
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市では、従業員の健康保持・増進の取組が、企業の収益性等を高める投資であるととら

え、経営的視点から戦略的に健康づくりを実践する「健康経営」を推進しています。健康経営

に積極的に取り組む市内事業所を、「横浜健康経営認証」事業所として、認証しています。 

今年度４回目を迎える「横浜健康経営認証制度」については、審査委員会による審査を経

て、200 の認証事業所を決定しました。 

今年度も認証事業所数は増加しており、「健康経営」への関心はさらに高まっています。 

 
 

 

 平成 28 年度の制度創設時、28 事業所の皆様を認証いたしました。 

令和元年度は、200 事業所を認証し（新規認証 130 事業所、再認証※170 事業所）、横浜健康

経営認証事業所は、368 事業所※2となっています。 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H28年度 H29年度 H30年度 R元年度

28

82

243

368

横浜健康経営認証を有する市内事業所数

 
（※1）再認証：一昨年度（29 年度）に認証を受けた事業所で、認証期間（2 年間）が終了する

ために、今回、再度認証を更新申請された事業所。及び、昨年度（30 年度）に

認証を受けた事業所で、認証期間中にクラスアップを目指して応募し、再認証

を受けた事業所。 

   

     （※2）368 事業所：新規認証事業所             130 事業所 

再認証事業所（認証終了時の更新）    39 事業所 

再認証事業所（昨年度からのクラスアップ）31 事業所 

              昨年度からの認証期間継続事業所      168 事業所 

令 和 元 年 1 2 月 2 3 日 
健 康 福 祉 局 保 健 事 業 課 
経済局ライフイノベーション推進課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

裏面あり 

 

１ 認証事業所数の推移                     

急増、継続中！ 

「横浜健康経営認証 2020」新規 130 事業所を含む、200 事業所を認証！！ 

認証事業所が過去最多 368 事業所に！ 

 



 

 

 

日時 ： 令和２年１月 20 日（月）13 時 30 分～14 時 30 分 （受付 13 時 00 分～） 

会場 ： ランドマークホール（横浜市西区みなとみらい 2-2-1 ランドマークプラザ 5F） 

式次第（予定）： ①認証状授与  ②式辞  ③写真撮影  

出席者（予定）： 認証事業所   横浜市 副市長 荒木田 百合（認証状プレゼンター） 

※認証式の取材を御希望の方は、１月 16 日（木）16 時 00 分までに下記に御連絡をお願いいたします。 

健康福祉局健康安全部保健事業課健康経営認証担当（Tel 045-671-2454 /E-Mail ke-partners@city.yokohama.jp） 

 

 

              ［昨年度の認証式の様子 （H31.1.15）］ 

  

  

 

 

 

１ 制度の開始  平成 28 年度から（今年度の募集が第４回） 

２ 対象事業所  市内事業所（市内に本社・本店、支社・支店、営業所等を有する事業所）

であること（NPO 法人、公益法人等を含む） 
３ 認証区分及び事業所の取組と評価の視点 

 （１）経営者の理解と関与【クラスＡ】 

    健康経営宣言等の明文化、及びその意思を具現化した取組を行っているもの 
（２）健康経営の推進【クラスＡＡ】 

     クラスＡの要件を満たし、さらに健康経営の推進体制の整備、従業員の健康課題の

把握及び健康課題に即した取組を行っているもの 
（３）取組結果の評価【クラスＡＡＡ】 

     クラスＡＡの要件を満たし、さらに健康課題に即した取組の結果を評価し、次の取

組につなげているもの 
４ 認証期間 

令和 2 年(2020 年)の４月１日から２年間とします。 

※認証期間中に認証区分のクラスアップを目指し、再度応募することも可能です。 

※認証期間が満了する年度に、再度申請、審査を受けることで継続することができます。 

 

※横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

※「健康経営」は、特定非営利活動法人 健康経営研究会の登録商標です。 

 

お問合せ先 

健康福祉局保健事業課健康づくり担当課長  室山 孝子          Tel 045-671-3376 

経済局ライフイノベーション推進課担当課長 石津 雄一郎        Tel 045-671-3591 

２ 認証式の概要                     

【参考】 「横浜健康経営認証」制度概要                     



 

 

🌸以下の事業所が認証されました🌸 

 

＜クラスＡＡＡ ３１事業所＞ 

 

◇株式会社アイネット 

◇NSM コイルセンター株式会社横浜事業所 

◇NTT コムマーケティング株式会社 

神奈川営業所 

◇株式会社エルテックス 

◇大塚製薬株式会社横浜支店 

◇神奈川県住宅供給公社 

◇株式会社キクシマ 

◇一般社団法人こうなん区民利用施設協会 

◇株式会社ＪＶＣケンウッド・エンジニアリング 

◇ジャパンマリンユナイテッド株式会社本社 

◇特別養護老人ホームしょうじゅの里三保 

◇株式会社大松運輸 

◇株式会社髙島屋横浜店 

◇株式会社チュウバチ 

◇東京海上日動火災保険株式会社 

(みなとみらいビジネススクエア） 

◇株式会社二十一設計 

◇バイオコミュニケーションズ株式会社 

◇パナソニック株式会社コネクティッドソリュ

ーションズ社 横浜地区事業場 

◇パナソニックモバイルコミュニケーションズ

株式会社 

◇株式会社ＰＦＵ横浜本社 

◇株式会社ファンケル 

◇富士ゼロックス神奈川株式会社 

◇富士ゼロックス株式会社 

横浜みなとみらい事業所 

◇株式会社富士通ワイエフシー 

◇幼保連携型認定こども園 南幼稚園 

◇株式会社横浜岡田屋 

◇横浜環境保全株式会社 

◇横浜市交通局 

◇社会福祉法人横浜 YMCA 福祉会 

◇株式会社ヨコレイ 

◇社会福祉法人緑成会 緑の郷 

 

 

※公表を希望されない事業所については、 

 掲載しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜クラスＡＡ ６６事業所＞ 

 

◇株式会社ＩＴＳコア 

◇株式会社アイネット・データサービス 

◇あおい社会保険労務士法人 

◇アクサ生命保険株式会社横浜 FA 支社 

◇アクサ生命保険株式会社神奈川 FA 支社 

◇アクサ生命保険株式会社 

公法人部神奈川オフィス 

◇アクサ生命保険株式会社 

 横浜支社 横浜営業所 

◇浅井建設株式会社 

◇株式会社石井商事 

◇株式会社イワサワ 

◇株式会社ウエルアップ 

◇ＳＢＳソリューション株式会社 

◇株式会社オカムラ 

◇社会福祉法人恩賜財団 

済生会横浜市南部病院 

◇医療法人活人会 

◇関東洗機工業株式会社 

◇株式会社北芝建設 

◇協同工業株式会社 

◇グロースサポート社労士事務所 

◇河野建設株式会社 

◇株式会社コスメディアラボラトリーズ 

◇株式会社櫻井 

◇特別養護老人ホームサンバレー 

◇株式会社ジェイエスピー 

◇JFE ビジネスサポート横浜株式会社 

◇重田建設企業株式会社 

◇株式会社シビックロード 

◇株式会社新世 

◇株式会社信友建設 

◇株式会社セントラルシステムズ 

◇株式会社大成ＥＲＣ 

◇大洋建設株式会社 

◇大和リース株式会社横浜支店 

◇東京海上ミレア少額短期保険株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇東洋水工株式会社 

◇土志田建設株式会社 

◇日舗建設株式会社 

◇日総ぴゅあ株式会社 

◇日本データスキル株式会社 

◇日本貿易印刷株式会社 

◇日本濾水機工業株式会社 

◇株式会社ネクサスケア・ネクサスコート 

本郷台 

◇医療法人社団のう救会脳神経外科 

東横浜病院 

◇株式会社ＢＪＵ 

◇介護老人福祉施設ひだまり館 

◇日之出産業株式会社 

◇株式会社ファーイーストテクノロジー 

◇富士通ネットワークソリューションズ 

株式会社 

◇有限会社プラスエヌ 

◇古河テクノリサーチ株式会社 

◇株式会社フルハウス 

◇平和工業株式会社 

◇株式会社マインズクリエイト 

◇松村株式会社 

◇有限会社マルニ商店 

◇株式会社宮島運輸 

◇明治安田生命保険相互会社 

首都圏西本部 

◇社会保険労務士法人  

ユナイテッドブレインズ 

◇横浜建設株式会社 

◇社会福祉法人横浜市社会事業協会 

◇公益財団法人 

横浜市シルバー人材センター 

◇横浜商工会議所 

◇社会福祉法人 

横浜市リハビリテーション事業団 

◇一般財団法人若葉台まちづくりセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜クラスＡ １０３事業所＞ 

 

◇株式会社アイ建設 

◇曙建設株式会社 

◇アトテックジャパン株式会社 

◇株式会社ａ・とも総合保険サービス 

◇株式会社アマノ技研 

◇株式会社アルス 

◇市川運輸株式会社 

◇株式会社一幸堂 

◇ウォーターワン株式会社 

◇ウォーターワンスタッフ株式会社 

◇ウォーターワンデイサービス株式会社 

（もえぎのクローバー） 

◇エイトスタイルズ株式会社 

◇株式会社エー・エス・ディ 

◇エヌ・ケイ・テクノ株式会社 

◇株式会社荏原精密 

◇株式会社エフ・トレード 

◇株式会社 M.H.M 横浜工場 

◇MCM のめぐみ株式会社 

◇株式会社オート電機 

◇尾鈴電気株式会社 

◇社会福祉法人恩賜財団済生会支部 

神奈川県済生会横浜市港南台地域 

ケアプラザ 

◇門倉工業株式会社 

◇株式会社カメガヤ 

◇特定非営利活動法人 

こころの健康を考える かるがも会  

就労継続支援 B 型事業所 かるがもの家 

◇関東中央運輸倉庫株式会社 

◇希望更生センター 

◇金港交通株式会社 

◇グランコーヨー株式会社 

◇グリーンブルー株式会社 

◇株式会社高栄設備工業 

◇株式会社港南植木ガーデン 

◇港南つくしんぼ保育園 

◇社会福祉法人小桜会小桜愛児園 

◇株式会社コモド 

◇株式会社三英空調工業 

◇サン建設株式会社 

◇山陽印刷株式会社 

◇株式会社シノザワ 

◇株式会社シマザキ 

 

※公表を希望されない事業所については、 

 掲載しておりません。 

 

 

◇株式会社清水康益社 

◇株式会社小学館集英社プロダクション 

 小学館アカデミーかみながや保育園 

◇株式会社白川設計 

◇住友生命保険相互会社 横浜支社 

◇株式会社創研エンジニアリング 

◇株式会社大相建設 

◇株式会社 TAOS 研究所 

◇田口園芸株式会社 

◇都筑開発株式会社 

◇一般社団法人 TMG 本部横浜支部 

◇東海シヤリング株式会社 

◇株式会社トヨタオートモールクリエイト 

トレッサ横浜 

◇株式会社トライプランニング 

◇株式会社ドリーム 

◇日総工産株式会社 

◇日本郵便株式会社 港南郵便局 

◇株式会社日本トリム横浜営業所 

◇根本建設株式会社 

◇特定非営利活動法人 

こころの健康を考える かるがも会  

地域活動支援センター パステル 

◇株式会社はたらく幸せ研究所 

◇株式会社ハマ企画 

◇美粧堂薬品株式会社 

◇特別養護老人ホーム日野サザンポート 

◇株式会社日ノ出屋石材店 

◇フクダ電子神奈川販売株式会社 

◇冨士造園株式会社 

◇富士通ミドルウェア株式会社 

◇株式会社プレジャー 

◇株式会社ベストワン 

◇社会福祉法人朋友会 

◇誠貿易運輸株式会社 

◇三井住友海上火災保険株式会社 

横浜支店 

◇宮内建設株式会社 

◇明治安田生命尾上町営業部 

◇明治安田生命神奈川営業所 

◇明治安田生命上大岡営業所 

◇明治安田生命菊名営業所 

◇明治安田生命緑営業所 

◇明治安田生命横浜駅西営業所 

 

 

 

 

 

◇明治安田生命横浜金沢営業所 

◇明治安田生命横浜関内営業部 

◇明治安田生命横浜北営業所 

◇明治安田生命横浜支社 

◇明治安田生命横浜相武営業部 

◇明治安田生命横浜都筑営業所 

◇明治安田生命横浜西営業所 

◇明治安田生命横浜西口営業所 

◇メディカルフードサービス株式会社 

◇株式会社ヤマヤ土建 

◇有限会社結城商事輸送  

◇公益財団法人横浜市資源循環公社 

◇横浜市下永谷地域ケアプラザ 

◇横浜市場冷蔵株式会社 

◇横浜市信用保証協会 

◇横浜市日限山地域ケアプラザ 

◇公益社団法人横浜市福祉事業経営者会 

◇公益財団法人横浜市緑の協会 

◇横浜鉄工株式会社 

◇横浜緑地株式会社 

◇株式会社 LifeTimeValue 

◇株式会社リアル 

◇株式会社ワンアップ 

 


