
地域 法人名 施設名 住所 電話番号

若竹大寿会 片倉三枚地域ケアプラザ 横浜市神奈川区三枚町 045-413-2571

さくら会 羽沢の家 横浜市神奈川区羽沢町 045-372-1239

ユーアイ二十一 特別養護老人ホーム太陽の家横濱羽沢 横浜市神奈川区羽沢町 045-442-4907

西区
恩賜財団神奈川県同胞

援護会
救護施設　岡野福祉会館 横浜市西区岡野 045-311-2601

若竹大寿会 わかたけ南 横浜市南区山谷 045-315-4155

特別養護老人ホーム白朋苑 横浜市南区大岡 045-742-0625

居宅介護支援センター　白朋苑 横浜市南区大岡 045-742-0865

恵和 恵和相談室 横浜市保土ヶ谷区今井町 045-465-6851

育生会 特別養護老人ホーム　よつば苑 横浜市保土ケ谷区狩場町 045-712-8601

藤嶺会 弥生苑 横浜市旭区上川井町 045-922-5141

慶優会 特別養護老人ホーム今宿ホーム 横浜市旭区今宿 045-360-1002

緑峰会 特別養護老人ホーム　グリーンライフ 横浜市旭区中白根 045-959-5230

竹生会 特別養護老人ホーム　たきがしら芭蕉苑 横浜市磯子区滝頭 045-750-5151

峰延会 特別養護老人ホーム峰の郷 横浜市磯子区峰町 045-833-1742

金沢区 若竹大寿会 若竹大寿会　法人本部（わかたけ富岡内） 横浜市金沢区富岡東 045-476-1238

港北区 清光会 特別養護老人ホーム　新横浜さわやか苑 横浜市港北区大豆戸町 045-544-4165

緑区 横浜市中山みどり園 横浜市緑区中山 045-931-8611

都筑区 ナトゥールハウス 横浜市都筑区二の丸 045-511-7282

松みどりホーム 横浜市戸塚区原宿 045-851-8087

松みどり保育所 横浜市戸塚区原宿 045-851-7320

和みの会 特別養護老人ホーム和みの園 横浜市戸塚区東俣野町 045-851-0753

横浜長寿会 上郷苑　東館 横浜市栄区野七里 045-897-3055

豊笑会 ライフコートさかえ 横浜市栄区公田町 045-890-5066

雄飛会 相生荘 横浜市泉区新橋町 045-813-3131

公正会 特別養護老人ホーム希望苑 横浜市泉区池の谷 045-812-8181

たちばな会 特別養護老人ホーム天王森の郷 横浜市泉区和泉町 045-804-3311

ご相談は近隣の施設又は神奈川県社会福祉協議会へ！

かながわライフサポート事業　指定施設
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地域 法人名 施設名 住所 電話番号

特別養護老人ホームみんなと暮らす町 川崎市幸区東古市場 044-520-1901

みんなと暮らす町地域包括支援センター 川崎市幸区東古市場 044-520-1905

特別養護老人ホーム陽だまりの園 川崎市高津区諏訪 044-814-5635

陽だまりの園地域包括支援センター 川崎市高津区諏訪 044-814-5637

県央福祉会 つばさ 川崎市高津区久末 044-755-6522

三神会 特別養護老人ホームフレンド神木 川崎市宮前区神木本町 044-871-2010

特別養護老人ホーム　富士見プラザ 川崎市宮前区南野川 044-751-2252

冨士見プラザ地域包括支援センター 川崎市宮前区南野川 044-740-2883

富士見プラザ　デイサービスセンター 川崎市宮前区南野川 044-751-2465

特別養護老人ホーム太陽の園 川崎市多摩区栗谷 044-955-9181

太陽の園地域包括支援センター 川崎市多摩区栗谷 044-959-1234

中心会 中心子どもの家 相模原市中央区田名 042-764-7046

縁ＪＯＹ 相模原市中央区田名 042-764-1110

自立支援事業所 相模原市中央区清新 042-730-3636

特別養護老人ホーム　柴胡苑 相模原市中央区田名 042-761-8118

障害者支援施設たんぽぽの家 相模原市中央区田名 042-761-7788

KIDS⁺保育園 相模原市中央区田名 042-764-1110

恩賜財団神奈川県同胞援護会 相模原ななほし 相模原市中央区田名塩田 042-711-8131

大地の会 特別養護老人ホーム塩田ホーム 相模原市中央区田名塩田 042-778-4090

中心会 相模原南児童ホーム 相模原市南区新戸 046-251-5590

相模はやぶさ学園 相模原市南区下溝 042-777-8823

マシュマロ保育園 相模原市南区相模台 042-745-1601

障害者支援施設　虹の家 相模原市南区下溝 042-777-0111

居宅介護支援センター芙蓉の園 相模原市南区相模台 042-766-1013

デイサービスセンター芙蓉の園 相模原市南区南台 042-744-1860

相模台第１地域包括支援センター 相模原市南区南台 042-767-3888

たちばな福祉会　法人本部 相模原市南区南台 042-744-1860

シルバータウン相模原特別養護老人ホーム　 相模原市南区大野台 042-755-0301

相模原養護老人ホーム 相模原市南区大野台 042-751-7060

シルバータウン大野台ケアセンター 相模原市南区大野台 042-758-8545

あさみぞ居宅介護支援事業所 相模原市南区当麻 042-711-8151

特別養護老人ホーム よもぎの里愛の丘 相模原市南区当麻 042-778-7211

敬寿会 特別養護老人ホーム相模原敬寿園 相模原市南区磯部 046-298-1555

旭ヶ丘特別養護老人ホーム 相模原市緑区根小屋 042-784-5670

旭ヶ丘居宅介護支援センター 相模原市緑区根小屋 042-780-5780
緑区 寿幸会
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地域 法人名 施設名 住所 電話番号

愛川町 愛川舜寿会 介護老人福祉施設ミノワホーム 愛甲郡愛川町角田 046-285-3535

玉川グリーンホーム 厚木市小野 046-248-7778

小町山グリーンホーム 厚木市小野 046-281-7466

デイセンターつくし 厚木市小野 046-247-0311

すぎな会愛育寮 厚木市小野 046-247-0311

すぎなの郷 厚木市小野 046-247-0311

すぎな会生活ホーム 厚木市小野 046-247-0311

相談支援事業所　すぎな 厚木市小野 046-247-0311

愛慈会 岡田保育園 厚木市岡田 046-228-6480

えびな南高齢者施設 海老名市杉久保南 046-238-7681

えびな北高齢者施設 海老名市上今泉 046-231-5888

プレマ会 えびなの風保育園 海老名市扇町 046-206-5481

(福)県央福祉会　法人事務局 大和市中央 046-200-2888

ワークステーション・菜の花 大和市深見 046-200-0710

ぽらーの上和田 大和市上和田 046-279-6700

みなみ風 大和市上草柳 046-264-1000

そよ風 大和市桜森 046-200-3363

特別養護老人ホームサンホーム鶴間 大和市西鶴間 046-277-0033

鶴間・南林間地域包括支援センター 大和市西鶴間 046-277-0033

居宅介護支援センターサンホーム鶴間 大和市西鶴間 046-277-0881

茅ヶ崎市 かがやき 特別養護老人ホーム　湘南ベルサイド 茅ヶ崎市中島 0467-57-3328

吉祥会 寒川ホーム 高座郡寒川町小谷 0467-75-0785

湘南広域社会福祉協会 養護老人ホーム湘風園 高座郡寒川町大蔵 0467-75-4545

共生会 藤沢養護老人ホーム 藤沢市鵠沼 0466-22-2426

グリーンライフ湘南 藤沢市石川 0466-84-1165

グリーンキッズ湘南 藤沢市大庭 0466-81-7300

グリーンキッズ湘南ライフタウン 藤沢市大庭 0466-53-8544

藤沢市善行いきいきサポートセンター 藤沢市善行 0466-90-0065

一石会 白鷺苑 藤沢市用田 0466-48-0896

鎌倉静養館 軽費老人ホーム鎌倉静養館 鎌倉市稲村ガ崎 0467-22-3245

きしろ社会事業会 特別養護老人ホーム鎌倉プライエムきしろ 鎌倉市関谷 0467-48-2101

聖音会 社会福祉法人　聖音会 鎌倉市佐助 0467-22-0424

逗子市
恩賜財団神奈川県同胞

援護会
逗子なないろ保育園 逗子市桜山 046-854-5175
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地域 法人名 施設名 住所 電話番号

居宅介護支援センターやまびこ 横須賀市武 046-858-2603

デイサービスやまびこ 横須賀市武 046-858-0800

富士美 高齢者総合福祉センター　ヒューマン 横須賀市佐島 046-856-7088

みなと舎 支援センターライフゆう 横須賀市湘南国際村 046-857-0551

特別養護老人ホーム太陽の家二番館 横須賀市西浦賀 046-841-2088

特別養護老人ホーム　太陽の家 横須賀市西浦賀 046-846-5133

太陽の家　居宅介護支援センター 横須賀市浦賀 046-846-5023

三浦市 県央福祉会 三浦創生舎 三浦市南下浦町上宮田 046-874-5851

特別養護老人ホームローズヒル 平塚市土屋 0463-58-6677

平塚市地域包括支援センターひらつかにし金目 平塚市北金目 0463-59-5544

恩賜財団神奈川県同胞援護会 平塚ふじみ園 平塚市四之宮 0463-55-1300

ケアハウスういすたりあ 平塚市西真土 0463-51-2900

デイサービスセンターういすたりあ 平塚市西真土 0463-51-2900

南地域高齢者支援センター 秦野市平沢 0463-84-2250

寿湘ヶ丘居宅介護支援センター 秦野市千村 0463-88-5200

浄泉会 やまばと学園 秦野市渋沢 0463-87-1188

高齢者総合支援センター泉心荘 伊勢原市三ノ宮 0463-92-6722

伊勢原西部地域包支援センター 伊勢原市板戸 0463-95-2111

ピュアキッズ大原 伊勢原市桜台 0463-93-0812

大原保育園 伊勢原市桜台 0463-93-8925

緑友会 つくし相談室 伊勢原市伊勢原 0463-73-6027

高齢者総合福祉施設潤生園 小田原市穴部 0465-39-5551

地域包括支援センターひがしとみず 小田原市堀之内 0465-39-5551

よりあいどころ田島 小田原市田島 0465-39-5551

潤生園みんなの家はくさん 小田原市扇町 0465-39-5551

やすらぎの家栢山 小田原市曽比 0465-39-5551

みんなの家ほりのうち 小田原市堀之内 0465-39-5551

地域包括支援センターとみず 小田原市清水新田 0465-39-5551

潤生園在宅総合センターれんげの里 小田原市蓮正寺 0465-39-5551

　※お住まいの地域の施設にご相談ください。

　※近隣に施設がない場合やどこに相談したらよいのかわからない場合は、　

　　神奈川県社会福祉協議会　福祉サービス推進部（045-311-8753）へお問い合わせください。

大原福祉会

小田原市 小田原福祉会

秦野市
むつみ福祉会

伊勢原市

泉心会

平塚市

つちや社会福祉会

則信会

横須賀市

栗山会

ユーアイ二十一


