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令 和 ４ 年 ２ 月 2 4 日 
健 康 福 祉 局 保 健 事 業 課 
経済局経営・創業支援課 

横浜健康経営認証 2022 
新規 230を含む 510事業所の認証を決定しました！ 

～市内の 786事業所が横浜健康経営認証事業所に～ 

横浜市では、従業員等の健康保持・増進の取組が、 
企業の収益性を高める投資であるととらえ、従業員の健康づくりを 
経営的な視点から戦略的に実践する「健康経営」を推進しており、 
健康経営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。 
横浜健康経営認証を有する事業所は、786 事業所となり、 

健康経営に取り組むことへの効果も表れてきています。 
 

「健康経営」の効果 
健康経営に何らかの効果を感じている事

業所は 76.5％となっています。特に「イメ
ージアップ」「雰囲気・一体感向上」「欠勤・
生産性の改善」が多くなっています（２頁）。 
また、従業員の「喫煙率の高さ」を課題と

して取組を行ったクラスＡＡＡの事業所に
ついて、取組前後の喫煙率を比較したとこ
ろ、有意に減少しています（３頁）。 

 
認証事業所数とクラス別認証数 

今年度は新規 230を含む 510 事業所を認証
（事業所数の推移１頁、事業所一覧４頁～）し、
認証を有する事業所は 786 事業所となってい
ます。 
【今年度 510内訳】 【786認証内訳】 
新 規   ：230  クラスＡＡＡ：127 
再認証     ： 47  クラスＡＡ ：133 
認証期間継続：233  クラスＡ  ：526 

 
◆ 「 横 浜 健 康 経 営 認 証 」 制 度 概 要 ◆ 

制 度 の 開 始 対 象 事 業 所 
平成 28 年度から実施 

（今年度の募集が第６回） 
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） 

認証区分及び事業所の取組と評価の視点  
 
 

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 

 健康経営の推進 
【クラスＡＡ】 

クラスＡの要件を満たし、 
さらにその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 

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 

認 証 期 間 
令和４年（2022 年）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。 

～今年度の認証式は、新型コロナウイルス感染拡大リスク回避のため、実施を見送ります～ 

お問合せ先 

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

 経済局経営・創業支援課長         高柳 友紀  Tel 045-671-2575 
・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。 

クラスアップ！ 
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１ 認証事業所数及び応募事業所数の推移 

今回の応募事業所数は 511、認証事業所数は 510となり、いずれも過去最多となっています。 

年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 
応募事業所数 34 63 202 202 323 511 

認証事業所数 28 57 199 200 323 
510 

ＡＡＡ：110 
  ＡＡ ：108 

Ａ  ：292 
 

２ 認証期間中の事業所数の推移 

  令和４年（2022年）４月 1日時点で認証を受けている事業所数は 786となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今回の認証事業所の企業規模と従業員数 

  認証事業所の約８割が中小企業です。従業員数は合計で５万１千人を超えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

４ 今回の認証事業所の業種 

  業種別にみると、建設業（23.7%）、医療・福祉（11.2%）、卸売業・小売業、サービス業（10.8%）

の順に多く、これらの４業種で５割を超えています。 
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・データでみる 「横浜健康経営認証」・  ①認証事業所の概要 

企業規模

大企業 69 13.5% 19,557 38.1% 3,154 6.1% 22,711 44.2%
中小企業 404 79.2% 19,369 37.7% 4,339 8.5% 23,708 46.2%
その他 37 7.3% 2,326 4.5% 2,589 5.0% 4,915 9.6%
合計 510 100.0% 41,252 80.4% 10,082 19.6% 51,334 100.0%

事業所数
常時雇用する

従業員数

常時雇用する
従業員以外の

従業員数
従業員数　合計

業種 事業所数 ％ 業種 事業所数 ％ 業種 事業所数 ％
建設業 121 23.7% 情報通信業 27 5.3% 電気・ガス・熱供給・水道業 4 0.8%
医療、福祉 57 11.2% 運輸業、郵便業 25 4.9% 生活関連サービス業・娯楽業 3 0.6%
卸売業、小売業 55 10.8% 学術研究、専門・技術サービス業 24 4.7% 公務 2 0.4%
サービス業 55 10.8% 不動産業、物品賃貸業 22 4.3% 複合サービス事業 1 0.2%
製造業 41 8.0% 宿泊業、飲食サービス業 17 3.3% その他 12 2.4%
金融業、保険業 37 7.3% 教育、学習支援業 7 1.4% 合計 510 100%
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５ 従業員の体調不良、病気が経営に影響していると感じたこと 

  「横浜健康経営認証 2022」応募時アンケートにおいて、「従業員の体調不良、病気が経営に影

響していると感じたこと」が「ある」と回答した事業所が約８割となっています。 

 
 

６ 健康経営に期待する効果と感じている効果 

  同アンケートにおいて、「健康経営に期待する効果」は、「欠勤や生産性の改善」「職場の雰囲

気・一体感の向上」「事業所のイメージアップ」の順に多くなっています。一方で、「健康経営に

感じている効果」は、「事業所のイメージアップ」「職場の雰囲気・一体感の向上」「欠勤や生産性

の改善」の順に多くなっており、何らかの効果を感じている事業所は 76.5%となっています。 

  「期待する効果」と「感じている効果」が一致している割合は、「事業所のイメージアップ」が

最も高く、次いで「職場の雰囲気・一体感の向上」「欠勤や生産性の改善」の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「感じている効果」については、23.5%にあたる 120 事業所が「まだない」と回答しています

が、今回が初めての応募か再応募なのかをみてみると、「まだない」と回答した事業所の約３分の

２は「初めての応募」が占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・データでみる 「横浜健康経営認証」・ ②認証事業所における取組の効果 

欠勤・
生産性
の改善

雰囲気・
一体感
向上

イメージ
アップ

採用への
好影響

離職率の
改善

契約受注
の向上

その他 まだない 回答者計

318 310 299 226 160 62 18 510
62.4% 60.8% 58.6% 44.3% 31.4% 12.2% 3.5% 100%

188 205 217 100 64 30 11 120 510
36.9% 40.2% 42.5% 19.6% 12.5% 5.9% 2.2% 23.5% 100%

390
76.5%

165 183 188 85 53 23
(51.9%) (59.0%) (62.9%) (37.6%) (33.1%) (37.1%)

期待する効果
（複数回答）

感じている効果
（複数回答）

期待する効果と
感じている効果が一致

（%）それぞれの期待する効果
の人数を100%としている

何らかの効果を感じている事業所　計
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７ クラスＡＡＡ事業所における取組の効果 

  「横浜健康経営認証 2022」クラスＡＡＡの認証を受けた事業所が、健康課題を解決するために

行っている取組は、「脂質」「血圧」「喫煙率」「睡眠」に関することなどが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  これらの取組による従業員の変化としては、「社内のコミュニケーションが良くなった」「従業

員に身体的な変化があった」などが多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  特に、喫煙率を下げるための取組を行い、その前後で喫煙率を把握している事業所については、

喫煙率が有意に減少しています。 

 

取組による従業員の変化の把握（複数回答） 回答数 ％

取り組むことで社内のコミュニケーションが良くなった 83 75.5%
取り組むことで従業員に身体的な変化があった 72 65.5%
取り組むことで従業員の仕事に対するモチベーションが高くなった 58 52.7%
体調不良・病気を理由とした休暇が減った 48 43.6%
上記４つのいずれについても、改善の変化は把握していない 12 10.9%
クラスAAA事業所数 110 100.0%

健康課題を解決するために行っている取組の内容（複数回答）
実施

事業所数
％

脂質の有所見者を減らすための取組 84 76.4%
血圧の有所見者を減らすための取組 75 68.2%
喫煙率を下げるための取組 69 62.7%
睡眠で十分な休養がとれていない人を減らすための取組 69 62.7%
血糖の有所見者を減らすための取組 66 60.0%
肥満者を減らすための取組 63 57.3%
運動習慣を増やすための取組 39 35.5%
朝食の欠食率を減らすための取組 28 25.5%
健診受診率を向上させるための取組 16 14.5%
健診で要指導・要医療だが指導や診察を受けていない人を減らすための取組 14 12.7%
クラスAAA事業所数 110 100.0%

取組前 取組後
喫煙率を下げるための取組 × 喫煙率 64 33.45 31.27 ▲ 2.18 p=0.026

変化量事業所数
喫煙率の平均値％

p値
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■株式会社 IHIビジネスサポート 

横浜事業所 

 

■株式会社 アイネット  

■株式会社 アイネット・データサービス  

■愛和食品株式会社  

■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 横浜支社 

横浜営業所 

 

■旭建設株式会社  

■株式会社 アブソルート  

■アマノ株式会社  

■株式会社 イワサワ  

■SBSソリューション株式会社  

■株式会社 NSP  

■株式会社 エルテックス  

■大塚製薬株式会社 首都圏第二支店  

■影島興産株式会社  

■株式会社 神奈川ウッドエネルギー 

センター 

 

■神奈川県自動車販売健康保険組合  

■神奈川県住宅供給公社  

■株式会社 キクシマ  

■京セラ株式会社 横浜事業所  

■京セラ株式会社 横浜中山事業所  

■協同工業株式会社  

■グロースサポート社労士事務所  

■株式会社 光電社  

■一般社団法人 こうなん区民利用施設協会  

■河野建設株式会社  

■向洋電機土木株式会社  

■株式会社 コスメディアラボラトリーズ  

■株式会社 栄企業  

■株式会社 櫻井  

■株式会社 三文サービス プラチナ倶楽部  

■株式会社 ジェイエスピー  

  

 

 

 

 

 

■株式会社 JVCケンウッド・エンジニア 

リング 

■株式会社 春峰園  

■新栄重機土木株式会社  

■株式会社 新世  

■親和興業株式会社  

■株式会社 センチュリー工業  

■社会福祉法人 千里会 

特別養護老人ホーム 

新横浜パークサイドホーム 

 

■社会福祉法人 千里会 

特別養護老人ホーム 

第 2新横浜パークサイドホーム 

 

■株式会社 ソフテックス  

■株式会社 ダイイチ  

■株式会社 大松運輸  

■大洋建設株式会社  

■株式会社 髙島屋 横浜店  

■武松商事株式会社  

■株式会社 立花屋  

■株式会社 チュウバチ  

■株式会社 ティージーエス  

■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） 

 

■東電同窓電気株式会社  

■東宝タクシー株式会社  

■株式会社 東洋システムサイエンス  

■土志田建設株式会社  

■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 二十一設計  

■日舗建設株式会社  

■ニッパ株式会社  

■医療法人社団 のう救会 

脳神経外科東横浜病院 

 

 

 

 

 

 

 

■バイオコミュニケーションズ株式会社 

 

■ハマゴムエイコム株式会社  

■株式会社 PFU 横浜本社  

■有限会社 常陸環境  

■株式会社 ファンケル  

■フィード・ワン株式会社  

■株式会社 フォーバル 首都圏第三支社  

■富士フイルムビジネスイノベーション 

ジャパン株式会社 神奈川支社 

 

■有限会社 プラスエヌ  

■古河電池株式会社  

■ボッシュエンジニアリング株式会社  

■MINATO株式会社  

■明治安田生命保険相互会社 大船支社 

 戸塚営業所 

■明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 

■明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 

神奈川事業法人開発営業部 

 

■明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 

神奈川代理店営業部 

 

■明治安田生命保険相互会社 神奈川本部 

横浜総合トレーニングセンター 

 

■明治安田生命保険相互会社 川崎支社 

鶴見営業部 

 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

神奈川営業所 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

菊名営業所 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

緑営業所 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

横浜北営業所 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

横浜相武営業部 

 

 

＜横浜健康経営認証 2022＞認証事業所のご紹介 

※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 



5 
 

 

■明治安田生命保険相互会社 新横浜支社 

横浜都筑営業所 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社  

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

尾上町営業部 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

上大岡営業所 

 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

横浜駅西営業所 

 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

横浜金沢営業所 

 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

横浜関内営業部 

 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

横浜西営業所 

 

■明治安田生命保険相互会社 横浜支社 

横浜西口営業所 

 

■メルビック電工株式会社  

■薬糧開発株式会社  

■ユーシートレード株式会社  

■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 

■横浜機工株式会社 

 

■特別養護老人ホーム 横浜敬寿園  

■横浜市交通局  

■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 

 

■公益財団法人 横浜市スポーツ協会  

■公益財団法人 横浜 YMCA  

■社会福祉法人 横浜 YMCA福祉会  

■株式会社 ヨコレイ  

■吉川海事興業株式会社  

■社会福祉法人 緑成会 緑の郷  

■ローム株式会社 

横浜テクノロジーセンター 

 

 

 

 

 

 

■株式会社 a・とも総合保険サービス 

■株式会社 アイ建設  

■株式会社 ITSコア  

■あおい社会保険労務士法人  

■アクロクエストテクノロジー株式会社  

■アサヒタクシー株式会社  

■アライグリーン株式会社  

■株式会社 アルス  

■有限会社 一建テック  

■株式会社 ウィルパートナーズ  

■株式会社 ウェステック  

■NSMコイルセンター株式会社 

横浜事業所 

 

■エヌ・ケイ・テクノ株式会社  

■エムイーシーテクノ株式会社 

関東事業所 神奈川出張所 

 

■株式会社 オオスミ  

■医療法人 活人会  

■門倉工業株式会社  

■株式会社 神奈川産業 

■関東洗機工業株式会社 

 

■有限会社 木須調剤薬局  

■共和防災設備株式会社  

■有限会社 キョーシン  

■グランコーヨー株式会社  

■株式会社 京急百貨店  

■株式会社 ケイズアドバンストデータ  

■株式会社 コア・エレクトロニック 

システム 

 

■港南つくしんぼ保育園  

■株式会社 コナカ  

■株式会社 サカモト  

■株式会社 サンエイ  

■株式会社 三英空調工業  

■三親住設株式会社  

■三信塗工株式会社  

■サン、ライト工業株式会社  

■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  

 

■昇栄工業株式会社  

■株式会社 白川設計  

■株式会社 新日本環境  

■株式会社 信友建設  

■住電オプコム株式会社  

■株式会社 清光社 本社  

■株式会社 セントラルシステムズ  

■株式会社 大八  

■大和リース株式会社 横浜支社  

■株式会社 タカスズ  

■株式会社 タカスズ湘南  

■玉家運輸倉庫株式会社  

■チェンシージャパン株式会社  

■株式会社 デック  

■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  

■東洋製版株式会社  

■株式会社 トライアングル  

■株式会社 直紀建設  

■株式会社 ナミックス  

■奈良建設株式会社  

■奈良造園土木株式会社  

■日本エンジニアリング株式会社  

■介護老人保健施設 ハートフル瀬谷  

■有限会社 初鹿野建設  

■一造園土木株式会社 

■長谷川商事株式会社 

 

■有限会社 浜建 

■介護老人福祉施設 ひだまり館 

■特別養護老人ホーム 日野サザンポート 

■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  

■フクダライフテック横浜株式会社  

■特別養護老人ホーム 芙蓉苑  

■株式会社 ベストワン  

■株式会社 ヘルツ  

■株式会社 マザーライク  

■有限会社 マルニ商店 

■株式会社 三上 

 

■株式会社 三好商会  
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■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

 

■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

神奈川トレーニングセンター 

 

■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

横浜第一マーケット開発室 

 

■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

横浜第二マーケット開発室 

 

■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

横浜第三マーケット開発室 

 

■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

横浜第四マーケット開発室 

 

■明誠建設株式会社 

■株式会社 明和美装 

 

■株式会社 メディセオ 神奈川 ALC  

■行政書士法人 望月事務所  

■社会保険労務士法人 望月事務所  

■株式会社 元宮サービス  

■株式会社 モリヤマ  

■安武測量設計株式会社  

■株式会社 八千代ポートリー  

■株式会社 山本建設  

■社会保険労務士法人 

ユナイテッドブレインズ 

 

■ヨコキ株式会社  
■横浜高速鉄道株式会社  

■横浜市場冷蔵株式会社  

■社会福祉法人 横浜市福祉サービス協会  

■公益財団法人 横浜市緑の協会  

■学校法人 横浜商科大学  

■社会福祉法人 

横浜市リハビリテーション事業団 

 

■横浜緑地株式会社  

■株式会社 リカバリータイムズ 

■株式会社 ワン・ツー・ストック 

 

 

■株式会社 アールエヌ 

 

■株式会社 アイキャル  

■社会福祉法人 愛幸会 

港南ひまわり保育園 

 

■有限会社 アイシン商事  

■有限会社 アイズホーム  

■株式会社 IDA  

■愛豊電工株式会社  

■特定非営利活動法人 Aozora Factory  

■株式会社 青柳製作所  

■税理士法人 アタックス横浜事務所  

■株式会社 アドベントカンパニー  

■ATOMYワンフォーオール横浜  

■株式会社 阿部商会  

■株式会社 アマノ技研  

■アルプス食品株式会社  

■阿波鋼業株式会社  

■株式会社 安藤スポーツ  

■株式会社 石勝エクステリア 

業務センター 

 

■有限会社 泉興産  

■株式会社 苺ハウス  

■医療法人 IPPO 五條歯科医院  

■岩野建設株式会社  

■有限会社 インテクノ  

■株式会社 インテリジェントシステムズ  

■インバースネット株式会社  

■株式会社 ヴァルス  

■ウォーターケア横浜株式会社  

■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 

（一織庵打越・今宿・法泉・根岸） 

 

■栄光デザイン＆クリエーション株式会社  

■エイトスタイルズ株式会社  

■株式会社 エー・エス・ディ  

■AC  

■株式会社 エーシーズ  

■エージェーエス株式会社  

  

 

■株式会社 エービーシー商会 

横浜営業所 

■株式会社 エクシオジャパン  

■株式会社 エジソン  

■株式会社 エス・エイチ 

インターナショナルトレーディング 

 

■SBSロジコム株式会社 横浜港北支店 

■株式会社 江田商会 

 

■株式会社 NGU  

■株式会社 エヌティホーム  

■株式会社 荏原精密  

■株式会社 エフエムジー  

■株式会社 エフ・ジー・コーポレーション  

■MCMのめぐみ株式会社  

■株式会社 MBF  

■有限会社 円行電設  

■おおぐち工房  

■おおぐち工房第２  

■おおぐち工房第２ 分室  

■オートテクノサービス株式会社 

港北サービスセンター 

 

■岡田重機株式会社  

■有限会社 岡田板金  

■岡谷セイケン株式会社  

■尾鈴電気株式会社  

■お茶と海苔 ㊄ いしだ園  

■オトワ運輸株式会社  

■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 

 

■株式会社 海宝総合建設工業  

■海洋電子工業株式会社  

■特定非営利活動法人 かきくけここキッズ  

■カサハラ住宅株式会社  

■株式会社 神奈川銀行  

■神奈川日産自動車株式会社 

 港北ニュータウン店 

 

■神奈川日産自動車株式会社 

港北ニュータウンマイカーセンター 

■神奈川日産自動車株式会社 三ツ境店 

 



7 

■株式会社 神奈川保健事業社

■金子工業株式会社

■鎌倉自動車学校

■かるがもの家

■川合機工株式会社

■カワイゴム株式会社

■有限会社 川浜

■関東プリンテック株式会社

■菊名生花店

■株式会社 希望が丘センタービル

■株式会社 キューブトラスト

■株式会社 共信設備設計

■株式会社 ギロファジャパン

■株式会社 グッドフォーチュン

■くまのパンや

■久良岐屋石油株式会社 本社

■クランベイスエステート株式会社

■グリーンブルー株式会社

■株式会社 クリスティ

■クリスナ合同会社

■京急文庫タクシー株式会社

■株式会社 京浜トレーディング

■株式会社 高栄設備工業

■高校受験サクセス

■医療法人社団 厚済会

■株式会社 港都

■株式会社 港南植木ガーデン

■株式会社 紅梅組

■港北区地域子育て支援拠点

どろっぷ、どろっぷサテライト

■株式会社 黄金メッキ工場

■国際通信企画株式会社

■株式会社 KOKORO

■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

■有限会社 小嶋ホーム

■株式会社 サカクラ

■特定非営利活動法人

さくら茶屋にししば

■佐藤建興株式会社

■サン建設株式会社

■株式会社 三宗

■サントリービバレッジサービス株式会社

横浜南支店

■三和化成工業株式会社

■株式会社 シィアイテクノ

■シーマ電子株式会社

■自家製麺 らーめん くぼ田

■有限会社 重寿司

■Sico Bicycle Service

■株式会社 システムミラ

■株式会社 シティコミュニケーションズ

■株式会社 渋谷興業

■株式会社 シマザキ

■島崎株式会社

■株式会社 秀栄

■株式会社 衆電舎

■株式会社 シュービ

■ジュノー株式会社

■小学館アカデミーかみながや保育園

■湘南建設株式会社

■昭和建設株式会社

■昭和精工株式会社

■株式会社 白井組

■株式会社 シルバーエッグス

■社会福祉法人 親善福祉協会

特別養護老人ホーム 恒春の丘

■社会福祉法人 親善福祉協会

特別養護老人ホーム 恒春ノ郷

■社会福祉法人 親善福祉協会

しんぜん訪問センター

■社会福祉法人 親善福祉協会

介護老人保健施設 リハパーク舞岡

■税理士法人 新みらい会計

■有限会社 新和商会

■株式会社 新和ビルド

■翠香園

■水道テクニカルサービス株式会社

■株式会社 菅野板金

■すし居酒屋 彩

■有限会社 鈴木工研所

■株式会社 スマイル保育園

富岡小学校放課後キッズクラブ

■株式会社 スマイル保育園

とみおか横浜スマイル保育園

■株式会社 スマイル保育園

西富岡小学校放課後キッズクラブ

■株式会社 スマイル保育園

ビアレ横浜スマイル保育園

■株式会社 スマイル保育園 本部

■株式会社 スリーディー

■税理士 髙橋稔事務所

■株式会社 創研エンジニアリング

■株式会社 創広

■株式会社 創造開発設計

■相立興産株式会社

■株式会社 ソフテム

■社会福祉法人 そよかぜの丘

■ソライア

■有限会社 ソレイユ教科書販売

■株式会社 ダイトー

■株式会社 TAOS研究所

■株式会社 髙森

■田口園芸株式会社

■田代鋼材株式会社

■株式会社 立野製作所

■株式会社 タモット

■特定非営利活動法人 だんだんの樹

■有限会社 千田建設

■特定非営利活動法人 ちゅーりっぷ

■陳麻婆豆腐 たまプラーザ店

■陳麻婆豆腐 みなとみらい店

■陳麻婆豆腐 横浜市役所ラクシスフロント店

■都筑開発株式会社

■株式会社 テクトレージ

■株式会社 テクノジャパン

■株式会社 電動舎

■東海シヤリング株式会社

■東急バス株式会社 新羽営業所
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■東京キリンビバレッジサービス株式会社 

新横浜支店 

 

■東洋船舶作業株式会社 

■トールエクスプレスジャパン株式会社 

関東支社戸塚支店 

 

■株式会社 トキワ  

■株式会社 トライプランニング  

■株式会社 トランスコスモス・ 

デジタル・テクノロジー 

 

■株式会社 ドリーム観光  

■株式会社 南武  

■ニイガタ株式会社  

■日章電気工事株式会社  

■日総工産株式会社  

■日本郵便株式会社 都筑郵便局  

■株式会社 日本工業所  

■日本データスキル株式会社  

■株式会社 日本テレシス  

■株式会社 日本トリム 横浜営業所  

■日本保安工業株式会社  

■日本リーテック株式会社 横浜支店  

■株式会社 Next Solution  

■Next Place株式会社  

■株式会社 ネットフォレスト  

■根本建設株式会社  

■有限会社 野田動物病院  

■株式会社 ハッピースマイル  

■株式会社 ハマ企画  

■株式会社 ハマデン  
■林電気株式会社  

■林電機工業有限会社  

■鍼灸マッサージ治療院 ロズベール  

■パン工房 ゆうき  

■株式会社 BePlus 

ボクシングガーデン・ヨコハマ 

 

■株式会社 BEANS  

■株式会社 ビゾン建築設計事務所  

■hidamari CAFÉ ＆ KIDS WEAR  

■株式会社 ヒツジドリーム  

■株式会社 日ノ出屋石材店  

 

■美容室 トレンチタウン 

 

■有限会社 ファーストライン  

■ファシオ行政書士法人  

■株式会社 ファム  

■風越建設株式会社  

■株式会社 福嶺興業  

■株式会社 福山電設  

■有限会社 フジシマ  

■冨士造園株式会社  

■藤巻一仁税理士事務所  

■藤松産業株式会社  

■株式会社 フックアップ  

■舟津産業株式会社  

■株式会社 ふれあいサービス恵  

■ふれあい TOMO  

■株式会社 プロテクト  

■ヘアアンドエステ ファイ  

■平楽園株式会社  

■法律事務所 S 横浜オフィス  

■株式会社 北信工務店  

■BOXPLUS 保土ケ谷店  

■有限会社 本多時計眼鏡店  

■株式会社 本間工務店  

■株式会社 マインズクリエイト  

■税理士法人 巻田会計事務所  

■誠貿易運輸株式会社  

■松浦企業株式会社  

■有限会社 松永商事  

■株式会社 マルビ  

■株式会社 丸舗建設  

■万福株式会社  

■有限会社 美木  

■三峰無線株式会社  

■株式会社 宮島運輸  

■メイクアップサロン Rosevert  

■明治安田生命保険相互会社 

神奈川マーケット開発部 

横浜第五マーケット開発室 

 

■MeL  

■有限会社 モリキ  

 

■株式会社 ヤマショウ 

 

■特定非営利活動法人 

夢・コミュニティ・ネットワーク 

 

■横浜愛育会 本部  

■横浜計装株式会社  

■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  

■横浜市芹が谷地域ケアプラザ  

■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  

■社会福祉法人 横浜社会福祉協会  

■株式会社 横浜セイビ  

■横浜東立株式会社  

■株式会社 横山電気工業  

■吉井一男 特許事務所  

■ライダーズカフェ 横浜ビブレ店  

■有限会社 ライフサポート  

■有限会社 ランド・エフアン  

■株式会社 LAND-H・A・G  

■株式会社 リアル  

■株式会社 理装工業  

■株式会社 ロベリー  

■株式会社 ロマック  

■特定非営利活動法人 

ワーカーズ・コレクティブ樹 

 

■有限会社 ワイエスピー横浜南  

■株式会社 ワイズラボ  

■渡辺建機有限会社  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


	【記者発表】（健康福祉局保健事業課２月24日10時）横浜健康経営認証2022新規230を含む510偉業所の認証を決定しました！１枚目
	【記者発表】（健康福祉局保健事業課）２～４枚目データ編
	【記者発表】（健康福祉局保健事業課）５枚目～認証事業所一覧



