1 787-0991

34 ケアプラ 横浜市泥亀地域ケアプラザ 金沢区 泥亀1-21-5　いきいきセンター金沢内 782-2940

35 ケアプラ 横浜市六浦地域ケアプラザ 金沢区 六浦5-20-2 786-8801

36 ケアプラ 横浜市富岡東地域ケアプラザ 金沢区 富岡東4-13-3 776-2030

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 ケアプラ 横浜市西金沢地域ケアプラザ 金沢区 釜利谷南3-22-3 788-2228

38 ケアプラ 横浜市並木地域ケアプラザ 金沢区 富岡東2-5-31 775-0707

39 ケアプラ 横浜市柳町地域ケアプラザ 金沢区 柳町1-4 790-5225

40 GH クロスハート金沢・横浜（認知症対応型共同生活介護） 金沢区 朝比奈2-54-2 791-7223

41 通介 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ　ＮＯＡＨ 金沢区 柳町3-16 782-1038

42 通介 ＮＰＯ法人ワーカーズ･コレクティブあーぶれ 金沢区 富岡東1-10-12 776-2802

43 通介 洲崎えん 金沢区 洲崎町1-5 349-3811

44 通介 宅老所えん 金沢区 洲崎町1-3 370-9031

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

46 通介 一織庵金沢文庫 金沢区 町屋町3-10　町屋マンション1F 791-7487

47 通介 デイサービスセンター福寿よこはま金沢 金沢区 釜利谷東2-18-33 783-4687

48 通介 クロスハート金沢・横浜（通所介護） 金沢区 朝比奈2-54-2 791-7266

49 小規模 小規模多機能型ハウスふくふく釜利谷 金沢区 釜利谷南2-4-22　白山ハイツ1階 780-3688

50 小規模 小規模多機能型ハウスふくふく六浦 金沢区 六浦南2-15-23 353-5434

51 小規模 小規模多機能型居宅介護ふくふく能見台 金沢区 能見台通8-8　パイネックス能見台駅前ビル3階 353-5896

52 小規模 小規模多機能型居宅介護あおぞら 金沢区 並木3-6-2 374-5333

53 特定 すいとぴー金沢八景 金沢区 瀬戸7-10 791-7080

54 病院 若草病院 金沢区 平潟町12-1 781-8813

55 子育て 金沢区地域子育て支援拠点「とことこ」 金沢区 能見台東5-6　2F 780-3205

56 親と子 ふくふく寺前 金沢区 寺前2-5-38 787-4652

57 中途 地域活動ホームシーサイド 金沢区 富岡東2-5-31 775-3841

58 障害 金沢地域活動ホーム　りんごの森 金沢区 能見台東2-4　能見台ふれあい館1F 784-2709

59 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 金沢区 寺前1-14-10 261-2891
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