
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 やまゆりホーム 鶴見区 獅子ケ谷2-15-18 583-1833

2 特養 新鶴見ホーム 鶴見区 江ケ崎町2-42 570-5000

3 特養 わかたけ鶴見 鶴見区 矢向1-4-20 642-7500

4 特養 特別養護老人ホーム　ニューバード獅子ケ谷 鶴見区 獅子ケ谷3丁目-10-3 576-3055

5 特養 特別養護老人ホームしょうじゅの里小野 鶴見区 下野谷町4-145-8 521-8818

6 ケアプラ 横浜市矢向地域ケアプラザ 鶴見区 矢向4-32-11 573-0020

7 ケアプラ 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ 鶴見区 市場下町11-5 504-2111

8 ケアプラ 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ 鶴見区 鶴見中央1-23-26 508-7800

9 ケアプラ 横浜市潮田地域ケアプラザ 鶴見区 本町通4-171-23 507-2929

10 ケアプラ 横浜市寺尾地域ケアプラザ 鶴見区 東寺尾6-37-14 585-5566

11 ケアプラ 横浜市駒岡地域ケアプラザ 鶴見区 駒岡4-28-5 570-6601

12 ケアプラ 横浜市東寺尾地域ケアプラザ 鶴見区 東寺尾1-12-3 584-0129

13 ケアプラ 横浜市馬場地域ケアプラザ 鶴見区 馬場町7-11-23 576-4231

14 GH グループホーム　オリーブの家 鶴見区 東寺尾6-33-24 717-7676

15 GH クロスハート鶴見・横浜（認知症対応型共同生活介護） 鶴見区 矢向3-30-1 716-6300

16 通介 だんらんの家鶴見 鶴見区 菅沢町17-3　シャルール1F 501-5349

17 通介 SOMPOケア　ハッピーデイズ矢向 鶴見区 矢向1-20-62　ダイアパレス矢向第一101 581-0775

18 小規模 社会福祉法人横浜YMCA福祉会　YMCAライフサポートセンター鶴見 鶴見区 鶴見中央4-37-37 　リオベルデ鶴声2F 506-0131

19 小規模 クロスハート鶴見・横浜（小規模多機能型居宅介護） 鶴見区 矢向3-30-1 716-6368

20 特養 介護老人福祉施設　新吉田 港北区 新吉田町5728-1 590-5051

21 特養 特別養護老人ホーム　新横浜さわやか苑 港北区 大豆戸町572-5 544-4165

22 特養 介護老人福祉施設　ニューバード 港北区 新羽町2530-4 534-0150

23 特養 新横浜パークサイドホーム 港北区 新横浜1-22-4 471-8688

24 特養 特別養護老人ホーム　ひばり 港北区 新吉田町6088-27 548-3311

25 特養 ワゲン新横浜 港北区 大豆戸町724-4 540-6776

26 老健 介護老人保健施設　ウェルケア新吉田 港北区 新吉田町6028-1 590-3855

27 老健 介護老人保健施設　ナーシングプラザ港北 港北区 新吉田町3170 590-5667

28 老健 横浜市総合保険医療センター　しらさぎ苑 港北区 鳥山町1735 475-0001

29 ケアプラ 横浜市大豆戸地域ケアプラザ 港北区 大豆戸町316-1 432-4911

30 ケアプラ 横浜市樽町地域ケアプラザ 港北区 樽町1-22-46 532-2501

31 ケアプラ 横浜市下田地域ケアプラザ 港北区 下田町4-1-1 563-9081

32 ケアプラ 横浜市高田地域ケアプラザ 港北区 高田西2-14-6 594-3601

33 ケアプラ 新吉田地域ケアプラザ 港北区 新吉田町6001-6 592-2151

34 ケアプラ 横浜市篠原地域ケアプラザ 港北区 篠原東2-15-27 423-1230

35 ケアプラ 横浜市城郷小机地域ケアプラザ 港北区 小机町2484-4 478-1133

36 ケアプラ 横浜市日吉本町ケアプラザ 港北区 日吉本町4-10-A 566-0360

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 横浜市新羽地域ケアプラザ・コミュニティハウス 港北区 新羽町1240-1 542-7207

38 ケアプラ 横浜市樽町地域ケアプラザ分室　つなしま相談室・つなしま交流室 港北区 綱島西2-11-5　シュロスオオタニ綱島2階 534-1220

39 通介 福祉クラブ生協Dayひよし 港北区 日吉5-24-33 562-6508

40 通介 福祉クラブ生協Dayにっぱ 港北区 新羽町868 642-5642

41 小規模 小規模多機能ホーム　びわの樹 港北区 新吉田東8-44-38 541-3750

42 特定 すいとぴー新横浜 港北区 北新横浜2-3-6 549-0808

43 特定 福祉クラブ生協きらり港北 港北区 新羽町868 642-5320

44 特定 せらび新横浜 港北区 北新横浜2丁目2-3 533-5331

45 特定 はなことば新横浜 港北区 新横浜1-11-5 478-3366

46 特定 SOMPOケア　ラヴィーレ綱島 港北区 新吉田東8-16-33 547-6541

47 短期 ショートステイセンター　すいらん 港北区 下田町4-1-2 560-6351

48 病院 労働者健康福祉機構　横浜労災病院 港北区 小机町3211 474-8111

49 特養 特別養護老人ホーム　　ハートフルガーデン川和 都筑区 川和町660 930-3888

50 特養 特別養護老人ホーム　都筑の里 都筑区 茅ケ崎東5-13-1 949-0601

51 特養 特別養護老人ホーム　ハピネス都筑 都筑区 牛久保町1808-3 914-8850

52 特養 介護老人福祉施設　池辺 都筑区 池辺町2194 949-1851

53 特養 特別養護老人ホーム　中川の里 都筑区 南山田2-39-35 591-2333

54 老健 介護老人保健施設　都筑ハートフルステーション 都筑区 大棚町74-9 595-2641

55 老健 横浜市茅ヶ崎老人保健施設 都筑区 茅ケ崎東5-8-7 948-1250

56 老健 介護老人保健施設　都筑シニアセンター 都筑区 東山田1357 595-0021

57 老健 ソフィア都筑 都筑区 中川1-1-1 914-8555

58 老健 介護老人保健施設　ヒルトップ池辺 都筑区 池辺町2218 941-1110

59 ケアプラ 横浜市加賀原地域ケアプラザ 都筑区 加賀原1-22-32 944-4640

60 ケアプラ 横浜市中川地域ケアプラザ 都筑区 中川1-1-1　ふれあい中川1F 910-1512

61 ケアプラ 横浜市葛が谷地域ケアプラザ 都筑区 葛が谷16-3 943-5951

62 ケアプラ 横浜市新栄地域ケアプラザ 都筑区 新栄町19-19 592-5255

63 ケアプラ 東山田地域ケアプラザ 都筑区 東山田町270 592-5975

64 GH グループホーム泉の郷川和 都筑区 川和町2309 949-1316

65 通介 さくらカンタキステーション 都筑区 東山田1-38-24 548-9191

66 小規模 すいせん 都筑区 加賀原1-23-28 507-8311

67 特定 サニーステージ中山 都筑区 佐江戸町1784-2 930-3232

68 中途 都筑むつみ会 都筑区 仲町台1-7-18　ビュロー仲町台204 944-4997

69 障害 つづき地域活動ホーム　くさぶえ 都筑区 牛久保東1-33-1 590-5778
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