
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　相生荘 泉区 新橋町1805 813-3131

2 特養 特別養護老人ホーム　希望苑 泉区 池の谷3901-1 812-8181

3 特養 横浜市新橋ホーム 泉区 新橋町3 811-0692

4 特養 特別養護老人ホーム　けいあいの郷　緑園 泉区 岡津町2926-1 815-1670

5 特養 特別養護老人ホーム　恒春ノ郷 泉区 西が岡1-30-1 813-0008

6 特養 特別養護老人ホーム　グリーンヒル泉・横浜 泉区 和泉町2312 806-5900

7 特養 特別養護老人ホーム　天王森の郷 泉区 和泉町733 804-3311

8 特養 特別養護老人ホーム　めぐみ 泉区 中田町3430-6 800-4165

9 特養 緑園都市睦愛園 泉区 岡津町3217-1 815-1570

10 特養 特別養護老人ホーム　いずみ芙蓉苑 泉区 上飯田町4631 304-2421

11 特養 特別養護老人ホーム　白寿荘 泉区 和泉町6181 803-6457

12 特養 特別養護老人ホーム　横浜敬寿園 泉区 和泉町5019-1 800-3180

13 特養 介護老人福祉施設　ヴィラ泉 泉区 上飯田町4495 301-2900

14 特養 ウェルフェアリビング 泉区 和泉町3170-1 806-1166

15 特養 特別養護老人ホーム泉の郷 泉区 上飯田町2083-1 800-1800

16 老健 横浜いずみ介護老人保健施設 泉区 上飯田町3873-1 801-7291

17 老健 介護老人保健施設　きららの里 泉区 中田町3462-4 805-6861

18 老健 介護老人保健施設　エスポワール和泉 泉区 和泉町2604-1 805-6711

19 老健 介護老人保健施設　ゆめが丘 泉区 和泉町1202 800-1717

20 ケアプラ 横浜市上飯田地域ケアプラザ 泉区 上飯田町1338-1 802-8200

21 ケアプラ 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ 泉区 和泉町4732-1 805-1700

22 ケアプラ 横浜市下和泉地域ケアプラザ 泉区 和泉が丘1-26-1 802-9920

23 ケアプラ 横浜市踊場地域ケアプラザ 泉区 中田東1-4-6 801-2920

24 ケアプラ 横浜市新橋地域ケアプラザ 泉区 新橋町33-1 813-3877

25 ケアプラ 横浜市いずみ野地域ケアプラザ 泉区 和泉町6214-1 800-0322

26 ケアプラ 横浜市岡津地域ケアプラザ 泉区 岡津町1228番地3 812-0685

27 GH いっしん館いずみ 泉区 和泉が丘1-16-3 806-1218

28 GH グループホーム　いきいきの家　泉 泉区 上飯田町3805-6 806-2351

29 GH グループホーム清風荘 泉区 上飯田町262 805-6514

30 GH グループホーム泉の郷 泉区 上飯田町1221 800-6171

31 GH グループホーム泉の郷上飯田 泉区 上飯田町1260 800-3836

32 通介 中田診療所デイサービス 泉区 中田東3-3-27 804-7643

33 通介 通所介護　たすけあい泉「にじ」 泉区 中田南4-26-10 801-7326

34 通介 風の生活館　デイサービス 泉区 和泉町5932-3 800-5555

35 小規模 小規模多機能事業所　だんだん 泉区 弥生台27-2 392-7474

36 特定 レストヴィラ弥生台 泉区 新橋町1044-1 811-2231

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 特定 労協横浜泉地域福祉事業所　ここち 泉区 中田南5-37-18　ユーコーハイツ 803-5555

38 養護 養護老人ホーム　白寿荘 泉区 和泉町6181 803-6040

39 短期 花の生活館 泉区 緑園4-6-1 813-1111

40 その他 看護小規模多機能型介護事業所フルール 泉区 中田南2-11-40 443-5413

41 その他 老人福祉センター　横浜市泉寿荘 泉区 西が岡3-11 813-0861

42 病院 社会福祉法人国際親善総合病院 泉区 西が岡1-28-1 813-0221

43 中途 元気かい泉 泉区 和泉町3857-9　安西ﾋﾞﾙ2F 801-7611

44 障施 横浜市松風学園 泉区 上飯田町1987 802-4963
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