
 
神奈川県子ども・子育て支援推進事業者登録簿 

 

認証年月日 平成22年３月１日 認 証 番 号 １６６ 

登録年月日 平成22年３月１日 登 録 番 号 １６６ 

 

事 業 者 

 

名称（氏名） 社会福祉法人秀峰会 

代 表 者 名 理事長 櫻井 大 

所在地（住所） 神奈川県横浜市旭区下川井町360番地 

１ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（以下「育児・介護休業法」とい

う。）に基づく従業員の子の養育に関する措置の状況 

(1) 育児・介護休業法に関してあらかじめ定めるべき事項等（育児・介護休業法第21条関連） 

☑ 育児休業中の待遇（賃金その他の経済的給付等）に関する就業規則等の定め 

☑ 休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項 

☑ その他（休業期間が終了した場合の労務の提供時期等）の事項 

(2) 雇用管理及び職業能力の向上等に関する措置（育児・介護休業法第22条関連） 

☑ 原職等へ復帰させる配慮等労働者の配置等雇用管理についての工夫 

□ 雇用保険法施行規則第139条第２項に規定する育児休業者職場復帰プログラムの実施等労働者の状況に

応じた計画的な職業能力の開発等の措置の実施                                  

(3) 子の養育を行う労働者に対する措置（育児・介護休業法第24条関連） 

☑ ３歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対する就業しながら子の養育を容易にするための措

置（育児休業制度又は勤務時間の短縮等の措置に準ずるもの）                                   

(4) 再雇用特別措置等（育児・介護休業法第27条関連） 

☑ 妊娠、出産及び育児を理由として退職した者に対する再雇用特別措置等 

(5) 育児・介護休業法に規定する措置を上回る措置の有無（神奈川県子ども・子育て支援推進条例施行規則（以

下「規則」という。）第２条第１号から第５号までの規定関連） 

☑有 □無 

    内 容  

乳幼児又は小学校低学年の子を持つ職員が希望する場合に利用できるベビーシッター育児支援事業、割引券制度、 

配偶者出産時の特別有給休暇（２日）、提携保育園の基本保育料の一部を補助する制度の導入 

２ 職業家庭両立推進者の所属名・役職名（規則第２条第６号関連） 

( 法人本部 人財部                                 ) 

３ 一般事業主行動計画に関する事項 

(1) 届出済みの一般事業主行動計画に定めている取組の内容(規則第2条第7号関連) 

ア 雇用環境の整備に関する事項 
(ｱ) 子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備 

☑ a  妊娠中及び出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知及び情報提 
供並びに相談体制の整備の実施 

☑ b  産前産後休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容及び業務体制の見直し 

☑ c  子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進 
□ d  育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施 
☑ e  育児休業を取得しやすく、及び職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措 

置の実施 
☑ (a) 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施 

☑ (b) 労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周

知 

□ (c) 育児休業期間中の代替要員の確保並びに業務内容及び業務体制の見直し 

□ (d) 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供 

☑ (e) 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容及び業務体制の見直

し 

(表) 



 

 

☑ f 子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施 

☑ (a) 短時間勤務制 
□ (b) フレックスタイム制度 
☑ (c) 始業及び終業時刻を繰り上げ、又は繰り下げる制度 
☑ (d) 所定労働時間を超えて労働させない制度 

□ g  子どもを育てる労働者が利用できる事業所内託児所施設の設置及び運営 
☑ h  子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の 

援助の措置の実施 
☑ i 労働者が子どもの看護のための休暇を取得できる制度の導入 
□ j 希望する労働者に対する勤務地及び担当業務の限定制度の実施 

□ k  子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮及び子育てのために必要な費用の貸付けの実 
施等子育てをしながら働く労働者に配慮した措置の実施 

☑ l  育児・介護休業法に基づく育児休業並びに時間外労働及び深夜業の制限、雇用保険法に基づく 

育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業等諸制度の周知 
☑ m  出産及び子育てによる退職者についての再雇用制度の実施 

(ｲ) 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 

       □ ａ 所定外労働の削減のための措置の実施 
       □ ｂ 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施 
       □ ｃ 多様な働き方の選択肢を拡大するための短時間勤務及び隔日勤務の導入 

       □ ｄ 情報通信技術（IT）を利用した場所及び時間にとらわれない働き方の導入 
       □ ｅ 職場優先の意識及び固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供及び研修の実施 

イ ア以外の次世代育成支援対策に関する事項 

    （                                             ） 

(2)  一般事業主行動計画の公表方法及び公表場所 (規則第２条第７号関連) 

公表方法 

      インターネット 
 

 

公表場所（インターネットの利用による場合はそのアドレス） 

           http://www.shuhokai.or.jp/ 

      http://www.ryouritsushien.jp/ 

 

(3) 一般事業主行動計画の計画期間(規則第２条第８号関連) 

平成21年１月 ～  平成22年４月（第２期） 

     平成22年５月 ～ 平成27年３月（第３期） 

４ 次世代育成支援対策推進法第13条の規定による認定の有無 

☑有 （認定年月日：  年  月  日   認定者：     労働局長） □申請中  □無 

５ 県内の主な事業所 

事 業 所 の 名 称 住  所 電 話 番 号 

別紙のとおり   

備考 １ （ ）の欄には、該当する事項がある場合に記載する。 

   ２  □のある欄には、該当する□内にレ印を記入する。 

 
（裏） 

http://www.shuhokai.or.jp/
http://www.ryouritsushien.jp/


別 紙 
法人本部 
 水源の森（横浜事務所） 
神奈川県横浜市神奈川区沢渡1番地の2 菱興新高島台ビル4F-A 

  045-342-7657 
 
訪問介護（ホームヘルプ） 
  
１.青葉の大地 ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市青葉区しらとり台1-7ヴァンテアンビル3F 
  045-989-6522 
 
２.さくら苑ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市旭区笹野台1-1-22 第1櫻ビル1F 
  045-369-4411 
 
３.花の生活館ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市泉区弥生台13-4 横山ビル202 
  045-813-3030 
 
４.磯風の謡ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市磯子区磯子3-8-20 リバティ磯子1階 
  045-353-8752 
 
５.陽光の大地ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-3-10いしたかビル4階 
  045-489-6003 
 
６.瑞穂の大地ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市港南区日野5-1-25 ライオンズマンション上大岡1F 
  045-846-9971 
 
７.欅の大樹ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市港北区綱島西1-10-10 第5吉田ビル3F 
  045-834-7018 
 
８.銀河の詩ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-508-2838 
 
９.銀杏の大樹ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜3-EF 
  045-650-2040 
 
10.銀鈴の詩ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市西区平沼1-1-15 ルピナス平沼2階 
  045-290-1177 
 
11.豊穣の大地ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1 朋和ビル201 
  045-308-7618 
 
12.翡翠の舞ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市緑区台村町337台和ビル1F 
  045-989-3355 
 
13.桜樹の森ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市南区通町4-94 神奈中弘明寺ビル2F 
  045-742-1122 



 
14.椚の大樹ヘルパーステーション 
  神奈川県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 
  045-548-5732 
 
15.希望の大地ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-30クライテリア東戸塚1階 
  045-825-3334 
 
16.銀の舞ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市旭区二俣川2-57-4二俣川257ビル3階 
  045-364-7717 
 
17.楠の大樹ヘルパーステーション 
  神奈川県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 
  045-507-8022 
 
訪問看護 
１.訪問看護リハビリステーション銀の舞 
  神奈川県横浜市旭区二俣川2-57-4 二俣川257ビル3F 
  045-364-1111 
 
２.訪問看護リハビリステーション花の生活館 
  神奈川県横浜市泉区弥生台13-4 横山ビル202 
  045-815-0330 
 
３.訪問看護リハビリステーション陽光の大地 
  神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-30-10いしかたビル4階 
  045-489-6004 
 
４.訪問看護リハビリステーション瑞穂の大地 
  神奈川県横浜市港南区日野5-1-25 ライオンズマンション上大岡1F 
  045-846-9960 
 
５.訪問看護リハビリステーション銀河の詩 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-508-2896 
 
６.訪問看護リハビリステーション銀杏の大樹 
  神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜3階-EF 
  045-650-2045 
 
７.訪問看護リハビリステーション銀鈴の詩 
  神奈川県横浜市西区平沼1-1-15 ルピナス平沼2階 
  045-290-1199 
 
８.訪問看護リハビリステーション豊穣の大地 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1 朋和ビル201 
  045-308-7621 
 
９.訪問看護リハビリステーション翡翠の舞 
  神奈川県横浜市緑区台村町337 台和ビル1F 
  045-989-2224 
 
10.訪問看護リハビリステーション桜樹の森 
  神奈川県横浜市南区通町4-94 神奈中弘明寺ビル2F 
  045-730-0222 
 
 



11.訪問看護リハビリステーション椚の大樹 
  神奈川県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 
  045-548-5733 
 
12.訪問看護リハビリステーション青葉の大地 
  神奈川県横浜市青葉区しらとり台1-7ヴァンテアンビル3階 
  045-989-6523 
 
13.訪問看護リハビリステーション磯風の謡 
  神奈川県磯子区磯子3-8-20リバティ磯子1階 
  045-353-8753 
 
14.訪問看護リハビリステーション希望の大地 
  神奈川県戸塚区品濃町545-30クライテリア東戸塚1階 
  045-825-3341 
 
15.訪問看護リハビリステーション楠の大樹 
  神奈川県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 
  045-507-8023 
 
16.訪問看護リハビリステーション欅の大樹 
  神奈川県横浜市港北区綱島西1-10-10第5吉田ビル3階 
  045-834-7019 
 
17.訪問看護リハビリステーションさくら苑 
  神奈川県横浜市旭区笹野台1-1-22第1櫻ビル1階 
  045-369-8850 
 
訪問入浴 
１.さくら苑訪問入浴サービス 
  神奈川県横浜市旭区下川井町360番地 
  045-959-5520 
 
２.欅の大樹訪問入浴サービス 
  神奈川県横浜市港北区綱島西1-10-10 第5吉田ビル3F 
  045-834-7028 
 
３.桜樹の森訪問入浴サービス 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  045-744-1010 
 
通所介護（デイサービス） 
１.横浜市川井地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市旭区川井本町57番地8 
  045-955-1111 
 
２.風の生活館 
  神奈川県横浜市泉区和泉町5932-3 
  045-800-5555 
 
３.磯風の謡デイサービスセンター 
  神奈川県横浜市磯子区森5丁目5-53 
  045-751-3333 
 
４.銀らんの丘デイサービスセンター 
  神奈川県横浜市磯子区広地町11-41 
  045-750-5548 
 
 



５.横浜市城郷小机地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市港北区小机町2484-4 
  045-478-1133 
 
６.銀河の詩デイサービスセンター 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-508-2895 
 
７.桜樹の森デイサービスセンター 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  045-711-4848 
 
８.横浜市中村地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市南区中村町2-120-3 
  045-260-5110 
 
認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス） 
１.横浜市川井地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市旭区川井本町57番地8 
  045-955-1111 
 
２.横浜市城郷小机地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市港北区小机町2484-4 
  045-478-1133 
 
３.銀河の詩デイサービスセンター 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-508-2895 
 
４.横浜市中村地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市南区中村町2-120-3 
  045-260-5110 
 
５.桜樹の森デイサービスセンター 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  045-711-4848 
 
６.デイサービスセンター 真珠の詩 
  神奈川県横浜市旭区下川井町360 
  045-952-5566 
 
通所リハビリテーション（デイケア） 
１.瑞穂の大地デイケアセンター 
  神奈川県横浜市港南区日野5-4-18 
  045-846-9957 
 
居宅介護支援事業所（ケアマネジャー） 
１.横浜市川井地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市旭区川井本町57番地8 
  045-955-1111 
 
２.銀の舞介護保険センター 
  神奈川県横浜市旭区二俣川2-57-4 二俣川257ビル3F 
  045-364-7799 
 
３.介護保険センター生活デザイン館 
  神奈川県横浜市旭区笹野台1-1-22 第1櫻ビル2F 
  045-369-3333 
 



４.花の生活館介護保険センター 
  神奈川県横浜市泉区弥生台13-4 横山ビル202 
  045-810-0220 
 
５.南介護保険センター 
  神奈川県横浜市磯子区杉田3-8-20 リバティ磯子1階 
  045-353-8751 
 
６.陽光の大地介護保険センター 
  神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-3-10いしかたビル4階 
  045-489-6002 
 
７.瑞穂の大地介護保険センター 
  神奈川県横浜市港南区日野5-1-25 ライオンズマンション上大岡1F 
  045-846-9958 
 
８.横浜市城郷小机地域ケアプラザ介護保険センター 
  神奈川県横浜市港北区小机町2484-4 
  045-478-1133 
 
９.欅の大樹介護保険センター 
  神奈川県横浜市港北区綱島西1-10-10 第5吉田ビル3F 
  045-834-7015 
 
10.銀河の詩介護保険センター 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-508-2626 
 
11.銀杏の大樹介護保険センター 
  神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜3-EF 
  045-650-2043 
 
12.銀鈴の詩介護保険センター 
  神奈川県横浜市西区平沼1-1-15ルピナス平沼2F 
  045-290-1188 
 
13.豊穣の大地介護保険センター 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1 朋和ビル201 
  045-308-7617 
 
14.翡翠の舞介護保険センター 
  神奈川県横浜市緑区台村町337 台和ビル1階 
  045-482-6611 
 
15.桜樹の森介護保険センター 
  神奈川県横浜市南区通町4-94 神奈中弘明寺ビル2F 
  045-720-5151 
 
16.南永田桜樹の森介護保険センター 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  045-711-2556 
 
17.横浜市中村地域ケアプラザ介護保険センター 
  神奈川県横浜市南区中村町2-120-3 
  045-260-5100 
 
18.椚の大樹介護保険センター 
  神奈川県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 
  045-548-5731 



 
19.青葉の大地介護保険センター 
  神奈川県横浜市青葉区しらとり台1-7ヴァンテアンビル3階 
  045-989-6521 
 
20.希望の大地介護保険センター 
  神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-30クライテリア東戸塚1階 
  045-825-3311 
 
21.楠の大樹介護保険センター 
  神奈川県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 
  045-507-8021 
 
22.横浜市笹野台地域ケアプラザ介護保険センター 
  神奈川県横浜市旭区笹野台2-32-1 
  045-367-2330 
 
 
認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 
１.高齢者グループホーム樹林の風 
  神奈川県横浜市旭区下川井町218番地2 
  045-953-1010 
 
２.高齢者グループホーム風の生活館 
  神奈川県横浜市泉区和泉町5932-3 
  045-800-5555 
 
３.高齢者グループホーム磯風の謡 
  神奈川県横浜市磯子区森5丁目5-53 
  045-751-0150 
 
４.高齢者グループホーム銀らんの丘 
  神奈川県横浜市磯子区広地町11-41 
  045-750-5545 
 
５.高齢者グループホーム都筑の春 
  神奈川県横浜市都筑区中川4丁目20-11 
  045-914-7722 
 
６.高齢者グループホーム翠嵐の風 
  神奈川県横浜市都筑区中川8丁目11番18号 
  045-914-6633 
 
７.高齢者グループホーム春風の丘 
  神奈川県横浜市都筑区牛久保東3-23-35 
  045-350-5691 
 
８.高齢者グループホーム銀河の詩 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-508-2841 
 
短期入所生活介護（ショートステイ） 
１.さくら苑 
  神奈川県横浜市旭区下川井町360番地 
  045-952-1111 
 
２.花の生活館 
  神奈川県横浜市泉区緑園4丁目6番地1 
  045-813-1111 



３.桜樹の森ショートステイセンター 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  045-711-2200 
 
指定介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 
１.特別養護老人ホーム さくら苑 
  神奈川県横浜市旭区下川井町360番地 
  045-952-1111 
 
２.特別養護老人ホーム 南永田桜樹の森 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  045-711-2200 
 
地域包括支援（横浜市委託） 
１.横浜市川井地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市旭区川井本町57番地8 
  045-959-0066 
 
２.横浜市城郷小机地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市港北区小机町2484-4 
  045-478-1600 
 
３.横浜市中村地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市南区中村町2-120-3 
  045-260-5100 
 
４.横浜市笹野台地域ケアプラザ 
  神奈川県横浜市笹野台2-32-1 
  045-367-2330 
 
在宅療養支援診療 
１.みずほクリニック 
  神奈川県横浜市港南区日野5-4-18 
045-846-9955 
 

２.みずほクリニック（上大岡分室） 
  神奈川県横浜市港南区上大岡西1-12-3上大岡京浜ビル 
  045-370-7361 
 
３.みずほクリニック港北 
  神奈川県横浜市港北区小机2543-13 
  045-473-4433 
 
定期巡回随時対応型訪問介護看護 
１.磯風の謡ケア24 
  神奈川県横浜市磯子区磯子3-8-20リバティ磯子1階 
  045-353-8881 
 
２.桜樹の森ケア24 
  神奈川県横浜市南区通町4-94神奈中弘明寺ビル2階 
  045-720-6663 
 
３.希望の大地ケア24 
  神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-30クライテリア東戸塚1階 
  045-443-5021 
 
４.銀河の詩ケア24 
  神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3-10-40 
  045-521-7110 



 
５.銀の舞ケア24 
  神奈川県横浜市旭区二俣川2-57-4二俣川257ビル3階 
  045-364-9955 
 
６.椚の大樹ケア24 
  神奈川県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 
  045-620-4447 
 
７.欅の大樹ケア24 
  神奈川県横浜市港北区綱島西1-10-10第５吉田ビル3階 
  045-642-8309 
 
８.花の生活館ケア24 
  神奈川県横浜市泉区弥生台13-4横山ビル202 
  045-810-5115 
 
９.豊穣の大地ケア24 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1朋和ビル201号室 
  045-442-6610 
 
10.瑞穂の大地ケア24 
  神奈川県横浜市港南区日野5-1-25ライオンズマンション上大岡1階 
  045-349-4040 
 
11.陽光の大地ケア24 
  神奈川県横浜市金沢区釜利谷東2-3-10いしかたビル4階 
  045-349-4410 
 
夜間対応型訪問介護 
１.磯風の謡ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市磯子区磯子3-8-20リバティ磯子1階 
  045-353-8881 
 
２.桜樹の森ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市南区通町4-94神奈中弘明寺ビル2階 
  045-720-6663 
 
３.銀の舞ヘルパーステーション 
神奈川県横浜市旭区二俣川2-57-4二俣川257ビル3階 

  045-364-9955 
 
４.花の生活館ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市泉区弥生台13-4横山ビル202 
  045-810-5115 
 
５.豊穣の大地ヘルパーステーション 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1朋和ビル201号室 
  045-442-6610 
 
小規模多機能型居宅介護 
１.小規模多機能型居宅介護 うの花 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区峰沢町47-1 
  045-459-5751 
 
２.小規模多機能型居宅介護 すいせん 
  神奈川県横浜市都筑区加賀原1-23-28ヴェルデーラ１階 
  045-507-8311 
 



３.小規模多機能型居宅介護 りんどう 
  神奈川県横浜市緑区十日市場町827-6リバーサイド第2 
  045-507-8831 
 
保育園 
１.つくし保育園 東戸塚 
  神奈川県横浜市戸塚区品濃町545-30クライテリア東戸塚1階 
  045-825-1555 
 
２.つくし保育園 センター南 
  神奈川県横浜市都筑区市茅ヶ崎中央49-10 
  045-482-6011 
 
その他 
１.情報システム課 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区和田1-13-1朋和ビル201号室 
  045-308-7623 
 
２.情報システム課（分室） 
  神奈川県横浜市保土ヶ谷区仏向町194-4クボタビル201 
  045-465-4110 
 
３.ケア24夜間サテライト（夜間のみ） 
  神奈川県横浜市南区永田南1-2-37 
  080-8021-6622 
 


