日常生活の支援（居住系サービス）
◆施設入所支援
名称

青葉メゾン
横浜訓盲院
光の丘

郵便番号

所在地

227-0036 横浜市青葉区奈良町1757-3
231-8674 横浜市中区竹之丸181
241-0005 横浜市旭区白根7-10-6

電話番号

FAX番号

メールアドレス

045-962-8821 045-962-9847
045-641-3939 045-641-1175
045-951-2620 045-951-8649 seijin@shirane.or.jp

ＨＰ

https://www.shikoukai.jp/aoba/index.html
https://yokohamakunmouin.com/
https://www.shirane.or.jp/facilities/hikarinooka/

◆共同生活援助
名称

第1ナザレンホーム
ケアホーム ひだまり
青葉マナ
第2ナザレンホーム
地域生活センター かたつむりの家
紡ぎ舎・根岸
ビーンズハウス
グループホーム さくら
グループホーム 大きな家
グループホーム アガペ
恵友ホーム
ハイムくるみ
グループホームマバエット
アレグリア
グループホーム ふぁん
ヒルズひばり
ル・ミストラル金沢文庫Ⅱ
グループホーム 麦の家
ポート葦
ホーム歩
光の丘(ホーム丘)
みんなの家 さあくる
メゾンあかしゅ
グループホーム レオ
みんなの家 すてっぷ
ウイズ
石川ハイツ
riff
ハイツ四季
クローバー
コーポあき
ソーシャルインクルーホーム横浜笠間
セラヴィ横浜
きゃんばす
グループホーム「下宿屋」
グループホーム フーガ
グループホーム 遊歩
グループホームにじ
グループホームコモド

郵便番号

所在地

221-0015 横浜市神奈川区神ノ木町10-14
221-0801 横浜市神奈川区神大寺4-10-31
227-0064 横浜市青葉区田奈町44-35
230-0076 横浜市鶴見区馬場3-9-29
231-0806 横浜市中区本牧町1-254
231-0836 横浜市中区根岸町1-26-5 根岸ビル2階・4階
231-0842 横浜市中区上野町2-71-5 上野ビル3階
231-0851 横浜市中区山元町3-159-16
231-0851 横浜市中区山元町3-159-16
232-0033 横浜市南区中村町5-316-142
232-0034 横浜市南区唐沢３５－５
232-0042 横浜市南区堀ノ内町2-141-6
232-0052 横浜市南区井土ヶ谷下町25-2
235-0004 横浜市磯子区下町7-13
235-0023 横浜市磯子区森6-11-3
235-0041 横浜市磯子区栗木3-35-17
236-0012 横浜市金沢区柴町32-125
236-0026 横浜市金沢区柳町18-6 今野ビル2-A
240-0065 横浜市保土ケ谷区和田1-10-26
241-0005 横浜市旭区白根７-17-20 新港木材工業所内
241-0005 横浜市旭区白根7-10-6
241-0012 横浜市旭区西川島町28-2
241-0804 横浜市旭区川井宿町2-38
244-0003 横浜市戸塚区戸塚町3746-3
245-0009 横浜市泉区新橋町1374-4
245-0015 横浜市泉区中田西1-3-6
245-0016 横浜市泉区和泉町4874-1
245-0023 横浜市泉区和泉中央南1-5-43
245-0023 横浜市泉区和泉中央南1-2-32
245-0067 横浜市戸塚区深谷町826-1
246-0013 横浜市瀬谷区相沢6-38-1
247-0006 横浜市栄区笠間5-34-23
247-0007 横浜市栄区小菅ケ谷1-31-10
247-0034 横浜市栄区桂台中8-8
253-0082 茅ヶ崎市香川5-4-24 コミュニティ香川B-3
214-0013 川崎市多摩区登戸新町37 サンモール201
214-0014 川崎市多摩区登戸2950-1 ときわハイツ1階
214-0031 川崎市多摩区東生田2-7-9
216-0041 川崎市宮前区野川本町1-31-19

電話番号

FAX番号

045-421-0171
045-620-0033
045-981-3650
045-623-5318
050-3708-3121
045-629-5655
045-663-3295
045-681-8552
045-253-9272
045-253-7544
045-334-8731
045-715-9498
045-750-5071
045-370-9777
045-374-3860
045-353-7914
045-349-4881
045-489-4402
045-953-3307
045-951-2620
045-438-3722
045-442-7345
045-866-2415
045-810-1251
045-804-5018
045-802-9703
045-806-2150
045-801-5552
045-392-6926
045-302-0853
045-392-8153
045-515-5076
045-894-9313
0467-89-5220
044-922-1881
044-934-4155
044-966-5017
044-872-9723

045-421-0171
045-620-0033
045-981-3650
045-623-5319
045-345-7567
045-629-5088
045-663-3295
045-681-8552
045-253-9272
045-253-7544
045-715-6763
045-715-9498
045-750-5072
045-353-7810
045-350-3848
045-353-7931
045-349-4881
045-489-4402
045-953-7747
045-951-8649
045-438-3724
045-442-7345
045-866-2415
045-810-1252
045-804-5018
045-802-9703
045-438-9316
045-801-5552
045-392-6927
045-302-0853
045-392-8154
045-567-7601
045-894-9313
0467-89-5221
044-934-4155
044-966-5017
044-872-9005

メールアドレス
nazare-hijirizaka@nifty.com
-

ＨＰ
http://hijirizaka-gakuen.jp/nazare/home.html
https://wakatake.net/facility/6221/

manamana@do7.itscom.net

http://home.d08.itscom.net/aobanoki/service_mana.html

nazare-hijirizaka@nifty.com

http://hijirizaka-gakuen.jp/nazare/home-sec.html

-

https://www.nkclc.info/グループホーム紹介1/かたつむりの家/

ebe.korokoro@gmail.com

https://www.korotsumu.co.jp/

office@batjp.com

http://www.batjp.com/
-

https://yokohamakunmouin.com/grouphome.html

-

https://yokohamakunmouin.com/grouphome.html

-

-

-

http://keiyuu.or.jp/index.html

-

http://www.yui-yui.net/archives/business/haim_kurumi

kottonpapa@houmon-no-ie.or.jp(法人)

https://www.houmon-no-ie.or.jp/renewal/GroupHome/gh-alegria.php

-

-

-

-

-

http://npo-en.net/mugi/

-

-

seinen@shirane.or.jp(法人)

https://www.shirane.or.jp/facilities/ayumi/

seijin@shirane.or.jp(法人)

https://www.shirane.or.jp/facilities/hikarinooka/

-

https://www.npo-core.com/

-

http://kiginokai.wp.xdomain.jp/

-

https://www.deainokai.com/leo-group-home.html

-

https://www.npo-core.com/

-

http://www.hirakukaicp.or.jp/grouphome/

ishikawa@syafuku-tsumugi.jp(法人)

http://www.syafuku-tsumugi.jp/profile10020.html

-

-

-

https://www.shikinokai.jp/index.php

-

https://clover.or.jp/

seyafukushihome@mtc.biglobe.ne.jp(法人)

http://seyafukushihome.org/corpoaki.html

-

https://www.socialinclu.co.jp/office/ソーシャルインクルーホーム横浜笠間

-

https://www.cest-la-vie.site/blank-4

-

https://www.houmon-no-ie.or.jp/renewal/GroupHome/gh-canvas.php

sfc.g-st@abelia.ocn.ne.jp

http://shonan-fukusi.or.jp/carehomepage/2014/03/17/211552/

-

-

-

https://perinomura.org/doku.php/grouphome

-

-

◆自立生活援助
名称

生活支援センター西
横浜市神奈川区精神障害者生活支援センター
地域活動ホーム どんとこい・みなみ
横浜市磯子区精神障害者生活支援センター

郵便番号

所在地

220-0055 横浜市西区浜松町3-14 OTビル1階
221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-4 はーと友神奈川4階
232-0033 横浜市南区中村町4-270-3
235-0023 横浜市磯子区森4-1-17 3階

電話番号

FAX番号

メールアドレス

045-252-2414
045-322-2902
045-264-2866
045-761-3032

045-348-9090
045-322-2908
045-264-2966
045-750-5301

-

http://centernishi.sun.bindcloud.jp/

ＨＰ

-

https://yccc.jp/mental/life-support/kanagawa/

-

https://www.y-kyousei.or.jp/dontokoi/index.htm

-

https://yccc.jp/mental/life-support/isogo/

