
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 ハマノ愛生園 西区 浅間台6 311-3720

2 特養 パークサイド岡野ホーム 西区 岡野2-15-6 311-2360

3 特養 特別養護老人ホーム　戸部ハマノ愛生園 西区 戸部本町50-33 317-8100

4 老健 介護老人保健施設　ハートケア横浜 西区 高島1-4-18 440-0722

5 ケアプラ 横浜市藤棚地域ケアプラザ 西区 藤棚町2-198 253-0661

6 ケアプラ 浅間台地域ケアプラザ 西区 浅間台6 311-7200

7 ケアプラ 横浜市戸部本町地域ケアプラザ 西区 戸部本町50-33 321-3200

8 ケアプラ 横浜市宮崎地域ケアプラザ 西区 宮崎町2 261-6095

9 通介 老人福祉ｾﾝﾀｰ　横浜市野毛山荘 西区 老松町26-1 261-1290

10 通介 デイサービスセンター　なごやか西横浜 西区 浅間町16-9-1F 317-4041

11 通介 デイサービスセンター　なごやか西横浜第二 西区 久保町3-1 260-5180

12 特定 カーサプラチナみなとみらい 西区 花咲町6-143 315-3315

13 親と子 「ぐらんまのいえ」・「ばぁばの家あさだ」 西区 境之谷30-6 311-0233

14 特養 特別養護老人ホーム　本牧ホーム 中区 本牧原6-2 628-2081

15 特養 特別養護老人ホーム　新山下ホーム 中区 新山下3-15-5 625-1916

16 ケアプラ 横浜市蓑沢地域ケアプラザ 中区 蓑沢13-204 663-6960

17 ケアプラ 横浜市不老町地域ケアプラザ 中区 不老町3-15-2 662-0161

18 ケアプラ 横浜市麦田地域ケアプラザ 中区 麦田町1-26-2 664-6023

19 ケアプラ 横浜市新山下地域ケアプラザ 中区 新山下3-15-5 625-1911

20 ケアプラ 横浜市本牧和田地域ケアプラザ 中区 本牧和田35-13 622-1211

21 ケアプラ 横浜市本牧原地域ケアプラザ 中区 本牧原6-1 623-0971

22 GH バナナ園横浜山手 中区 鷺山88 264-9634

23 子育て 中区地域子育て支援拠点のんびりんこ 中区 住吉町1-12-1　3F 663-9715

24 障施 横浜訓盲院 中区 竹之丸181 641-3939

25 特養 特別養護老人ホーム　白朋苑 南区 大岡5-13-15 742-0625

26 特養 特別養護老人ホーム　南永田桜樹の森 南区 永田南1-2-37 711-2200

27 特養 特別養護老人ホーム　横浜市天神ホーム 南区 浦舟町3-46　浦舟複合福祉施設4F 251-5906

28 特養 特別養護老人ホーム　香樹の里 南区 六ッ川4-1234-45 820-4123

29 特養 介護老人福祉施設　横浜市浦舟ホーム 南区 浦舟町3-46 264-1150

30 特養 南太田ホーム 南区 南太田2-11-4 250-6771

31 老健 介護老人保健施設　レストア横浜 南区 六ツ川3-5-1 713-0111

32 ケアプラ 横浜市清水ケ丘地域ケアプラザ 南区 清水ケ丘49 253-0071

33 ケアプラ 横浜市大岡地域ケアプラザ 南区 大岡1-14-1 743-6102

34 ケアプラ 横浜市浦舟地域ケアプラザ 南区 浦舟町3-46 261-3315

35 ケアプラ 横浜市六ッ川地域ケアプラザ 南区 六ッ川2-3-211 716-0680

36 ケアプラ 横浜市中村地域ケアプラザ 南区 中村町2-120-3 260-5100

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 横浜市永田地域ケアプラザ 南区 永田南2-16-31 711-8611

38 ケアプラ 横浜市睦地域ケアプラザ 南区 睦町1-31-1 730-5151

39 ケアプラ 横浜市別所地域ケアプラザ 南区 別所1-7-23 716-3884

40 GH たまてばこ 南区 六ッ川2-107-43 722-8737

41 GH クロスハート南・横浜（認知症対応型共同生活介護） 南区 日枝町1-5 260-0566

42 通介 デイサロン・こみゅに亭 南区 井土ケ谷下町16-5-101 243-0781

43 通介 たすけあいゆい　デイサービスさくら 南区 睦町1-31-1 711-3666

44 通介 たすけあいゆい　デイサービスわかば 南区 堀ノ内町2-132 722-8572

45 通介 ニチイケアセンター東戸塚 南区 六ツ川4-1171 820-2128

46 特定 医療法人社団純正会　エクセルシオール横浜阪東橋 南区 真金町2-13 250-0660

47 病院 横浜市大付属医療センター 南区 浦舟町4-57 253-5303

48 病院 地方独立行政法人神奈川県立こども医療センター 南区 六ッ川2-138-4 711-2351

49 中途 ＮＰＯ法人中途障害者地域活動センターフレンズ南 南区 二葉町3-28-5　ストーク吉野町弐番館1階 261-2890

50 障害 地域活動ホーム　どんとこい・みなみ 南区 中井町4-270-3 264-2866

51 精神 精神障害者生活支援センター　サザンウィンド 南区 新川町1-1　リーベルステージ2F 251-3991
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