横浜市の地域包括支援センター 一覧（平成２９年３月１日現在）
区
担当地域
施 設 名・電話番号・所 在 地
鶴 潮田町、仲通、下野谷町、本町通、栄町通 1～2 丁 横浜市潮田地域ケアプラザ
TEL: 045-507-2929
見 目、向井町、大東町、朝日町、浜町、安善町、汐入
鶴見区本町通 4-171-23
区 町、小野町、末広町、寛政町、弁天町、扇島
矢向 1～6 丁目、江ケ崎町
横浜市矢向地域ケアプラザ
TEL: 045-573-0020
鶴見区矢向 4-32-11
岸谷 3 丁目（34 の一部、35（東台自治会）
）
、北寺 横浜市寺尾地域ケアプラザ
尾 1～2 丁目、北寺尾 3～5 丁目、北寺尾 6 丁目（18
TEL: 045-585-5566
の一部、19～21、24 の一部、25 の一部、27 の一部、 鶴見区東寺尾 6-37-14
28 の一部、29～32（北寺尾東部自治会）
）
、北寺尾 7
丁目（19 の一部（北寺尾東部自治会）
）
、獅子ヶ谷 1
丁目（1～26、33～38、40、41 の一部、44 の一部）
、
獅子ヶ谷 2 丁目、獅子ヶ谷 3 丁目（30 の一部、32
を除く（獅子ヶ谷自治会）
）
、諏訪坂（4～6、20）
、
鶴見１丁目（5、6－1～6－14）
、鶴見 2 丁目（2（東
台自治会、東寺尾中部会）
）
、寺谷 1 丁目（23、24、
25－4～25－23（東寺尾北部町内会）
）
、馬場 6 丁目
（5、6 の一部、25（北寺尾東部自治会）
）
、東寺尾 6
丁目（1～16 を除く）
、東寺尾北台、東寺尾中台（1
～15、19～34）
、東寺尾東台
岸谷 1～2 丁目、岸谷 3 丁目（34 の一部、35 を除く 横浜市東寺尾地域ケアプラザ
（岸谷第二自治会、岸谷第三自治会）
）
、岸谷 4 丁目
TEL: 045-584-0129
（30～34 を除く（岸谷第一自治会、岸谷第二自治
鶴見区東寺尾 1-12-3
会）
）
、東寺尾 1 丁目（1～2、3 の一部、4 の一部を
除く（東寺尾第一自治会）
）
、東寺尾 2 丁目（21 の
一部、23 を除く（東寺尾南部明朗会、東寺尾第二
自治会）
）
、東寺尾 3～4 丁目、東寺尾 5 丁目（1～10、
11 の一部、12 の一部、13～14、15 の一部、20、21
（東寺尾南部明朗会）
）
、東寺尾 6 丁目（1～3）
梶山 1～2 丁目、上末吉 1～5 丁目、駒岡 1～5 丁目、 横浜市駒岡地域ケアプラザ
獅子ヶ谷 1 丁目(27～32、39、41 の一部、42、43、
TEL: 045-570-6601
44 の一部、45～63）
、下末吉 1～6 丁目、三ツ池公
鶴見区駒岡 4-28-5
園
市場東中町、市場西中町、市場下町、市場大和町、 横浜市鶴見市場地域ケアプラザ
市場富士見町、菅沢町、平安町、栄町通 3～4 丁目、 TEL: 045-504-1077
尻手 1～3 丁目、元宮 1～2 丁目、市場上町
鶴見区市場下町 11-5
鶴見 1 丁目(1～4、6-15～6-26、6-28～、7～13)、 横浜市鶴見中央地域ケアプラザ
TEL: 045-508-7800
鶴見 2 丁目(1、3（鶴見 1・2 丁目町内会、寺谷自治
鶴見区鶴見中央 1-23-26
会、常緑ハイツ自治会）)、鶴見中央 1～5 丁目（1
～7、8 の一部、9・10、11 の一部、14 の一部、15・
16、
19・20（鶴見下第 2 町会、
鶴見下第 3 町会部分）
）
、
９
豊岡町、佃野町、寺谷 1 丁目(１～22、26、27、25-1
か
～25-3、25-24～25-28（寺谷自治会、豊岡第 2 町
所
会）)、寺谷 2 丁目、東寺尾中台(16～18、35～37)、
諏訪坂(1～3、7～19、21)

1

業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)横浜市社
会福祉協議会

(福)若竹大寿
会

(福)横浜鶴声
会

(福)大樹

(福)横浜ＹＭ
ＣＡ福祉会

生麦 1～5 丁目、岸谷 4 丁目（30～34）
、鶴見中央 5 横浜市生麦地域ケアプラザ
丁目（8 の一部、11 の一部、12・13、14 の一部、
TEL: 045-510-3411
17・18、21～31（生麦北町北部自治会部分）
）
、大黒
鶴見区生麦 4-6-4
町、大黒ふ頭
上の宮 1～2 丁目、北寺尾 6 丁目(18 の一部、19～ 横浜市馬場地域ケアプラザ
21、24 の一部、25 の一部、27 の一部、28 の一部、 TEL: 045-576-4231
鶴見区馬場 7-11-23
29～32 を除く(北寺尾町内会）
）
、北寺尾 7 丁目(19
の一部を除く(北寺尾町内会）
）
、
獅子ヶ谷 3 丁目（30
の一部、32(上の宮自治会）
）
、馬場 1～5 丁目、馬場
6 丁目(5、6 の一部、25 を除く(馬場第一町内会、
北寺尾町内会）
）
、馬場 7 丁目、東寺尾 1 丁目(1～2、
3 の一部、4 の一部(馬場町南部自治会）
）
、東寺尾 2
丁目(21 の一部、23(荒立自治会))、東寺尾 5 丁目
(11 の一部、12 の一部、15 の一部、16～19、22、
23(荒立自治会)）
、東寺尾 6 丁目(4～16)

(福)横浜ＹＭ
ＣＡ福祉会

担当地域
施設名・電話番号・所在地
高島台、松本町、反町、栄町、上反町、幸ヶ谷、金 横浜市反町地域ケアプラザ
港町、桐畑、大野町、青木町、台町、鶴屋町 1 丁目、 TEL: 045-321-8004
松ケ丘、栗田谷、旭ケ丘、広台太田町、泉町、鳥越、 神奈川区反町 1-11-2
立町、富家町、西神奈川 1 丁目、二ツ谷町

業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会

西神奈川 2～3 丁目、二本榎、中丸、斎藤分町、平 横浜市六角橋地域ケアプラザ
川町、白楽、六角橋 1～6 丁目、白幡町、白幡東町、
TEL: 045-413-3281
白幡西町、白幡南町、白幡上町、白幡仲町、白幡向
神奈川区六角橋 3-3-13
町

(福)若竹大寿
会

鶴屋町 2～3 丁目、沢渡、三ツ沢東町、三ツ沢西町、 横浜市沢渡三ツ沢地域ケアプラザ
三ツ沢南町、三ツ沢上町、三ツ沢中町、三ツ沢下町
TEL: 045-577-8210
神奈川区沢渡 56-1
松見町、西寺尾 1～4 丁目、神之木町、神之木台、 横浜市神之木地域ケアプラザ
大口仲町、大口通、西大口、七島町
TEL: 045-435-2906
神奈川区神之木町 7-1
菅田町
横浜市菅田地域ケアプラザ
TEL: 045-471-3101
神奈川区菅田町 1718-1
三枚町、神大寺 1～4 丁目、片倉 1～5 丁目
横浜市片倉三枚地域ケアプラザ
TEL: 045-413-2571
神奈川区三枚町 199-4
新子安 1～2 丁目、子安台 1～2 丁目、子安通、入江 横浜市新子安地域ケアプラザ
1～2 丁目、神奈川 1～2 丁目、東神奈川 1～2 丁目、
TEL: 045-423-1703
新町、神奈川本町、浦島町、亀住町、千若町、新浦
神奈川区新子安 1-2-4
島町、守屋町、恵比寿町、宝町、山内町、星野町、
ｵﾙﾄﾖｺﾊﾏﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 1Ｆ
出田町、鈴繁町、橋本町、瑞穂町、浦島丘
８
若竹苑（特別養護老人ホーム）
か 羽沢町、羽沢南 1～4 丁目
TEL: 045-382-0024
所
神奈川区羽沢町 550-1

(福)若竹大寿
会

区
神
奈
川
区

2

(福)秀峰会

(福)聖坂学園

(福)恩賜財団
済生会支部神
奈川県済生会
(福)若竹大寿
会
(福)横浜市福
祉サービス協
会

(福)若竹大寿
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
西 北幸 1～2 丁目、南幸 1～2 丁目、岡野 1～2 丁目、 浅間台地域ケアプラザ
区 西平沼町、浅間町、南浅間町、浅間台、楠町、宮ケ
TEL: 045-311-7200
谷、南軽井沢、北軽井沢
西区浅間台 6
藤棚町 1 丁目(第 3 地区部分)、藤棚町 2 丁目、浜松 横浜市藤棚地域ケアプラザ
町、久保町、東久保町、元久保町、境之谷
TEL: 045-253-0661
西区藤棚町 2-198
花咲町、紅葉ケ丘、宮崎町、戸部町 1～4 丁目、老 横浜市宮崎地域ケアプラザ
TEL: 045-261-6095
松町、東ケ丘、赤門町、霞ケ丘、西戸部町 1～2 丁
西区宮崎町 2
目、伊勢町 1～2 丁目、伊勢町 3 丁目（第 4 地区部
分）
御所山町、戸部本町、戸部町 5～7 丁目、桜木町、 横浜市戸部本町地域ケアプラザ
４ 西戸部町 3 丁目、伊勢町 3 丁目（第 2 地区部分）
TEL: 045-321-3200
、
か 中央 1～2 丁目、西前町、藤棚町 1 丁目（第 2 地区
西区戸部本町 50-33
所 部分）
、高島 1～2 丁目、平沼 1～2 丁目、緑町、み
なとみらい 1～6 丁目

業務委託法人
(福)ハマノ愛
生会
(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)ハマノ愛
生会

(福)横浜市福
祉サービス協
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
中 山下町、元町、新山下 1～3 丁目、千代崎町、北方 横浜市新山下地域ケアプラザ
区 町、小港町、諏訪町、本牧十二天
TEL: 045-625-1911
中区新山下 3-15-5

業務委託法人
(福)横浜社会
福祉協会

宮川町、桜木町、花咲町、野毛町、黄金町、初音町、
日ノ出町、赤門町、英町、伊勢佐木町、末広町、羽
衣町、弥生町、曙町、末吉町、吉田町、福富町仲通、
福富町西通、福富町東通、長者町、蓬莱町、若葉町、
松影町、吉浜町、万代町、不老町、寿町、扇町、三
吉町、千歳町、翁町、山田町、山吹町、富士見町、
石川町、打越、海岸通、元浜町、日本大通、新港 1
～2 丁目、北仲通、南仲通、太田町、相生町、住吉
町、常磐町、尾上町、真砂町、港町、本町、弁天通、
横浜公園、内田町
麦田町、柏葉、大和町、立野、鷺山、竹之丸、西之
谷町、本牧緑ヶ丘(139-4、201－9 を除く)、上野町、
妙香寺台、豆口台、滝之上(51～78)、仲尾台、山手
町(36～202、226～269)
本郷町、本牧満坂、本牧町、本牧荒井(36～122、303
を除く)、本牧原、本牧宮原、本牧元町(25～35)、
本牧緑ヶ丘(139－4・201－9)、錦町、和田山、本牧
ふ頭
山元町、簑沢、塚越、寺久保、大平町、大芝台、西
竹之丸、根岸台、根岸旭台、滝之上(1～50、79～160)、
山手町(1～35、203～225、270～288)
６
本牧和田、本牧間門、本牧荒井(36～122、303)、本
か
牧元町(1～24、36～76)、本牧大里町、本牧三之谷、
所
根岸町、池袋、根岸加曽台、矢口台、千鳥町、豊浦
町、かもめ町、南本牧

横浜市不老町地域ケアプラザ
TEL: 045-662-0161
中区不老町 3-15-2

(福)横浜社会
福祉協会

横浜市麦田地域ケアプラザ
TEL: 045-664-6023
中区麦田町 1-26-2

(福)横浜市社
会福祉協議会

横浜市本牧原地域ケアプラザ
TEL: 045-623-0971
中区本牧原 6-1

(福)横浜市福
祉サービス協
会

横浜市簑沢地域ケアプラザ
TEL: 045-663-6960
中区簑沢 13-204
横浜市本牧和田地域ケアプラザ
TEL: 045-622-1211
中区本牧和田 35-13

(福)横浜市社
会事業協会

3

(福)横浜やま
びこの里

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
南 大岡 1～2 丁目、大橋町、中島町、通町、若宮町、 横浜市大岡地域ケアプラザ
区 弘明寺町、井土ヶ谷下町、井土ヶ谷中町、井土ヶ谷
TEL: 045-743-6102
上町、中里町
南区大岡 1-14-1
清水ヶ丘、庚台、三春台、伏見町、西中町、前里町、 横浜市清水ヶ丘地域ケアプラザ
白金町、南太田 1～4 丁目
TEL: 045-253-0071
南区清水ヶ丘 49
永田南 1～2 丁目、永田山王台、永田東 1～3 丁目、 横浜市永田地域ケアプラザ
永田みなみ台、永田台、永田北 1～3 丁目
TEL: 045-711-8611
南区永田南 2-16-31
六ツ川 1～4 丁目、別所中里台、別所 6～7 丁目、中 横浜市六ツ川地域ケアプラザ
里 4 丁目
TEL: 045-716-0680
南区六ツ川 2-3-211
永楽町、真金町、万世町、高根町、白妙町、浦舟町、 横浜市浦舟地域ケアプラザ
日枝町、南吉田町、山王町、吉野町、新川町、二葉
TEL: 045-261-3315
町、高砂町、
南区浦舟町 3-46
中村町、唐沢、平楽、八幡町、山谷
横浜市中村地域ケアプラザ
TEL: 045-260-5100
南区中村町 2-120-3
堀ノ内町、睦町、花之木町、宿町、宮元町、共進町、 横浜市睦地域ケアプラザ
東蒔田町、榎町、蒔田町
TEL: 045-730-5151
８
南区睦町 1-31-1
か 大岡 3～5 丁目、別所 1～5 丁目、中里 1～3 丁目
白朋苑（特別養護老人ホーム）
所
TEL: 045-742-0866
南区大岡 5-13-15

4

業務委託法人
(福)横浜市社
会事業協会
(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)横浜社会
福祉協会
(福)横浜大陽
会
(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)秀峰会

(福)たすけあ
い ゆい
(福)横浜大陽
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
横浜市港南台地域ケアプラザ
港 港南台 1～9 丁目
TEL: 045-834-3141
南
港南区港南台 3-3-1
区
東永谷 1～3 丁目、大久保 1～3 丁目、上永谷 1～3 横浜市東永谷地域ケアプラザ
丁目、最戸 1～2 丁目
TEL: 045-826-1097
港南区東永谷 1-1-12
下永谷 1～6 丁目、上永谷 4～6 丁目
横浜市下永谷地域ケアプラザ
TEL: 045-826-2640
港南区下永谷 3-33-5
野庭町、上永谷町
横浜市野庭地域ケアプラザ
TEL: 045-848-0111
港南区野庭町 612
笹下 2～7 丁目、日野中央 1・3 丁目
横浜市日下地域ケアプラザ
TEL: 045-843-3555
港南区笹下 3-11-1
上大岡西 1～3 丁目、港南 1～6 丁目、港南中央通、 横浜市港南中央地域ケアプラザ
笹下 1 丁目、日野 1～6 丁目、上大岡東 1～3 丁目
TEL: 045-845-4100
港南区港南 4-2-7
日野南 1～7 丁目、日野 7～9 丁目、日野中央 2 丁目 横浜市日野南地域ケアプラザ
TEL: 045-836-1801
港南区日野南 3-1-11
芹が谷 1～5 丁目、東芹が谷
横浜市芹が谷地域ケアプラザ
TEL: 045-828-5181
９
港南区芹が谷 2-16-12
か 日限山 1～4 丁目、丸山台 1～4 丁目
横浜市日限山地域ケアプラザ
所
TEL: 045-827-1870
港南区日限山 1-66-55

5

業務委託法人
(福)恩賜財団
済生会支部神
奈川県済生会
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)同塵会

(福)ひまわり
福祉会
(福)杜の会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)そよかぜ
の家
(福)親善福祉
協会
(福)同塵会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
保 新井町、上菅田町
上菅田地域ケアプラザ
土
TEL: 045-371-3831
ケ
保土ケ谷区上菅田町 1696
谷 岩崎町、霞台、狩場町、岩井町、桜ケ丘 1～2 丁目、 横浜市岩崎地域ケアプラザ
区 月見台 、瀬戸ケ谷町、初音ヶ丘、花見台、保土ケ
TEL: 045-334-1551
保土ケ谷区岩崎町 37-5
谷町 1～3 丁目、帷子町、西久保町、岩間町、神戸
町
今井町、法泉 1～3 丁目、新桜ヶ丘 1～2 丁目、境木 横浜市今井地域ケアプラザ
町、藤塚町、境木本町、権太坂 1～3 丁目
TEL: 045-351-8812
保土ケ谷区今井町 412-8
仏向町、仏向西、坂本町
横浜市仏向地域ケアプラザ
TEL: 045-336-1565
保土ケ谷区仏向町 1262-3
明神台、星川 1～3 丁目、峰岡町 1～2 丁目、川辺町、 横浜市星川地域ケアプラザ
天王町、宮田町
TEL: 045-333-9500
保土ケ谷区川辺町 5-11
鎌谷町、峰沢町、岡沢町、常盤台、釜台町、和田 1 横浜市常盤台地域ケアプラザ
～2 丁目、上星川 1～3 丁目、峰岡町 3 丁目
TEL: 045-339-5701
７
保土ケ谷区常盤台 53-2
か 川島町、東川島町、西谷町
横浜市川島地域ケアプラザ
所
TEL: 045-370-1550
保土ケ谷区川島町 360-2

6

業務委託法人
(福)同愛会

(福)なでしこ
会

(福)清光会

(福)清光会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)なでしこ
会
(福)朋光会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
旭 本宿町、南本宿町、万騎が原、桐が作、大池町、二 万騎が原地域ケアプラザ
TEL: 045-362-3354
区 俣川 1～2 丁目、柏町、さちが丘、本村町
旭区万騎が原 4 番地
中白根 1～4 丁目、白根 5 丁目の一部（三菱第六団 横浜市上白根地域ケアプラザ
TEL: 045-951-3966
地自治会、白根日商自治会）
、白根 7 丁目の一部（中
旭区上白根町 112 番地
白根町内会）
、白根 8 丁目、白根町、上白根 1～3 丁
目、上白根町の中原街道の北側を除くエリア
今宿東町、今宿西町、今宿南町
横浜市今宿西地域ケアプラザ
TEL: 045-958-1251
旭区今宿西町 410－１
左近山、市沢町
横浜市左近山地域ケアプラザ
TEL: 045-353-1121
旭区左近山 1186-2
上川井町、川井本町、川井宿町、下川井町、都岡町、 横浜市川井地域ケアプラザ
矢指町
TEL: 045-955-1111
旭区川井本町 57-8
若葉台 1～4 丁目
横浜市若葉台地域ケアプラザ
TEL: 045-923-8831
旭区若葉台 4-16-1
鶴ケ峰 1～2 丁目、西川島町、川島町（国道 16 号の 横浜市鶴ケ峰地域ケアプラザ
南側）
、三反田町、小高町、鶴ケ峰本町 1～3 丁目、 TEL: 045-382-6070
今川町、四季美台
旭区鶴ケ峰 1-38-3
今宿町、東希望が丘の一部（クレール希望が丘自治 横浜市今宿地域ケアプラザ
TEL: 045-392-0309
会、東希望が丘西部自治会、希望が丘ビレッジ自治
旭区今宿町 2647-2
会、コスモ希望が丘自治会、東希望が丘ハイツ自治
会を除く）
、今宿 1～2 丁目、中沢 1～3 丁目、中尾
1～2 丁目
上白根町の中原街道の北側エリア
横浜市ひかりが丘地域ケアプラザ
TEL: 045-953-6890
旭区上白根町 807-2
中希望が丘、南希望が丘、東希望が丘の一部（クレ 横浜市南希望が丘地域ケアプラザ
ール希望が丘自治会、東希望が丘西部自治会、希望
TEL: 045-360-5095
が丘ビレッジ自治会、コスモ希望が丘自治会、東希
旭区南希望が丘 72-3
望が丘ハイツ自治会）
、善部町
金が谷、金が谷 1～2 丁目、笹野台 1～4 丁目
横浜市笹野台地域ケアプラザ
TEL: 045-367-2330
旭区笹野台 2-32-1
12 白根１～４・６丁目、白根５丁目の一部（三菱第六 横浜市白根地域ケアプラザ
か 団地自治会、白根日商自治会を除く）
、白根７丁目
TEL: 045-958-2571
所 の一部（中白根町内会を除く）
、川島町（国道 16 号 旭区白根 2-3-18 パール横浜白根
の南側を除くエリア）
ビル２階

7

業務委託法人
(福)清正会

(福)横浜市社
会福祉協議会

(福)清光会

(福)幸済会

(福)秀峰会

(福)創生会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)漆原清和
会

(福)ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽ
ﾄ福祉会
(福)誠幸会

(福)秀峰会

(福)秀峰会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
磯 東町、西町、鳳町、原町、下町、坂下町、馬場町、 横浜市根岸地域ケアプラザ
子 上町、広地町、久木町、磯子 1 丁目・8 丁目、中浜
TEL: 045-751-4801
区 町
磯子区馬場町 1-42
丸山 1～2 丁目、滝頭 1～3 丁目、岡村 1～8 丁目
横浜市滝頭地域ケアプラザ
TEL: 045-750-5151
磯子区滝頭 2-30-1
磯子 2～7 丁目、磯子台、新磯子町、森 1 丁目、新 横浜市磯子地域ケアプラザ
森町
TEL: 045-758-0180
磯子区磯子 3-1-22
汐見台、森 2～6 丁目、森が丘 1～2 丁目、中原 1～4 横浜市屏風ヶ浦地域ケアプラザ
丁目、新中原町
TEL: 045-750-5411
磯子区森 4-1-17
杉田 1～9 丁目、新杉田町、杉田坪呑
横浜市新杉田地域ケアプラザ
TEL: 045-771-3332
磯子区新杉田町 8-7
洋光台 1～6 丁目
横浜市洋光台地域ケアプラザ
TEL: 045-832-5191
７
磯子区洋光台 6-7-1
か 栗木 1～3 丁目、田中 1～2 丁目、上中里町、氷取沢 横浜市上笹下地域ケアプラザ
所 町、峰町
TEL: 045-769-0240
磯子区氷取沢町 60-17

8

業務委託法人
(福)訪問の家

(福)竹生会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)伸こう福
祉会
(福)電機神奈
川福祉センタ
ー
(福)横浜長寿
会
(福)ふるさと
自然村

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
金 富岡東 1～3 丁目 1～9 番、並木 1 丁目、昭和町、鳥 横浜市並木地域ケアプラザ
沢 浜町、白帆
TEL: 045-775-0707
金沢区富岡東 2-5-31
区
六浦町、六浦南 1～5 丁目、六浦３～５丁目、大道 1 横浜市六浦地域ケアプラザ
～2 丁目、朝比奈町、東朝比奈 1～3 丁目、
TEL: 045-786-8801
（※電話番号のおかけ間違いに
ご注意ください。
）
金沢区六浦 5-20-2
泥亀 1～2 丁目、町屋町、洲崎町、柴町、谷津町、 横浜市泥亀地域ケアプラザ
金沢町、寺前 1～2 丁目、海の公園、平潟町、野島
TEL: 045-782-2940
町、乙舳町
金沢区泥亀 1-21-5
富岡西 1～7 丁目
横浜市富岡地域ケアプラザ
TEL: 045-771-2301
金沢区富岡西 7-16-1
釜利谷東 1～4、6～8 丁目、釜利谷南 1～4 丁目、高 横浜市釜利谷地域ケアプラザ
舟台 1～2 丁目
TEL: 045-788-2901
金沢区釜利谷南 2-8-1
能見台 1～6 丁目、西柴 1～4 丁目、能見台通、能見 横浜市能見台地域ケアプラザ
台東、堀口、片吹、長浜、長浜 1～2 丁目、能見台
TEL: 045-787-0991
森
金沢区能見台東 2-1
釜利谷町、釜利谷東 5 丁目、釜利谷西 1～6 丁目、 横浜市西金沢地域ケアプラザ
みず木町
TEL: 045-788-2228
金沢区釜利谷南 3-22-3
富岡東 3 丁目 10 番以降、富岡東 4～6 丁目、並木 2 横浜市富岡東地域ケアプラザ
～3 丁目、幸浦 1～2 丁目、福浦 1～3 丁目、八景島
TEL: 045-776-2030
９
金沢区富岡東 4-13-3
か 大川、六浦東１～３丁目、六浦１～２丁目、柳町、 横浜市柳町地域ケアプラザ
所 瀬戸
TEL: 045-790-5225
金沢区柳町 1-4

9

業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)恩賜財団
済生会支部神
奈川県済生会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)同塵会

(福)すみなす
会
(福)恩賜財団
済生会支部神
奈川県済生会
(福)昴

(福)若竹大寿
会
（福）すみな
す会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
新吉田地域ケアプラザ
港 新吉田町、新吉田東 1～8 丁目
TEL: 045-592-2151
北
港北区新吉田町 6001-6
区
篠原町(表谷町内会を除く)、篠原西町、篠原台町、 横浜市篠原地域ケアプラザ
篠原東 1～3 丁目、仲手原 1～2 丁目、菊名 1～2 丁
TEL: 045-423-1230
港北区篠原東 2-15-27
目、菊名 3 丁目の一部（菊名南町自治会）
、富士塚 1
～2 丁目の一部(富士塚自治会)
高田町、高田東 1～4 丁目、高田西 1～5 丁目
横浜市高田地域ケアプラザ
TEL: 045-594-3601
港北区高田西 2-14-6
下田町 1～6 丁目、日吉本町 2 丁目・5～6 丁目
横浜市下田地域ケアプラザ
TEL: 045-563-9081
港北区下田町 4-1-1
日吉本町 1 丁目・3～4 丁目、箕輪町 1～3 丁目、日 横浜市日吉本町地域ケアプラザ
吉 1～7 丁目
TEL: 045-566-0360
港北区日吉本町 4-10-A
大豆戸町、大倉山 1～7 丁目、菊名 4～7 丁目、菊名 横浜市大豆戸地域ケアプラザ
3 丁目の一部(菊名北町町内会)、新横浜 1～3 丁目、 TEL: 045-432-4911
港北区大豆戸町 316-1
錦ヶ丘、篠原北 1～2 丁目、富士塚 2 丁目の一部(ふ
じ町内会)、篠原町の一部(表谷町内会)
綱島西 1～6 丁目、綱島東 1～6 丁目、綱島上町、綱 横浜市樽町地域ケアプラザ
島台、樽町 1～4 丁目、大曽根 1～3 丁目、大曽根台、 TEL: 045-532-2501
港北区樽町 1-22-46
師岡町
小机町、鳥山町、岸根町
横浜市城郷小机地域ケアプラザ
TEL: 045-478-1133
９
港北区小机町 2484-4
か 新羽町、北新横浜 1～2 丁目
横浜市新羽地域ケアプラザ
所
TEL: 045-542-7207
港北区新羽町 1240-1

10

業務委託法人
(福)横浜共生
会
(福)横浜市社
会福祉協議会

(福)緑峰会

(福)横浜共生
会
(福)緑峰会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)横浜共生
会
(福)秀峰会

(福)横浜共生
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
緑 十日市場町、新治町、長津田みなみ台 7 丁目一部(8 横浜市十日市場地域ケアプラザ
区 番 19～27 号・9～32 番)
TEL: 045-985-6321
緑区十日市場町 825-1
霧が丘 1～6 丁目
横浜市霧が丘地域ケアプラザ
TEL: 045-920-0666
緑区霧が丘 3-23
長津田 1～7 丁目、長津田町、いぶき野、長津田み 横浜市長津田地域ケアプラザ
なみ台 1～6 丁目・7 丁目一部(8 番 19～27 号・9～
TEL: 045-981-7755
32 番を除く)
緑区長津田 2-11-2
中山町、三保町、上山 1～3 丁目、寺山町、森の台、 横浜市中山地域ケアプラザ
台村町
TEL: 045-935-5694
緑区中山町 413-4
東本郷町、東本郷 1～6 丁目
横浜市東本郷地域ケアプラザ
TEL: 045-471-0661
緑区東本郷 5-5-6
白山 1～4 丁目、竹山 1～4 丁目、鴨居 1～7 丁目、 横浜市鴨居地域ケアプラザ
鴨居町
TEL: 045-930-1122
緑区鴨居 5-29-8
７ 西八朔町、北八朔町、小山町、青砥町
ふじ寿か園
か
（特別養護老人ホーム）
所
TEL: 045-931-1187
緑区西八朔町 773-2

11

業務委託法人
(福)神奈川県
匡済会
(福)奉優会

(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)横浜ＹＭ
ＣＡ福祉会
(福)清光会

(福)ふじ寿か
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
青 あざみ野南 1～4 丁目、荏田町、荏田北 1～3 丁目 横浜市荏田地域ケアプラザ
TEL: 045-911-8001
葉
青葉区荏田町 494-7
区
もえぎ野、柿の木台、みたけ台、上谷本町、藤が 横浜市もえぎ野地域ケアプラザ
丘 1～2 丁目、梅が丘 1～13 番地・17～33 番地、
TEL: 045-974-5402
青葉区もえぎ野 4-2
千草台、下谷本町
すみよし台、奈良町、奈良 1～5 丁目、緑山
奈良地域ケアプラザ
TEL: 045-962-8821
青葉区奈良町 1757-3
しらとり台、つつじが丘、さつきが丘、梅が丘 14 横浜市さつきが丘地域ケアプラザ
～16 番地・34～40 番地
TEL: 045-972-4769
青葉区さつきが丘 12-1
青葉台 1～2 丁目、桜台、若草台、榎が丘

12
か
所

青葉台地域ケアプラザ
℡: 045-988-0222
青葉区青葉台 2-8-22
美しが丘 4 丁目、すすき野 3 丁目 5 番地、美しが 横浜市美しが丘地域ケアプラザ
TEL: 045-901-6665
丘西 1～3 丁目、
荏子田 1～3 丁目(1 丁目 4 番地･16
青葉区美しが丘 4-32-7
番地、3 丁目 1 番地～14 番地・26 番地～28 番地を
除く)、元石川町（3,714～4,341・5,148・5,151
番地を除く）
大場町、みすずが丘、あざみ野 1～4 丁目、荏子田 横浜市大場地域ケアプラザ
TEL: 045-975-0200
1 丁目 4･16 番地、3 丁目 26～28 番地、元石川町
青葉区大場町 383-3
3,714～4,341・5,148・5,151 番地
鴨志田町、寺家町、成合町、たちばな台 1～2 丁目 横浜市鴨志田地域ケアプラザ
TEL: 045-961-6911
青葉区鴨志田町 547-3
荏田西 1～5 丁目、市ケ尾町
ビオラ市ケ尾地域ケアプラザ
TEL: 045-308-7081
青葉区市ケ尾 25-6
あかね台 1～2 丁目、恩田町、桂台 1～2 丁目、田 横浜市恩田地域ケアプラザ
奈町、松風台
TEL: 045-988-2010
青葉区あかね台 2-8-4
新石川 1～4 丁目、美しが丘 1～3 丁目、5 丁目
横浜市たまプラーザ地域ケアプラザ
TEL: 045-910-5211
青葉区新石川 2-1-15
すすき野 1～3 丁目（3 丁目 5 番地を除く）
、もみ 横浜市すすき野地域ケアプラザ
の木台、鉄町、黒須田、荏子田 3 丁目 1～14 番地
TEL: 045-909-0071
青葉区すすき野 1-8-21
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業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)試行会

(福)みどり福
祉会
(福)試行会

(福)緑成会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)ふじ寿か
会
(福)中川徳生
会
(福)みどり福
祉会
(福)緑成会

(福)若竹大寿
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
都 葛が谷、大丸、高山、平台、長坂、桜並木、仲町台 横浜市葛が谷地域ケアプラザ
TEL: 045-943-5951
筑 1～5 丁目、東方町、折本町、大熊町、川向町、荏田
都筑区葛が谷 16-3
区 東町、荏田東 1～4 丁目、荏田南町、荏田南 1～5 丁
目
東山田 1～4 丁目、東山田町、北山田 1～7 丁目、す 東山田地域ケアプラザ
みれが丘、南山田 1～3 丁目、南山田町
TEL: 045-592-5975
都筑区東山田町 270
見花山、富士見が丘、二の丸、加賀原 1～2 丁目、 横浜市加賀原地域ケアプラザ
川和台、川和町、池辺町、佐江戸町
TEL: 045-944-4640
都筑区加賀原 1-22-32
勝田町、新栄町、勝田南 1～2 丁目、早渕 1～3 丁目、 横浜市新栄地域ケアプラザ
茅ヶ崎町、茅ヶ崎中央、茅ヶ崎東 1～5 丁目、茅ヶ
TEL: 045-592-5255
５ 崎南 1～5 丁目
都筑区新栄町 19-19
か 大棚町、中川 1～8 丁目、牛久保町、牛久保 1～3 丁 横浜市中川地域ケアプラザ
所 目、牛久保西 1～4 丁目、牛久保東 1～3 丁目、中川
TEL: 045-500-9321
中央 1～2 丁目、大棚西、あゆみが丘
都筑区中川 1-1-1
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業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会

(福)横浜やま
びこの里
(福)中川徳生
会
(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)若竹大寿
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
戸 鳥が丘、上矢部町、矢部町の一部(JR 線の西側(ただ 横浜市上矢部地域ケアプラザ
TEL: 045-811-2442
塚 し踊場地区連合町内会を除く))
戸塚区上矢部町 2342
区
秋葉町、川上町、品濃町、上品濃、前田町
横浜市東戸塚地域ケアプラザ
TEL: 045-826-0925
戸塚区川上町 4-4
上倉田町、吉田町、矢部町の一部（JR 線の東側） 横浜市上倉田地域ケアプラザ
TEL: 045-865-5700
戸塚区上倉田町 259-11
汲沢 1～8 丁目、矢部町の一部（踊場地区連合町内 汲沢地域ケアプラザ
会）
、汲沢町の一部（大正連合町内会自治会を除く）
、 TEL: 045-861-1727
戸塚町の一部（踊場地区連合町内会）
戸塚区汲沢町 986
平戸 1～5 丁目、平戸町

横浜市平戸地域ケアプラザ
TEL: 045-825-3462
戸塚区平戸 2-33-57
原宿 1～5 丁目、小雀町、影取町、深谷町、俣野町、 横浜市原宿地域ケアプラザ
東俣野町、汲沢町の一部（大正連合町内会自治会）
TEL: 045-854-2291
戸塚区原宿 4-36-1
上柏尾町、柏尾町、舞岡町、南舞岡 1～4 丁目
横浜市舞岡柏尾地域ケアプラザ
TEL: 045-827-0371
戸塚区舞岡町 3705-10
戸塚町の一部（踊場地区連合町内会を除く）
横浜市南戸塚地域ケアプラザ
TEL: 045-865-5960
戸塚区戸塚町 2626-13
下倉田町
横浜市下倉田地域ケアプラザ
TEL: 045-866-2020
10
戸塚区下倉田町 1951-8
か 名瀬町
横浜市名瀬地域ケアプラザ
所
TEL: 045-815-2011
戸塚区名瀬町 791-14
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業務委託法人
(福)であいの
会
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)開く会

(福)横浜博萌
会

(福)聖ヒルダ
会
(福)聖母会

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)朋光会

(福)開く会

(福)朋光会

区
担当地域
栄 飯島町、長沼町、金井町、本郷台 1～5 丁目
区
鍛冶ケ谷 1～2 丁目、鍛冶ヶ谷町（中野町隣接）
、元
大橋 1～2 丁目、中野町、若竹町、東上郷町、上郷
町(千載橋以北)、亀井町、尾月、
公田町、桂台北、桂台中、桂台西 1～2 丁目、桂台
東、桂台南 1～2 丁目
小菅ケ谷 1～4 丁目、小菅ケ谷町、小山台 1～2 丁目、
柏陽、桂町、鍛冶ケ谷町(中野町隣接を除く)
笠間 1～5 丁目、笠間町、長尾台町、田谷町
６
か 庄戸 1～5 丁目、長倉町、野七里 1～2 丁目、上郷町
所 (千載橋以南)、上之町、犬山町

区
泉 上飯田町
区

担当地域

施設名・電話番号・所在地
横浜市豊田地域ケアプラザ
TEL: 045-864-5144
栄区飯島町 1368-10
横浜市中野地域ケアプラザ
TEL: 045-896-0711
栄区中野町 400-2
横浜市桂台地域ケアプラザ
TEL: 045-897-1111
栄区桂台中 4-5
横浜市小菅ケ谷地域ケアプラザ
TEL: 045-896-0471
栄区小菅ケ谷 3-32-12
横浜市笠間地域ケアプラザ
TEL: 045-890-0800
栄区笠間 1-1-1
横浜市野七里地域ケアプラザ
TEL: 045-890-5331
栄区野七里 1-2-31

施設名・電話番号・所在地
横浜市上飯田地域ケアプラザ
TEL: 045-802-8200
泉区上飯田町 1338-1
下飯田町、和泉町 1～3,299 番、下和泉 1～5 丁目、 横浜市下和泉地域ケアプラザ
和泉が丘 1～3 丁目、和泉中央南 1 丁目 8～42 番、
TEL: 045-802-9920
2 丁目 27～39 番、3 丁目 20 番、22～29 番、4 丁目
泉区和泉が丘 1-26-1
21～24 番、25 番(17～18 号)、26～33 番、5 丁目 18
番(28 号)、19～23 番、29～31 番
白百合 1～3 丁目、中田町、中田北 1～3 丁目、中田 横浜市踊場地域ケアプラザ
東 1～4 丁目、中田西 1～4 丁目、中田南 1～5 丁目
TEL: 045-801-2920
泉区中田東 1-4-6
６ 和泉町 3300 番～4999 番、和泉町 5000 番～5999（都 横浜市いずみ中央地域ケアプラザ
か 市計画道路権太坂和泉線の南側）
、和泉中央南 1 丁
TEL: 045-805-1700
所 目 1 番～7 番、2 丁目 1 番～26 番、3 丁目 1 番～19
泉区和泉町 4732-1
番、21 番、4 丁目 1 番、3～20 番、25 番（3 号、19
～22 号）
、5 丁目１番～17 番、18 番（3 号、5～7 号、
19 号、29 号）
、24～28 番、和泉中央北 1～3 丁目
岡津町、弥生台、西が岡 1～3 丁目、領家 1～4 丁目、 横浜市新橋地域ケアプラザ
桂坂、緑園 1～7 丁目、新橋町、池の谷
TEL: 045-813-3877
泉区新橋町 33-1
和泉町 5000 番～5999 番（都市計画道路権太坂和泉 横浜市いずみ野地域ケアプラザ
線の北側）
、和泉町 6000 番以降
TEL：045-800-0322
泉区和泉町 6214-1
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業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)杜の会

(福)訪問の家

(福)横浜市福
祉サービス協
会
(福)同塵会

(福)伸こう福
祉会

業務委託法人
(福)公正会

(福)横浜市社
会福祉協議会

(福)神奈川県
匡済会
(福)横浜市福
祉サービス協
会

(福)開く会

(福)横浜市福
祉サービス協
会

区
担当地域
施設名・電話番号・所在地
、宮 横浜市二ツ橋地域ケアプラザ
瀬 三ツ境、二ツ橋町の一部（相鉄本線から南側）
TEL: 045-361-9807
谷 沢 1～4 丁目
瀬谷区二ツ橋町 83-4
区
阿久和東 1～4 丁目、阿久和西 1～4 丁目、阿久和南 横浜市阿久和地域ケアプラザ
1～4 丁目
TEL: 045-365-9892
瀬谷区阿久和南 2-9-2
中屋敷 1～3 丁目、本郷 1～4 丁目、竹村町、上瀬谷 横浜市中屋敷地域ケアプラザ
町、目黒町、五貫目町、北町、卸本町、瀬谷町、中
TEL: 045-303-8100
央、瀬谷 4 丁目
瀬谷区中屋敷 2-18-6
瀬谷 5～6 丁目、南瀬谷 1～2 丁目、南台 1～2 丁目、 横浜市下瀬谷地域ケアプラザ
下瀬谷 1～3 丁目、橋戸 1～3 丁目、北新
TEL: 045-304-1291
５
瀬谷区下瀬谷 2-44-6
か 二ツ橋町の一部（相鉄本線から北側）
、東野、東野 横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ
所 台、相沢 1～7 丁目、瀬谷 1～3 丁目
TEL: 045-360-7855
瀬谷区二ツ橋町 469

【参 考】地域包括支援センターの区別設置箇所数
区 名

地域包括支援センター

鶴 見 区
神奈川区
西
区
中
区
南
区
港 南 区
保土ケ谷区
旭
区
磯 子 区

９
８
４
６
８
９
７
12
７

区 名
金
港
緑
青
都
戸
栄
泉
瀬

地域包括支援センター

沢 区
北 区
区
葉 区
筑 区
塚 区
区
区
谷 区

横浜市 計

16

９
９
７
12
５
10
６
６
５
１３９

業務委託法人
(福)横浜市社
会福祉協議会
(福)湘南遊愛
会
(福)誠幸会

(福)同塵会

(福)横浜市社
会福祉協議会

