
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　芙蓉苑 港南区 下永谷4-21-10 822-5911

2 特養 特別養護老人ホーム　野庭苑 港南区 日野南5-56-2 892-8881

3 特養 すずかけの郷 港南区 野庭町1688 848-1165

4 特養 パラダイム港南 港南区 下永谷3-10-7 824-7333

5 特養 特別養護老人ホーム　サンバレー 港南区 下永谷4-24-1 828-3781

6 特養 特別養護老人ホームひまわり港南台 港南区 日野南3-7-10 830-3710

7 特養 特別養護老人ホーム日野サザンポート 港南区 日野6-13-1 370-7600

8 老健 介護老人保健施設　港南あおぞら 港南区 野庭町2187-1 844-6661

9 老健 介護老人保健施設　すこやか 港南区 下永谷5-81-18 821-6600

10 老健 オアシス 港南区 野庭町146-1 844-7717

11 ケアプラ 横浜市野庭地域ケアプラザ 港南区 野庭町612 848-0111

12 ケアプラ 横浜市港南中央地域ケアプラザ 港南区 港南4-2-7 845-4100

13 ケアプラ 横浜市東永谷地域ケアプラザ 港南区 東永谷1-1-12 826-1264

14 ケアプラ 横浜市下永谷地域ケアプラザ 港南区 下永谷3-33-5 826-2640

15 ケアプラ 横浜市港南台地域ケアプラザ 港南区 港南台3-3-1 834-3141

16 ケアプラ 横浜市日野南地域ケアﾌﾟﾗｻﾞ 港南区 日野南3-1-11 836-1801

17 ケアプラ 横浜市芹が谷地域ケアプラザ 港南区 芹が谷2-16-12 828-5181

18 ケアプラ 横浜市日下地域ケアプラザ 港南区 笹下3-11-1 843-3555

19 ケアプラ 横浜市日限山地域ケアプラザ 港南区 日限山1-66-55 827-1870

20 GH クロスハート港南・横浜（認知症対応型共同生活介護） 港南区 東永谷1-37-5 823-4810

21 GH ヒューマンライフケア下永谷グループホーム 港南区 下永谷2-34-14 820-4165

22 通介 デイサービス　プラチナ倶楽部 港南区 港南台6-9-25 830-0022

23 通介 デイサービス　フローレンスケア港南台 港南区 港南台6-5-13 832-2000

24 通介 プチハウス 港南区 下永谷6-8-4 392-7934

25 通介 かがやきデイサービス芹が谷 港南区 芹が谷5-57-10 825-0152

26 小規模 小規模多機能　プラチナ倶楽部 港南区 港南台6-9-25 830-0022

27 小規模 ヒューマンライフケア下永谷の宿 港南区 下永谷2-34-14 823-4123

28 特定 介護付き有料老人ホームハートウォーム港南台 港南区 港南台7-34-7 836-2626

29 特定 ニチイケアセンター港南台 港南区 港南台4-27-3 836-3501

30 養護 養護老人ホーム野庭風の丘 港南区 野庭町631番地 848-1050

31 その他 看護小規模多機能型居宅介護ケアピリカ横浜港南 港南区 下永谷6-7-23 392-7231

32 その他 クロスハート港南・横浜（看護小規模多機能型居宅介護） 港南区 東永谷1-37-4 823-4810

33 病院 横浜市南部病院 港南区 港南台3-2-10 832-1111

34 障害 障害者地域活動ﾎｰﾑ　港南福祉ﾎｰﾑ 港南区 港南台7-25-22 832-9337

35 精神 港南区生活支援センター 港南区 港南4-2-7　3F 842-6300

36 障S 港南福祉ホーム第２ひまわり 港南区 港南台4-26-6 834-3833

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 障施 横浜医療福祉センター港南 港南区 港南台4-6-20 830-5757

38 特養 特別養護老人ホーム　ライフコートさかえ 栄区 公田町1061-19 890-5066

39 特養 特別養護老人ホーム　クロスハート野七里・栄 栄区 野七里1-2-31 897-3456

40 特養 特別養護老人ホーム　陽のあたる丘ＭＩＳＯＮＯ 栄区 鍛冶ケ谷2-40-1 892-1423

41 特養 特別養護老人ホーム　田谷の里 栄区 田谷町1364-2 852-0012

42 特養 特別養護老人ホーム　上郷苑 栄区 野七里1-36-1 891-6066

43 特養 クロスハート栄・横浜（特別養護老人ホーム） 栄区 公田町1020-5 896-1243

44 老健 湘南グリーン介護老人保健施設上郷 栄区 上郷町11 890-6106

45 老健 介護老人保健施設　ケアポート・田谷 栄区 田谷町2030-3 858-5882

46 老健 リハビリポート横浜 栄区 公田町1050-2 897-4580

47 老健 介護老人保健施設　リハビリポート横浜さかえ 栄区 公田町1050-2 897-4580

48 ケアプラ 横浜市桂台地域ケアプラザ 栄区 桂台中4-5 897-1111

49 ケアプラ 横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ 栄区 小菅ケ谷3-32-12 896-0471

50 ケアプラ 横浜市豊田地域ケアプラザ 栄区 飯島町1368-10 864-5144

51 ケアプラ 横浜市笠間地域ケアプラザ 栄区 笠間1-1-1 890-0800

52 ケアプラ 横浜市中野地域ケアプラザ 栄区 中野町400-2 896-0711

53 ケアプラ 横浜市野七里地域ケアプラザ 栄区 野七里1-2-31 890-5331

54 GH グループホームひかり　横浜本郷台 栄区 飯島町2310 894-8869

55 GH グループホームみなみ栄 栄区 上之町18-8 898-0373

56 GH クロスハート田谷・栄（認知症対応型共同生活介護） 栄区 田谷町1249 858-3330

57 通介 福祉クラブ生協Dayいのやま 栄区 犬山町53-18

58 通介 DayサービスMISONO かまくらみち 栄区 鍛冶ケ谷1-3-27 443-9770

59 通介 クロスハート栄・横浜（通所介護） 栄区 公田町1020-5 896-1243

60 小規模 小規模多機能事業所「晴」 栄区 上郷町84-9　杜のさぽーと館1階 896-0668

61 特定 そんぽの家　戸塚南 栄区 長沼町737 870-4310

62 特定 介護付有料老人ホームグランレーヴ本郷台 栄区 小菅ケ谷4-12-11 443-9101

63 中途 わ～くくらぶ・さかえ 栄区 中野町31-1 892-5536

64 障害 地域活動ホーム　径 栄区 桂台中4-5 897-1101
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