
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　フォーシーズンズヴィラこもれび 緑区 三保町881-2 938-0770

2 特養 特別養護老人ホーム　ふじ寿か園 緑区 西八朔町773-2 931-7141

3 特養 横浜ナーシングビレッジ 緑区 白山4-74-3 511-7788

4 特養 特別養護老人ホーム　ビオラ三保 緑区 三保町350 924-2223

5 特養 介護老人福祉施設　北八朔 緑区 北八朔町1813-1 929-6001

6 特養 ケアセンターメゾンヴェルト 緑区 鴨居7-19-1 935-6471

7 特養 特別養護老人ホーム　しょうじゅの里三保 緑区 三保町171-1 921-0013

8 特養 横浜よさこいホーム 緑区 北八朔町1368-1 932-4351

9 特養 特別養護老人ホームみずほ 緑区 長津田町2338-1 986-0063

10 老健 葵の園・ヨコハマ 緑区 三保町1182 930-3711

11 老健 横浜セラトピア 緑区 北八朔町1312 938-5660

12 老健 介護老人保健施設　ライフプラザ新緑 緑区 長津田5708 924-2200

13 老健 フォーシーズンズヴィラいろどり 緑区 三保町867 938-5253

14 老健 介護老人保健施設みどりの杜 緑区 西八朔町99-1 929-5000

15 ケアプラ 横浜市十日市場地域ケアプラザ 緑区 十日市場町825-1 985-6321

16 ケアプラ 横浜市中山地域ケアプラザ 緑区 中山町413-4 935-5694

17 ケアプラ 横浜市霧が丘地域ケアプラザ 緑区 霧が丘3-23 920-0666

18 ケアプラ 横浜市鴨居地域ケアプラザ 緑区 鴨居5-29-8 930-1122

19 ケアプラ 横浜市長津田地域ケアプラザ 緑区 長津田2-11-2　長津田スカイハイツ 981-7755

20 ケアプラ 横浜市東本郷地域ケアプラザ 緑区 東本郷5-5-6 471-0661

21 GH グループホーム　友宝 緑区 小山町292-10 929-5120

22 GH グループホームまっとう 緑区 長津田町2365 989-2266

23 通介 サロンド鹿鳴館 緑区 中山1-7-16 507-9015

24 通介 デイのんな 緑区 中山2-6-1 932-8440

25 小規模 ミモザ横浜霧が丘 緑区 霧が丘2-25-1 924-3813

26 小規模 シニアサロンデュランタ 緑区 長津田7-15-8　1F 479-1850

27 特定 フローレンスケア横浜森の台 緑区 森の台12-12 931-9270

28 特定 フォーシーズンズヴィラそよかぜ 緑区 三保町880 938-0127

29 病院 横浜新緑総合病院 緑区 十日市場町1726-7 984-2400

30 子育て 緑区地域子育て支援拠点「いっぽ」 緑区 十日市場町817-8 989-5850

31 親と子 みどりっこ親子の居場所　はなまる 緑区 台村町332-1　第二丸正ビル201 932-9122

32 中途 NPO法人　中途障碍者地域活動センター　緑工房 緑区 中山町321-1　エクセルWADA1F 933-3249

33 障施 横浜市つたのは学園 緑区 長津田2327 983-4308

34 特養 介護老人福祉施設　ひだまり館 瀬谷区 二ツ橋283-1 364-2227

35 特養 特別養護老人ホーム　ゆうあいの郷 瀬谷区 宮沢町3-25-1 303-8080

36 特養 特別養護老人ホーム　みなみの苑 瀬谷区 阿久和南3-28-3 364-0373

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 特養 愛成苑 瀬谷区 瀬谷町4131-16 300-0881

38 特養 特別養護老人ホームファミリーイン瀬谷 瀬谷区 中屋敷3-11-1 304-1181

39 老健 介護老人保健施設　ハートフル瀬谷 瀬谷区 中屋敷2-2-1 300-5065

40 ケアプラ 横浜市中屋敷地域ケアプラザ 瀬谷区 中屋敷2-18-6 303-8100

41 ケアプラ 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ 瀬谷区 下瀬谷2-44-6 304-1291

42 ケアプラ 横浜市阿久和地域ケアプラザ 瀬谷区 阿久和南2-9-2 365-9892

43 ケアプラ 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ 瀬谷区 二ツ橋町83-4 361-9807

44 ケアプラ 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ 瀬谷区 二ツ橋町469　せやまる・ふれあい館1階 360-7855

45 GH いっしん館瀬谷 瀬谷区 本郷3-49-1 306-1635

46 GH グループホーム泉の郷本郷 瀬谷区 本郷1-55-1 306-0270

47 通介 ファミリーイン瀬谷　デイサ－ビスセンター 瀬谷区 中屋敷3-11-1 304-1114

48 通介 リハビリストホーム瀬谷 瀬谷区 二ツ橋町318番地5 360-1040

49 通介 デイサービス元氣村 瀬谷区 南台1-20-1 301-7300

50 小規模 咲くや愛成 瀬谷区 相沢7-13 744-7333

51 特定 すいとぴー三ツ境 瀬谷区 瀬谷1-23-4 300-0800

52 特定 介護付有料老人ホーム　カーサプラチナ三ツ境 瀬谷区 三ツ境80-1 360-1555

53 特定 サンライズ・ヴィラ瀬谷 瀬谷区 相沢7-9-2 306-1671

54 親と子 軽費老人ホーム　睦荘 瀬谷区 阿久和東3-55-1 362-1779

55 親と子 親子のひろば　まんま 瀬谷区 瀬谷4-7-19 303-5393

56 中途 横浜市中途障害者地域活動センター　ワンステップ瀬谷 瀬谷区 二ツ橋町295-35 360-1408

57 精神 瀬谷区生活支援センター 瀬谷区 二ツ橋町469　ふれあい館2F 393-8900
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