
本格的な夏の到来を前に、今年も日本郵便株式会社との共創事業により熱中症予防を呼びかけます。共創事

業に至ったきっかけは、テーマ型共創フロント(※1)「消防局の PR・ブランディングと市民の防災意識の

啓発」への提案で、公民連携として実施することになったものです。日本郵便株式会社との共創事業は平成

28年より始まり、今年で３年目の取組になります。 

１ 取組概要 

日本郵便株式会社と協賛企業と消防局が連携し、「かもめタウン(※2)」を活用し、「熱中症予防のお知ら

せはがき」を市民の皆様へ配達します。 

今年は平年より早い梅雨明けとなりました。梅雨明けとともに熱中症による救急搬送が大幅に増加します。

市民の皆様により熱中症予防を意識していただけるよう、身近なツールを活用し広報していきます。 

※2かもめタウンとは、日本郵便株式会社が発行している、夏のおたより郵便葉書（かもめ～る）をあて名

なしで協賛企業が指定するエリアに配達するサービスです。

２ イメージ 

※はがきデータの提供ができますので、必要な場合は裏面お問合せ先までご連絡ください。

 印刷費用及びはがき代金の経費は、企画に賛同し協賛をいただいた企業様にご負担をいただき、 

郵便局が配達するため、横浜市の経費負担はありません。 

３ 協賛企業について 

  本取組は、一口 500 通から協賛いただいております。 

４ スケジュール 

  ７月２日（月）から配達が開始されます。 

平 成 3 0 年 ７ 月 ２ 日 
消 防 局 救 急 課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 
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※1「テーマ型共創フロント」について

行政と民間が互いに対話を進め、新たな事業機会の創出と社会的課題の解決に取り組むために、横浜市が設置した相談・提案

窓口「共創フロント」があるなか、その発展形として市から課題を提示し、公民連携の提案・アイデア及び連携事業者を公募す

るものです。（市 Web ページ：http://www.city.yokohama.lg.jp/seisaku/kyoso/ ） 

広告スペース

訂正版

平成 30 年７月９日 



 

 

５ 協賛企業一覧 

  別添 協賛企業様一覧参照・184社154,688枚（H30.6.29時点） 

 

６ 配達エリア 

  協賛企業が指定したエリア（別添を参照してください） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先 

消防局救急課長 西川 浩二 Tel 045-334-6771 



別 添 

協賛企業様一覧 
平成 30 年６月 29 日現在 

協賛企業名 住所
配付予定エリア

（記載地域の一部に配達予定）

1 医療法人社団　恵真会　エミデンタルクリニック 保土ケ谷区新桜ケ丘2-40-5　野口ハイツ1F 新桜ケ丘一丁目、二丁目

2 橋本工業 都筑区加賀原1-8-7 川和台

3 株式会社　ユニオン企画 港北区新羽町702 新羽町

4 渡辺塗装  株式会社 港北区新羽町2026 新羽町

5 栄デンタルクリニック 港北区日吉本町1-25-14 日吉本町二丁目、箕輪町一丁目

6 伊橋興業  株式会社 港北区新羽町2105-1 新羽町

7 株式会社 サクライ 港北区新羽町612 新羽町

8 三井不動産リアルティ　株式会社 青葉台センター 青葉区青葉台2-9-1
青葉台一丁目、二丁目、つつじが丘、
たちばな台一丁目、藤が丘二丁目、榎が丘
しらとり台

9 ハウジングセンター　株式会社 青葉区あざみ野2-9-13 サンサーラあざみ野 あざみ野二丁目

10 株式会社　ヨビケン 都筑区池辺町3859-2 池辺町

11 有限会社　谷口電設 瀬谷区中屋敷1-23-17 中屋敷一丁目～三丁目、竹村町

12 エス山本繊維加工　有限会社 神奈川区三ツ沢上町2-23 三ツ沢上町

13 新崎住設　株式会社 神奈川区三ツ沢中町5-15 三ツ沢中町

14 行政書士やぎしたまさのり事務所 港北区綱島東1-13-24-406 新吉田東八丁目

15 竹生産業　株式会社 港北区綱島西1-15-9 綱島西一丁目

16 ナトリ電設　株式会社 緑区東本郷5-3-1 東本郷一丁目～六丁目

17 藤造園建設　株式会社 神奈川区三ツ沢中町6-7 三ツ沢中町

18 有限会社　山市商事不動産 都筑区川和町1595-3 川和町

19 マルセビル管理  株式会社 鶴見区豊岡町19-23 グランマルセ2F 東寺尾北台、東寺尾中台

20 久保クリニック 西区北幸2-5-15 プレミア横浜西口ビル1F 楠町

21 有限会社　横浜精密 港北区新吉田町4577 新吉田東八丁目

22 K・T・A　株式会社 戸塚区川上町464-29 新晃ビル1階 川上町

23 有限会社　菊名駅前青木ビル 港北区菊名4-3-20 菊名四丁目

24 有限会社　中野製作所 神奈川区菅田町668-5 菅田町

25 渡辺医院 青葉区奈良町1670-44 奈良五丁目

26 ベイヒルズ税理士法人 神奈川区栄町1-1 KDX横浜ビル6階 西区みなとみらい四丁目

27 株式会社　栄港建設 港北区北新横浜1-7-8 北新横浜一丁目、二丁目

28 有限会社　ハマダ建設 港北区新吉田町4146 新吉田町

29 株式会社　バネックス 港北区新羽町866-2 新羽町

30
社会福祉法人　緑峰会
ショートステイセンター　すいらん

港北区下田町4-1-2 下田町四丁目

31
社会福祉法人　緑峰会
特別養護老人ホーム　港北みどり園

港北区新吉田町6051 新吉田町

32 株式会社　大久保恒産 青葉区鴨志田町813-4 奈良二丁目、三丁目

33 株式会社　丸晶産業 港北区菊名7-9-17 大豆戸町、神奈川区菅田町

34 セブン-イレブン　横浜日吉本町3丁目店 港北区日吉本町3-20-19 日吉本町四丁目

35 株式会社　昭和工業 戸塚区戸塚町4668 戸塚町

36 宮城税務会計事務所 西区平沼1-6-14 ライオンズマンション横浜第5 301 平沼一丁目

37 夢工房だいあん　株式会社 港北区綱島西1-11-5 綱島東二丁目

38 住友重機械モダン　株式会社 港北区新吉田東8-32-16 新吉田東八丁目

39 日本舗材　株式会社 緑区青砥町415 旭区二俣川１丁目

40 株式会社　チュウバチ 緑区台村町615-1
鶴見区岸谷、磯子区岡村一丁目、都筑区荏田南町
瀬谷区目黒町、下瀬谷一丁目

41 ミクロン電気　株式会社 港北区大倉山3-61-1 大倉山二丁目～五丁目

42 横浜建設　株式会社 栄区小菅ケ谷4-26-11 小菅ケ谷四丁目



43 菅野建設　株式会社 保土ケ谷区新井町220-23 新井町

44 横浜貨物運送　株式会社 保土ケ谷区上菅田町1175 上菅田町

45 株式会社　笹山植木 保土ケ谷区上菅田町1197 上菅田町

46 関根内科クリニック 鶴見区鶴見中央4-32-19 鶴見センタービル4階 鶴見中央一丁目

47 中国料理　高華園 鶴見区鶴見中央4-35-15 鶴見中央一丁目

48 株式会社　オースズ 港北区新吉田町218 新吉田東三丁目、高田西一丁目

49 三沢電機　株式会社 西区戸部町4-158 戸部町３～４丁目

50 露木建設工業　株式会社 青葉区美しが丘1-9-22 美しが丘一丁目

51 株式会社　電成社 神奈川区松ケ丘35-12 松ヶ丘ビル5階 松本町３～６丁目

52 有限会社　川原自動車整備センター 港北区日吉7-20-1 綱島東四丁目、五丁目

53 高野山真言宗　遍照時 保土ケ谷区月見台38-31 月見台、帷子町１丁目、天王町１丁目

54 高野山真言宗　大仙寺 保土ケ谷区霞台15-16 霞台

55 ひよし法務行政書士事務所 港北区日吉2-6-5-201 下田町一丁目

56 増井建設　株式会社 保土ケ谷区常盤台34-1 常盤台

57 株式会社　横浜電業 保土ケ谷区峰岡町2-237 峰岡町２丁目

58 株式会社　池田興商 戸塚区下倉田町521-5 上倉田町、下倉田町

59 株式会社　信友建設 戸塚区鳥が丘12-1 上倉田町、南舞岡三丁目、四丁目

60 有限会社　ファーメシア　あおぞら薬局 青葉区市ケ尾町1167-1 ラバーブル昌和 1階C みすずが丘、市ケ尾町

61 宮内建設　株式会社 緑区鴨居4-63-5 港北区篠原町

62 ツクイ横浜鴨志田 青葉区鴨志田町817-6 鴨志田町

63 介護付有料老人ホーム　横浜エデンの園 保土ケ谷区岩井町207 西区久保町、元久保町

64 奈良造園土木　株式会社 港北区新横浜1-13-3 大豆戸町

65 株式会社　三木組 神奈川区青木町7-16 青木町

66 株式会社　ゆうゆうギフト 西区平沼1-2-24 横浜NTビル4階 浅間町４丁目

67 社会福祉法人 仁成会　尚花愛児園 港北区綱島西2-15-8 綱島西二丁目

68 葬儀のりょうしん 港北区高田西2-19-3 高田西二丁目

69 有限会社　山仙クリエイト 青葉区桜台29-16 奈良四丁目

70 MRテクノス　株式会社 旭区南本宿町133-3 南本宿町

71 医療法人社団　Primary Dental Care　辻直子歯科 戸塚区戸塚町6003-5 ZAYAMAGUCHI B-1
南舞岡一丁目、二丁目、上矢部町、上倉田町
港南区日限山三丁目、四丁目

72 株式会社　サショー 戸塚区矢部町269-1 鳥が丘、上柏尾町、柏尾町

73 高島運送　有限会社 保土ケ谷区上菅田町758 上菅田町

74 株式会社　みつや不動産 都筑区北山田2-2-14-201 北山田一丁目、二丁目

75 髙橋行政書士事務所 港北区箕輪町1-17-1-208
日吉本町二丁目、三丁目
箕輪町一丁目、二丁目

76 株式会社　青武組 瀬谷区三ツ境94-1 鶴見区寛政町、都筑区川和町

77 医療法人 誠歯会　中村歯科クリニック 港北区日吉6-3-33 日吉六丁目

78 内科・人工透析　つむらや内科 港北区日吉本町4-25-63 日吉本町二～五丁目

79 城南信用金庫川和支店 都筑区川和町975-2 青砥町

80 株式会社　神奈川民間救急サービス 神奈川区東神奈川2-50-6 東神奈川二丁目

81 H&H　株式会社 鶴見区豊岡町17-19 大倉ビルB1F 豊岡町

82 桜台商店会 青葉区桜台25-1 桜台

83 たまプラーザ駅前通り商店会 青葉区美しが丘1-13-2　YSビル 美しが丘四丁目

84 株式会社　丸電リース 鶴見区鶴見中央5-11-7-803 鶴見中央五丁目

85 株式会社　長野工務店 戸塚区小雀町1137番地 小雀町

86 株式会社　新日本環境 港北区樽町4-16-21 樽町四丁目

87 医療法人社団　伊純会 保土ケ谷区常盤台84-1 常盤台

88 有限会社　緑生園 青葉区奈良町1800 奈良町、すみよし台

89 株式会社　かしや建設工業 港北区小机町757番地 小机町、鳥山町

90 介護老人保健施設　ウェルケア新吉田 港北区新吉田町6028-1 綱島上町、新吉田東六丁目、日吉本町四丁目

91 ハウジングセンター　株式会社　長津田営業所 緑区長津田2-1-1 長津田二丁目

92 ハウジングセンター　株式会社　長津田南口営業所 緑区長津田5-4-37 長津田六丁目



93 株式会社　丸産技研（エム・エストラスト） 緑区長津田2-4-16 長津田みなみ台一丁目～四丁目

94 株式会社　丸産技研 緑区長津田2-4-16 長津田一～五丁目

95 司法書士 行政書士 社会保険労務士　おのだ事務所 緑区鴨居4-53-9 ヌーベル鴨居303 鴨居五丁目

96 株式会社　栄松 戸塚区平戸町401-114 平戸町

97 有限会社　千田建設 栄区長沼町436-6 長沼町、港南区港南台一丁目、二丁目

98 YGS高等部・大学部 港北区菊名7-7-5 馬場一丁目

99 司法書士　飯島義隆事務所 神奈川区西神奈川1-13-12-6F 鳥越、富家町

100 医療法人ベテル　神田整形外科 緑区鴨居1-4-6 ベテル1-2F 鴨居二丁目

101 城南信用金庫新横浜支店 港北区新横浜2-4-13 篠原町

102 株式会社　ベンハウス 西区楠町10-1 楠町

103 日機道路　株式会社 港北区新横浜1-13-3 新横浜一丁目、鶴見区元宮二丁目、

104 宗教法人　大善寺 都筑区南山田2-4-1 南山田町

105 有限会社　正司建設 青葉区大場町930-112 新石川三丁目

106 株式会社　大一興業 青葉区荏田北2-1-5 市ケ尾町、荏田北一丁目、二丁目

107 医療法人社団　双葉会　ユリノキ歯科医院 青葉区美しが丘2-21-11 美しが丘二丁目

108 有限会社　荏原技研 青葉区千草台43-5 千草台

109 近田電気　株式会社 青葉区荏子田3-17-10 荏子田三丁目

110 泰平建設　株式会社 都筑区東方町989-3 東方町

111 有限会社　座間牛乳店 都筑区池辺町2043
勝田南一丁目、勝田町、佐江戸町、
中川中央一丁目、二丁目、大丸

112 株式会社　カンパイ 港北区鳥山町1030 神奈川区白幡町、神奈川区大口仲町

113 城南信用金庫　小机支店 港北区小机町1459 小机町

114 髙橋　賢司（横浜りんどう法律事務所・司法書士事務所） 神奈川区西神奈川1-7-8 ことぶきビル4F-A 旭ケ丘

115 有限会社　二瓶建材 港北区鳥山町72 鳥山町

116 株式会社　和光商事 港北区小机町1474 ル・チード原橋ビル2F 小机町

117
社会福祉法人　横浜市社会福祉協議会
障害者研修保養センター横浜あゆみ荘

都筑区葛が谷2番3号 葛が谷、荏田南一丁目

118 株式会社　静岡銀行　綱島支店 港北区綱島東4丁目3番17号 箕輪町二丁目、綱島東三丁目～五丁目

119 日総工産　株式会社 港北区新横浜1-4-1 日総工産新横浜ビル 美しが丘二丁目

120 株式会社　久保田建設 緑区三保町234番地 小山町、都筑区川和町

121 パナソニックホームズ　神奈川支社　法人第一営業所 都筑区中川中央1-28-9　4F 中川中央一丁目

122 有限会社　クリムラ防災 瀬谷区相沢2-39-10 宮沢一丁目、阿久和西一丁目、三丁目

123 澤野商事 鶴見区馬場1-8-16 馬場一丁目～四丁目、六丁目、七丁目

124 ジューテックホーム　株式会社 都筑区新栄町4-1
牛久保東二丁目、北山田五丁目、
茅ケ崎東一丁目、茅ケ崎南一丁目、四丁目、
桜並木

125 株式会社　中央警備保障 旭区二俣川2-46 中沢町

126 ＮＰＯ法人俣野コミュニティ絆 戸塚区俣野町480-15 深谷町

127 株式会社　大神産業 泉区上飯田町2300-2 上飯田町

128 有限会社　初鹿野建設 泉区和泉町7329-7 和泉町、　戸塚区戸塚町

129 有限会社　凪塗装 泉区中田北1-25-29　2Ｆ 中田北一丁目

130 有限会社　彩巧社 金沢区町屋町15-16
釜利谷東六丁目、七丁目、釜利谷南一丁目、
町屋町、泥亀二丁目、富岡西五丁目、六丁目

131 株式会社　紅梅組 西区戸部本町9-18 戸部本町、中央一丁目

132 株式会社　ジャパンビバレッジセントラル　横浜支店 神奈川区菅田町2774-1 港北区新横浜一～三丁目、西区高島二丁目

133 汐見台中央商店会 磯子区汐見台1-6 磯子台

134 医療法人一栄会　大倉クリニック 港南区最戸2-15-42　B-105
上大岡東一丁目、芹が谷一丁目、
東永谷三丁目、下永谷五丁目

135 向洋電機土木株式会社 南区井土ケ谷下町16-6 蒔田町

136 株式会社　サンエス 港北区新吉田東8-53-14 新吉田東八丁目、新羽町

137 株式会社　アシスト 瀬谷区竹村町13-39 中央

138 株式会社　ひとはな 瀬谷区阿久和西3-3-4 神谷ビル1階 本郷一丁目、二丁目、泉区岡津町、弥生台

139
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東部病院

鶴見区下末吉3-6-1 下末吉三丁目

140 有限会社　横浜体育クラブ 泉区和泉が丘3-31-33 和泉町
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141 石田建設　株式会社 泉区岡津町1573 岡津町

142 株式会社　ジャパンビバレッジセントラル 保土ケ谷区今井町476
南区吉野町、宮元町、宿町、新川町
旭区二俣川１丁目、２丁目

143 株式会社　エコシティサービス 都筑区茅ケ崎中央8-33 サウスコア205号室 青葉区荏田町、大場町

144 あびこ消化器内科クリニック 神奈川区青木町6-15 上反町１丁目、２丁目

145 平和工業 中区小港町1-14-3 旭区中白根一丁目、二丁目、白根八丁目

146 株式会社メモワール 南区高砂町2-24 高砂町２丁目、３丁目

147 横浜信用金庫　新横浜支店 港北区新横浜2-5-10 篠原町

148 津久見建設　株式会社 旭区二俣川2-21-1 二俣川２丁目、南本宿町

149 大栄交通　株式会社 旭区上白根町740-1 上白根町、上白根一丁目～三丁目

150 二重交通　株式会社 旭区本村町26-7 左近山

151 株式会社　ツアーステージ 神奈川区大口仲町39-3 大口通

152 日栄鋼材　株式会社 青葉区恩田町3147 恩田町

153 冨士造園　株式会社 鶴見区獅子ヶ谷2-38-47-101 東寺尾北台

154 たかつ歯科医院 緑区十日市場町834-3 CHEERS! 1F 十日市場町

155 株式会社　ダイイチ 保土ヶ谷区帷子町2-67-1 帷子町２丁目

156 神電設備工業　株式会社 保土ヶ谷区西久保町125 神戸町

157 大成建設ハウジング株式会社 中区長者町6-96-2　大成建設横浜支店ビル6F 港北区大倉山、金沢区能見台

158 株式会社　美鈴建設 泉区和泉中央南5-11-35 和泉中央南五丁目

159 医療法人五星会　菊名記念病院 港北区菊名4-4-27 菊名一丁目～七丁目

160 株式会社　ヨコレイ 保土ケ谷区新井町657 新井町

161 株式会社　サニタ 青葉区新石川3-15-16 緑区鴨居三丁目、四丁目

162 アーバントラスト　有限会社 金沢区幸浦2-4-6 港北区大倉山五丁目

163 喜田硝子工業　株式会社 戸塚区下倉田町772-48 戸塚町

164 株式会社　エヌ・ビー・シー 旭区上白根3-34-2-205 西区南幸一丁目、北幸一丁目

165 株式会社　K and K フラワーショップ　スパイラル 保土ケ谷区峰岡町2-139-4 ナチュラル・スタイル102 峰岡町２丁目

166 横浜都筑ライオンズクラブ 都筑区中川中央1-1-3 あいたいメイト102 折本町、大熊町

167 有限会社　まごころ営繕メンテナンス 瀬谷区中央30-8 下瀬谷三丁目

168 曙工業　株式会社 瀬谷区下瀬谷2-13-12 下瀬谷二丁目

169 港北　TOKYU　S.C. 都筑区茅ケ崎中央5-1 茅ケ崎中央

170 みなウィメンズクリニック 瀬谷区阿久和西4-2-8 旭区下川井町

171 株式会社　理装工業 緑区青砥町240 松本ビル1F 小山町、北八朔町

172 株式会社　伊藤園　新横浜支店 神奈川区三枚町281-1 三枚町

173 株式会社　加藤機器製作所 南区六ツ川2-9-19 六ツ川二丁目

174 門倉工業　株式会社 磯子区中原2-1-1 中原二丁目

175 重田建設企業　株式会社 都筑区荏田南1-2 緑区竹山三丁目、四丁目

176 株式会社　保土ヶ谷技研 旭区川井本町72-5 川井本町、柏町

177 シバタホームサービス 西区宮崎町3-1 グリーンプラザ紅葉坂302 宮ケ谷

178 合同会社　ＩＫロジ 藤沢市宮前445
青葉区美しが丘一丁目、荏田町、鴨志田町、
すみよし台

179 医療法人社団　青葉会　牧野記念病院 緑区鴨居2-21-11 神奈川区菅田町

180 株式会社　シンサナミ 旭区鶴ケ峰2-5 鶴ヶ峰二丁目

181 神奈川土建一般労働組合横浜西支部 旭区二俣川1-86-8 二俣川１丁目

182 株式会社　創造開発設計 都筑区中川中央1-33-7-2　創造B.L.D3F 北山田五丁目、六丁目、 東方町、川和町、川向町

183 株式会社　三橋緑化興業 青葉区あざみ野1-4-3
新石川一丁目、二丁目、あざみ野一丁目、二丁目、
あざみ野南一丁目～四丁目

184 有限会社　上岡谷工務店 青葉区鉄町71-1 鉄町


