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社会福祉法人 秀峰会
設　立　昭和58 年10月5日
理事長　櫻井  大

＜テーマ＞
　　天に星　地に花　人に愛

＜理念＞ 人間が主体である
連帯の輪を無限に広げていく
日に日に新たな今日を創造していく

事業所案内
Of f ice information

社会福祉法人秀峰会社会福祉法人秀峰会

秀峰会のサービス事業

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
社会福祉法人や地方自治体が運営する公的な施設で、主に重度
の要介護状態にある高齢者を対象に食事や入浴、排泄の介助、
機能訓練、健康管理などを中心に提供します。

短期入所生活介護（ショートステイ）
家庭における介護が一時的に困難になった時などに、施設に短
期間滞在し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やレク
リエーション等を受けられるサービスです。

横浜市地域ケアプラザ（横浜市委託事業）
福祉保健活動や交流の拠点となる在宅介護支援施設で、横浜市
から委託を受けた事業所が居宅介護支援、通所介護ほか、地域
包括支援、地域活動交流、介護予防支援などを提供します。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
認知症の方が家庭的な雰囲気の中で共同生活を送る施設。利用者
がそれぞれ役割をもって家事をするなどして、認知症の症状の進
行を緩和し、安心して生活が送れるようになることを目指します。

通所リハビリテーション（デイケア）
リハビリ特化型デイサービスで、心身の機能の維持・回復のた
めに主治医が必要と認める場合に、介護老人保健施設、病院、
診療所、事業所などに通い、リハビリを受けるサービスです。

小規模多機能型居宅介護
利用者の住み慣れた地域で、事業所への通いによるサービスを中
心に、スタッフが利用者宅を訪問したり、事業所に宿泊したりする
ことができるサービスです。

居宅介護支援（ケアマネジャー）
利用者やその家族の心身状況や意向に応じて適切なサービスが
利用できるように、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成を
したり、個々のサービス事業者との調整を行います。

訪問介護（ホームヘルプ）
ホームヘルパー（訪問介護員）が利用者の自宅を訪問して、食
事や排泄の介助、衣服の着脱や身体の清拭などの身体介護や、
掃除、洗濯などの生活援助を行うサービスです。

夜間対応型訪問介護
高齢者が可能な限り自宅で生活を送れるよう、夜間帯に介護員が
訪問し、生活を支援します。定期的に訪問する「定期巡回」と通
報により対応する「随時対応」の 2種類のサービスがあります。

訪問看護
病気や障害を持った人が住み慣れた地域で、その人らしく療養
生活を送れるよう、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを
提供しながら自立の支援をするサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密
接に連携しながら、計画にそった1日複数回の定期巡回と、
必要に応じて対応・訪問する随時対応を行います。

訪問入浴介護
施設や自宅での入浴が難しい方に対し、看護職員や介護職員が
自宅を訪問し、居室内に浴槽を運び込み、3名が 1チームとなっ
て入浴サービスを提供します。

保育園
保護者が働いているなどの何らかの理由によって家庭に代わり、
子どもの健全な心身の発達を図ることを目的に保育を行う通所
の児童福祉施設です。

通所介護（デイサービス）
対象の高齢者が事業所に通い、食事や入浴、健康チェック、機能
訓練などを行い、孤独感解消、心身機能の維持回復だけでなく、
家族の介護の負担軽減を図ります。

認知症対応型通所介護
認知症の方が対象で、事業所などに通い、少人数で家庭的な雰囲
気の中、入浴や食事の介助、リハビリやレクリエーションなどを受
けるサービスです。

診療所（在宅療養支援）
医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、慢性疾患やターミナル
ケアなど通院が困難な方に対し、健康管理や在宅での療養支援
を行います。



旭  区 さくら苑
●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム71人）
●短期入所生活介護（ショートステイ 11人）　●訪問入浴
〒241-0806 横浜市旭区下川井町360
※相鉄線「二俣川」駅北口よりバス・「旭高校入口」より徒歩５分

電話：045-952-1111/FAX:045-952-2211 【昭和59年開所】

泉  区 花の生活館  ［弥生台事業所］
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒245-0008 横浜市泉区弥生台13-4　横山ビル202
※相鉄いずみ野線「弥生台」駅より徒歩２分
電話：045-813-3030/FAX:045-813-3714 【平成12年開所】

泉  区 花の生活館  ショートステイセンター
●短期入所生活介護（ショートステイ50人）
〒245-0002 横浜市泉区緑園4丁目6番地1
※相鉄線「緑園都市」駅より徒歩４分
電話：045-813-1111/FAX:045-813-3322
 【平成5年開所】

港南区 瑞穂の大地  （みずほのだいち）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒234-0051 港南区日野5-1-25  ライオンズマンション上大岡 １F 
※市営地下鉄「港南中央」駅より徒歩12分
電話：045-846-9958/FAX：045-846-9961 【平成17年開所】

港南区 瑞穂の大地  デイケアセンター
●通所リハビリテーション（デイケア)
〒234-0051　横浜市港南区日野5丁目4-18
※バス停「新吉原橋」より徒歩5分
電話：045-846-9957/FAX：045-846-9933
 【平成20年開所】

金沢区 陽光の大地  （ようこうのだいち）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒236-0042 横浜市金沢区釜利谷東2-3-10 いしかたビル4階
※京浜急行「金沢文庫」駅より徒歩6分
電話：045-489-6002/FAX：045-781-3221 【平成20年開所】

戸塚区 希望の大地  （きぼうのだいち）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町545番地30　クライテリア東戸塚１階

※ＪＲ線「東戸塚」駅より徒歩8分
電話：045-825-3311/FAX：045-825-3363 【平成24年開所】

西　区 銀鈴の詩  （ぎんれいのうた）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒220-0023 横浜市西区平沼1-1-15ルピナス平沼2F
※「横浜」駅東口より徒歩８分
電話：045-290-1177/FAX:045-290-1178 【平成15年開所】

中　区 銀杏の大樹  （いちょうのたいじゅ）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒231-0023 横浜市中区山下町252　グランベル横浜ビル3階-EF
※JR根岸線「関内」駅より徒歩5分
電話：045-650-2040/FAX:045-650-2047 【平成18年開所】

港北区 欅の大樹  （けやきのたいじゅ）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）  ●訪問介護  ●訪問
看護  ●訪問入浴  ●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒223-0053 横浜市港北区綱島西1-10-10　第5吉田ビル 3階
※東急東横線「綱島」駅徒歩3分
電話：045-834-7015/FAX：045-834-7035 【平成21年開所】

港北区 ナース24港北 
●訪問看護
〒222-0036 横浜市港北区小机町2543-13 サンドラビル2階

※JR横浜線「小机」駅より徒歩2分
電話：045-548-9930/FAX：045-548-8100

【平成28年開所】

港北区 みずほクリニック港北
●療養支援診療所
〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-7-19 鈴喜ビル5階

※JR横浜線・市営地下鉄「新横浜」駅徒歩6分
電話：045-473-4433/FAX：045-473-4555
 【平成23年開所】

港南区 みずほクリニック
●療養支援診療所
〒234-0051 横浜市港南区日野5丁目4-18
※バス停「新吉原橋」より徒歩5分
電話：045-846-9955/FAX：045-846-9933
 【平成20年開所】

神奈川区 椚の大樹  （くぬぎのたいじゅ）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-9-2 グレース竹和壱番館２階

※JR「東神奈川」駅より徒歩1分
電話：045-548-5731/FAX:045-548-5734 【平成22年開所】

青葉区 青葉の大地  （あおばのだいち）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
●訪問介護　●訪問看護
〒227-0054 横浜市青葉区しらとり台1-7 ヴァンテアンビル３階

※東急田園都市線「青葉台」駅より徒歩6分
電話：045-989-6521/FAX:045-989-6525 【平成23年開所】

緑  区 翡翠の舞  （ひすいのまい）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
●訪問介護　●訪問看護
〒226-0014 横浜市緑区台村町337　台和ビル１Ｆ
※ＪＲ横浜線「中山」駅より徒歩6分
電話：045-482-6611/FAX:045-482-6614 【平成15年開所】

緑  区 りんどう  （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒226-0025 横浜市緑区十日市場町827-6  リバーサイド第２
※JR横浜線「十日市場」駅より徒歩5分
電話：045-507-8831/FAX:045-507-8832
 【平成24年開所】

南　区 ひなげし  （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒232-0054  横浜市南区大橋町1-1-5  F-TERRACE 1階
※市営地下鉄「蒔田駅」駅より徒歩6分 
電話：045-341-3399/FAX：045-341-3299
 【平成26年開所】

旭  区 真珠の詩  デイサービスセンター
●認知症対応型通所介護
〒241-0806 横浜市旭区下川井町360番地
※相鉄線「二俣川」駅北口よりバス・「旭高校入口」より徒歩５分

電話：045-952-5566/FAX:045-952-2211
 【平成8年開所】

旭  区 樹林の風  （じゅりんのかぜ）
【高齢者グループホーム】
●認知症対応型共同生活介護（ 9人）
〒241-0806 横浜市旭区下川井町218番地2
※相鉄線「二俣川」駅北口よりバス・「旭高校入口」より徒歩5分

電話：045-953-1010/FAX:045-953-9999 【平成9年開所】

都筑区 すいせん  （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒224-0055 横浜市都筑区加賀原1-23-28 ヴェルディーラ１階

※市営バス「加賀原」バス停より徒歩2分
　又は「石橋」バス停より徒歩5分
電話：045-507-8311/FAX：045-507-8312 【平成24年開所】

都筑区 春風の丘  （はるかぜのおか）
【高齢者グループホーム】
●認知症対応型共同生活介護（9人×2ユニット：18人）
〒224-0014 横浜市都筑区牛久保東3丁目23-35
※市営地下鉄「センター北」駅より徒歩１5分
電話：045-350-5691 【平成20年開所】

都筑区 翠嵐の風  （すいらんのかぜ）
【高齢者グループホーム】
●認知症対応型共同生活介護（9人×3ユニット：27人）
〒224-0001 横浜市都筑区中川8丁目11番18号
※市営地下鉄「センター北」駅より徒歩10分
電話：045-914-6633/FAX：045-914-6673 【平成16年開所】

都筑区 楠の大樹  （くすのきのたいじゅ）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
●訪問介護　●訪問看護
〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央48-11 ミオカステーロセンター南202

※市営地下鉄「センター南」駅より徒歩１分
電話：045-507-8021/FAX：045-507-8024 【平成24年開所】

都筑区 都筑の春  （つづきのはる）
【高齢者グループホーム】
●認知症対応型共同生活介護（9人×2ユニット：18人）
〒224-0001 横浜市都筑区中川4丁目20-11
※市営地下鉄「中川」駅より徒歩10分
電話：045-914-7722/FAX:045-914-7724 【平成15年開所】

保土ヶ谷区 豊穣の大地  （ほうじょうのだいち）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒240-0065 横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1　朋和ビル2F
※相鉄線「和田町」駅より徒歩3分
電話：045-308-7617/FAX：045-337-0802 【平成20年開所】

保土ヶ谷区 うの花  （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒240-0061  横浜市保土ヶ谷区峰沢町47-1
※市営地下鉄「三ッ沢上町 」駅より徒歩8分
電話：045-459-5751/FAX：045-459-5761
 【平成25年開所】

保土ヶ谷区 若草の丘  （わかくさのおか）
【高齢者グループホーム】
●認知症対応型共同生活介護（グループホーム9人）
〒240-0021  横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町3-192
※保土ヶ谷駅よりバス、「樹源寺」下車徒歩 3分
電話：045-315-6431/FAX:045-315-6432 【平成27年開所】

旭  区 銀の舞  （ぎんのまい）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒241-0821  横浜市旭区二俣川1-2  二宮ビル302 
※相鉄線「二俣川」駅より徒歩３分
電話：045-364-7799/FAX:045-365-6666 【平成8年開所】

泉  区 風の生活館
●通所介護（デイサービス）
●認知症対応型共同生活介護（ 9人）
〒245-0016 横浜市泉区和泉町5932-3
※相鉄いずみ野線「弥生台」駅、市営地下鉄「立場」駅より徒歩１５分

電話：045-800-5555/FAX:045-800-5556 【平成13年開所】

旭  区 さくら苑
●訪問介護　●訪問看護
〒241-0816　横浜市旭区笹野台1-1-22　第一櫻ビル1Ｆ
但し訪問看護は第一櫻ビル２Ｆ
※相鉄線「三ツ境」駅より徒歩３分
電話：045-369-4411/FAX:045-369-4455 【平成11年開所】

旭  区 生活デザイン館
●居宅介護支援事業 （ケアプラン作成）
〒241-0816　横浜市旭区笹野台1-1-22 第一櫻ビル1F
※相鉄線「三ツ境」駅より徒歩３分
電話：045-369-3333/FAX:045-369-4455
 【平成13年開所】

旭  区 横浜市川井地域ケアプラザ
●地域活動交流　●地域包括支援センター　●居宅介護支援事業（ケア

プラン作成）　●通所介護（デイサービス）　●認知症対応型通所介護

〒241-0803 横浜市旭区川井本町57番地8
※相鉄線「三ツ境」駅よりバス、若葉台中央行「東根」より徒歩4分

電話：045-955-1111/FAX:045-952-1110 【平成10年開所】

港北区 横浜市城郷小机地域ケアプラザ
●地域活動交流　●地域包括支援センター　●居宅介護支援事業（ケア

プラン作成）　●通所介護（デイサービス）　●認知症対応型通所介護

〒222-0036 横浜市港北区小机町2484-4
※JR横浜線「小机」駅より徒歩１分
電話：045-478-1133/FAX:045-478-1155 【平成16年開所】

南　区 桜樹の森  通町事業所
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒232-0056 横浜市南区通町4-94 　神奈中弘明寺ビル2F
※市営地下鉄「弘明寺」駅より徒歩2分
電話：045-720-5151/FAX:045-730-0223 【平成14年開所】

南　区 南永田桜樹の森  （ みなみながたおうじゅのもり）

●介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム 82人）　●短期入所
生活介護（ショートステイ 10人）　●居宅介護支援事業　●訪問
入浴　●通所介護（デイサービス）　●認知症対応型通所介護
〒232-0073　横浜市南区永田南1-2-37
※京浜急行「弘明寺」駅より徒歩10分
電話：045-711-2200/FAX:045-711-3335 【平成14年開所】

南　区 横浜市中村地域ケアプラザ
●地域活動交流　●地域包括支援センター　●居宅介護支援事業（ケア

プラン作成）　●通所介護（デイサービス）　●認知症対応型通所介護

〒232-0033横浜市南区中村町2-120-3
※市営地下鉄「阪東橋」駅、「伊勢佐木長者町」駅より徒歩約12分
電話 ：045-260-5100/FAX:045-260-5102 【平成18年開所】

都筑区 しょうぶ  （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒224-0007  横浜市都筑区荏田南3-12-14
※バス停「荏田高校前」より徒歩5分 
電話：045-482-7272/FAX：045-482-7273
 【平成25年開所】

都筑区 つくし保育園 センター南
●保育事業
〒224-0032 横浜市都筑区茅ヶ崎中央49-10
※横浜市営地下鉄「センター南」駅より徒歩1分
電話：045-482-6011/FAX：045-482-6012
 【平成25年開所】

旭  区 横浜市笹野台地域ケアプラザ
●地域活動交流　●地域包括支援センター
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
〒241-0816　横浜市旭区笹野台2-32-1
※相鉄線「三ツ境」駅よりバス、よこはま動物園行 「楽老峰」より徒歩５分

電話：045-367-2330/FAX:045-367-2331 【平成25年開所】

旭  区 横浜市白根地域ケアプラザ
●地域活動交流　●地域包括支援センター
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
〒241-0005　横浜市旭区白根2-3-18  パール横浜白根ビル2階
※相鉄線「鶴ヶ峰」駅より徒歩16分／相鉄線「西谷駅」より徒歩10分

電話：045-958-2571/FAX:045-951-0031 【平成26年開所】

栄  区 水明の大地  （すいめいのだいち）
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●訪問入浴  
〒247-0006 横浜市栄区笠間2-17-4 土居ビル1階
※ＪＲ線「大船駅」笠間口より徒歩7分
電話：045-435-5761/FAX:045-435-5791 【平成26年開所】

関連事業 サクラサービス（株） （本社）
●福祉用具貸与
〒242-0023 大和市渋谷1-7-9
※小田急線「高座渋谷」駅より徒歩10分
電話：046-279-5599/FAX：046-279-5600
 【平成15年開所】

関連事業 さくら訪問マッサージ
●マッサージ　●はりきゅう
〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡1-2 菱興新高島台ビル 4F-C1
※「横浜」駅西口より徒歩12分
電話：045-317-8814/FAX：045-317-8824 【平成18年開所】

関連事業 さくらデイリハセンター
●機能訓練・リハビリ デイサービス
〒232－0012
横浜市南区南吉田町1-14-5  南横浜DKビル2F
電話：045-334‐7817/FAX：045-334‐7818

関連事業 さくらデイリハセンター  東戸塚
●機能訓練・リハビリ デイサービス
〒244‐0801
横浜市戸塚区信濃町545‐30 クライテリア東戸塚1F
電話：045-825‐0133/FAX：045-825‐0134

関連事業 さくらトラベル（株） 
●旅行業（海外・国内）
〒221-0844
横浜市神奈川区沢渡1-2 菱興高島台ビル 4F-A
※「横浜」駅西口より徒歩12分
電話：045-322-5335/FAX：045-290-0699

関連事業 サクラサービス（株） （追浜営業所）
●福祉用具貸与
〒237-0061 横須賀市夏島町16-1
※京浜急行「追浜駅」より徒歩15分
電話：046-869-2202/FAX：046-869-2203 

磯子区 南介護保険センター   磯風の謡
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護　
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護
〒235-0016 横浜市磯子区磯子3-8-20 リバテｲ磯子１Ｆ
※ＪＲ「磯子」駅より徒歩8分
電話：045-353-8751/FAX:045-353-8754 【平成11年開所】

磯子区 磯風の謡  （いそかぜのうた）
●通所介護（デイサービス）
●認知症対応型共同生活介護（ 9人）
〒235-0023 横浜市磯子区森5丁目5-53
※京浜急行「屏風浦」駅より徒歩5分
電話：045-751-3333/FAX:045-751-3454 【平成12年開所】

磯子区 銀らんの丘  （ぎんらんのおか）
●認知症対応型共同生活介護（ 2ユニット18人）
●通所介護（デイサービス）
〒235-0013 横浜市磯子区広地町11-41
※JR根岸線「根岸」駅よりバス磯子駅前、上大岡駅前行き「仲之町」下車徒歩3分

電話：045-750-5548/FAX:045-750-5576 【平成18年開所】

戸塚区 つくし保育園  東戸塚
●保育事業
〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町545番地30
クライテリア東戸塚１階
※ＪＲ線「東戸塚」駅より徒歩8分
電話：045-825-1555/FAX：045-825-1560 【平成24年開所】

港南区 つくし保育園  上大岡
●保育事業
〒233-0007  横浜市港南区大久保1-8-4
※京浜急行線・市営地下鉄「上大岡駅」より徒歩5分
電話：045-353-3030/FAX：045-353-3087
 【平成27年開所】

2016 年 7月現在

鶴見区 銀河の詩  ［鶴見駅前事業所］
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）　●訪問介護
●訪問看護　●定期巡回随時対応型訪問介護看護 
〒230-0051  横浜市鶴見区鶴見中央4-32-1 UNEXビル801
※JR「鶴見」駅、京浜急行「京急鶴見」駅より徒歩6分
電話：045-508-2626/FAX：045-947-2811 【平成17年開所】

鶴見区 こでまり  （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒230-0074  横浜市鶴見区北寺尾2-8-14
※バス停「寺尾中学入口」より徒歩1分 
電話：045-717-7450/FAX：045-717-7451
 【平成26年開所】

鶴見区 ひめゆり （小規模多機能型居宅介護）
●小規模多機能型居宅介護
〒230-0076  横浜市鶴見区馬場3-9-29  1階
※鶴見駅よりバス、「宝蔵院前」より徒歩1分 
電話：045-834-8610/FAX：045-834-8605
 【平成27年開所】

鶴見区 横浜市馬場地域ケアプラザ
●地域活動交流　●地域包括支援センター
●居宅介護支援事業（ケアプラン作成）
〒230-0076  横浜市鶴見区馬場 7-11-23
※バス停 「馬場七丁目」より徒歩1分
電話：045-576-4231/FAX:045-576-4232 【平成27年開所】

鶴見区 銀河の詩  （ぎんがのうた）
●通所介護（デイサービス） ●認知症対応型通所介護
●認知症対応型共同生活介護（グループホーム9人）
〒230-0051 横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40
※JR「鶴見」駅、京浜急行「京急鶴見」駅より徒歩15分
電話：045-508-2895/FAX：045-508-2828 【平成17年開所】


