
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 地域密着型介護老人福祉施設　　ビオラ市ヶ尾　パート１ 青葉区 市ケ尾町25-6 308-7081

2 特養 介護老人福祉施設　わかたけ青葉 青葉区 奈良4-6-1 960-0651

3 特養 特別養護老人ホーム　ひかり苑 青葉区 さつきが丘8-4 971-4602

4 特養 特別養護老人ホーム　ピア市ヶ尾 青葉区 市ケ尾町522-10 973-7607

5 特養 特別養護老人ホーム　緑の郷 青葉区 鉄町2075-3 903-8500

6 特養 たまプラーザ倶楽部 青葉区 元石川町3697-1 909-5261

7 特養 特別養護老人ホーム　ヴェルデの森 青葉区 寺家町548-2 962-6006

8 特養 特別養護老人ホーム　創生園青葉 青葉区 奈良町881-13 962-2515

9 特養 介護老人福祉施設　大樹の郷 青葉区 恩田町2282 960-3701

10 特養 青葉ヒルズ 青葉区 鴨志田町1260 961-0088

11 特養 特別養護老人ホーム青葉あさくら苑 青葉区 恩田町2994-1 507-4313

12 老健 介護老人保健施設　横浜シルバープラザ 青葉区 鉄町2075-5 972-7001

13 老健 横浜あおばの里 青葉区 鉄町1375 978-5310

14 老健 リハリゾート青葉 青葉区 奈良4-6-13 960-0191

15 老健 介護老人保健施設　青葉の丘 青葉区 元石川町6568 904-2255

16 老健 介護老人保健施設　プラチナ・ヴィラ青葉台 青葉区 鴨志田町75-1 963-0055

17 ケアプラ 横浜市美しが丘地域ケアプラザ 青葉区 美しが丘4-32-7 901-6665

18 ケアプラ 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ 青葉区 さつきが丘12-1 972-4769

19 ケアプラ 横浜市鴨志田地域ケアプラザ 青葉区 鴨志田町547-3 961-6911

20 ケアプラ 横浜市荏田地域ケアプラザ 青葉区 荏田町494-7 911-8001

21 ケアプラ 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ 青葉区 もえぎ野4-2 974-5404

22 ケアプラ 横浜市大場地域ケアプラザ 青葉区 大場町383-3 975-0200

23 ケアプラ ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ 青葉区 市ケ尾町25-6 308-7081

24 ケアプラ 奈良地域ケアプラザ 青葉区 奈良町1757-3 962-8821

25 ケアプラ 青葉台地域ケアプラザ 青葉区 青葉台2-8-22 988-0222

26 ケアプラ 横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ 青葉区 新石川2-1-15　4F 910-5211

27 ケアプラ 横浜市恩田地域ケアプラザ 青葉区 あかね台2-8 988-2010

28 ケアプラ 横浜市すすき野地域ケアプラザ 青葉区 すすき野1-8-21 909-0071

29 GH グループホーム　市ヶ尾ポポロ 青葉区 荏田西3-119 910-0350

30 通介 ＧＨ　万寿の森 青葉区 元石川町4323-1 905-1200

31 通介 万葉のさと　青葉台 青葉区 みたけ台21-12 482-3231

32 通介 デイサービスつどい奈良北 青葉区 奈良町2902-19 960-1722

33 通介 デイサービスセンター　万寿の森 青葉区 元石川町4323-1 905-1400

34 特定 ロイヤルレジデンスあざみ野 青葉区 あざみ野4-37-6 500-7607

35 特定 株式会社木下の介護リアンレーヴ市が尾壱番館 青葉区 市ケ尾町1075-9 500-9365

36 その他 老人福祉センター 横浜市ユートピア青葉 青葉区 もえぎ野4-2 974-5400

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 病院 青葉さわい病院 青葉区 元石川町4300 903-9848

38 子育て 青葉区地域子育て支援拠点「ラフール」 青葉区 青葉台1-4　6F 981-3306

39 子育て 青葉区地域子育て支援拠点ラフールサテライト 青葉区 市ケ尾町1152-25　1階 981-3306

40 中途 青葉の風 青葉区 市ケ尾町1170-4　ステイヒルズ4F 972-6751

41 精神 精神障害者生活支援センター　ほっとサロン青葉 青葉区 荏田西2-14-3　ハーモス荏田2F 910-1985
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