
区 事業所名

1 鶴見 宗教法人大本山總持寺

2 鶴見 森永製菓株式会社　鶴見工場

3 鶴見 有限会社 東亜防災

4 鶴見 有限会社星野板金

5 鶴見 有限会社越田豆腐店

6 鶴見 社会福祉法人白根学園障害者支援施設希望

7 鶴見 サカタのタネグリーンサービス株式会社入船公園管理事務所

8 鶴見 有限会社好樹園

9 鶴見 社会福祉法人伸こう福祉会クロスハート鶴見・横浜

10 鶴見 株式会社日陸横浜物流センター

11 鶴見 公益財団法人横浜勤労者福祉協会うしおだ診療所

12 鶴見 萬運輸株式会社

13 鶴見 株式会社ダイワコーポレーション　横浜本牧第２営業所

14 神奈川 株式会社別府板金工業所

15 神奈川 社会福祉法人いきいき福祉会ラポール西寺尾

16 神奈川 宗教法人孝道山本仏殿

17 神奈川 相武造園土木株式会社

18 神奈川 株式会社ピア・フォー

19 神奈川 マリンサービスUYフラッグ

20 神奈川 株式会社オカベ

21 神奈川 学校法人　横浜アイリス学園

22 神奈川 医療法人社団 廣風会 介護老人福祉施設　ラ・クラルテ

23 西 伊勢山皇大神宮

24 西 社会福祉法人長幼会横浜みなとみらい保育園

25 西 神奈川中央ヤクルト販売株式会社

26 西 宗教法人大願寺

27 西 飯村木材株式会社

28 西 願成寺附属ばらの幼稚園

29 西 総合警備保障株式会社　横浜支社

30 西 株式会社　横浜スイミングセンター

31 中 神奈川日産自動車株式会社横浜中店
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32 中 横浜エンジニアリング株式会社

33 中 株式会社ホテルニューグランド

34 中 国家公務員共済組合連合会KKRポートヒル横浜

35 中 株式会社江戸清

36 中 学校法人聖トマ学園聖母幼稚園

37 中 株式会社式典船山博善社

38 中 横浜中央ヤクルト販売山手センター

39 中 学校法人多聞学院ルンビニ幼稚園

40 中 介護付き有料老人ホームヒルデモア三渓園

41 中 日本船舶薬品株式会社

42 中 神奈川臨海鉄道株式会社横浜本牧駅

43 中 保育園ばんびーな

44 中 島忠ホームズ新山下店

45 中 横浜市民共済生活協同組合

46 中 株式会社　三菱UFJ銀行　横浜支店

47 中 株式会社　ＫＣＪＡＰＡＮ

48 南 トヨタモビリティ神奈川南店

49 南 横浜市中央浩生館

50 南 横浜市永田地区センター

51 南 横浜植木株式会社

52 南 馬淵建設株式会社

53 南 横浜国立大学教育学部附属特別支援学校

54 南 医療法人佐藤病院

55 南 神奈川県立横浜国際高等学校

56 南 読売サービスセンター　関内吉野町・西横浜店

57 南 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター

58 南 やすらぎ保育園

59 南 地域活動ホーム　どんとこい・みなみ

60 南 チャブダイカフェ

61 南 弘明寺下町食堂　町っこ

62 南 社会福祉法人清水ケ丘地域ケアプラザ

63 南 Ｄ＆Ｃファシリティーズ株式会社

64 南 日本郵便株式会社横浜南郵便局

65 南 笑食酒処のとやん

66 南 向洋電機土木株式会社
67 南 株式会社　小俣組



68 港南 スポーツクラブ＆スパルネサンス港南中央

69 港南 おふろの王様港南台店

70 港南 ミオカ商業部会

71 港南 極楽湯横浜芹が谷店

72 港南 スポーツクラブルネサンス港南台

73 港南 コナミスポーツクラブ上大岡

74 港南 有限会社エルウェーブ港南台スイミングスクール

75 港南 株式会社清水康益社サバスホール

76 港南 有限会社ダスキン原沢ダスキン日野支店

77 港南 株式会社モリシゲ

78 港南 京急上大岡自動車学校

79 港南 港南郵便局

80 港南 港南台郵便局

81 保土ケ谷 社会福祉法人いきいき福祉会　特別養護老人ホームラポール三ツ沢

82 保土ケ谷 社会福祉法人幸済会

83 保土ケ谷 有限会社新藤組

84 保土ケ谷 朝日建設重機株式会社

85 保土ケ谷 横浜ケーブルビジョン株式会社

86 旭 株式会社坂本興業

87 旭 高橋造園土木

88 旭 社会福祉法人倉敷福徳会　横浜小谷かなりや保育園

89 旭 神奈川中央ヤクルト販売株式会社　市ノ沢センター

90 磯子 株式会社 オカモトオプティクス

91 磯子 有限会社小島葬儀店

92 磯子 株式会社IHIビジネスサポート横浜事業所

93 磯子 日本郵便株式会社　磯子郵便局

94 磯子 国際交通株式会社

95 金沢 株式会社総合車両製作所

96 金沢 黒川釣船店

97 金沢 有限会社小松屋石材店

98 金沢 株式会社ジェイ・ワン

99 金沢 株式会社神奈川都市交通金沢営業所

100 金沢 株式会社津乃国屋材木店

101 金沢 社会福祉法人あおぞら　あおぞら谷津保育園

102 港北 有限会社ランドマーク　グループホームズあすなろ

103 港北 宗教法人熊野神社



104 港北 株式会社白洋舎　ユニホームレンタル東部事業所

105 港北 株式会社白洋舎リネンサプライ　相模原事業所

106 港北 特別非営利活動法人びーのびーの

107 港北 ローム株式会社　新横浜テクノロジーセンター

108 港北 新横浜国際ホテル

109 緑 株式会社鴨居自動車学校

110 緑 京セラ株式会社　横浜中山事業所

111 緑 綜合警備保障株式会社　中山営業所

112 青葉 旭興業株式会社（青葉自動車学校）

113 青葉 有限会社緑造園

114 青葉 有限会社金子石油店

115 青葉 有限会社太陽住宅設備

116 青葉 林さく井工業

117 青葉 日本体育大学横浜・健志台キャンパス

118 青葉 桐蔭横浜大学

119 青葉 横浜市すすき野地域ケアプラザ　（社会福祉法人若竹大寿会）

120 青葉 御食事・居酒屋　数数

121 青葉 社会福祉法人　さつき福祉会　荏田北保育園

122 都筑 京セラ株式会社横浜事業所

123 戸塚 生駒植木株式会社

124 戸塚 湘南ヤクルト株式会社　戸塚センター

125 戸塚 湘南ヤクルト株式会社　大正センター

126 戸塚 湘南ヤクルト株式会社　深谷センター

127 戸塚 株式会社シンコー

128 戸塚 日本郵便株式会社　戸塚郵便局

129 戸塚 セントラルフィットネスクラブ東戸塚

130 戸塚 スポーツクラブNAS戸塚

131 戸塚 大洋建設株式会社

132 戸塚 公益財団法人横浜YMCA湘南とつかYMCA

133 戸塚 東急スポーツオアシス戸塚

134 戸塚 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

135 戸塚 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

136 栄 三菱プレシジョン株式会社鎌倉事業所

137 栄 株式会社信光社

138 栄 金井自動車工業株式会社

139 栄 社会福祉法人孝德会特別養護老人ホーム　陽のあたる丘MISONO



140 栄 株式会社ネクサスケア　ネクサスコート本郷台

141 栄 神奈川中央交通株式会社　横浜営業所

142 泉 社会福祉法人たちばな会　特別養護老人ホーム天王森の郷

143 泉 有限会社政清建設

144 泉 社会福祉法人誠幸会　特別養護老人ホーム泉の郷

145 泉 社会福祉法人雄飛会　特別養護老人ホーム相生荘　

146 泉 株式会社　湘南ワイパーサプライ

147 泉 有限会社　大啓産業

148 泉 株式会社オーモリ

149 泉 横浜市泉スポーツセンター

150 瀬谷 神奈川県立瀬谷養護学校

151 瀬谷 株式会社エスシー・マシーナリ　東京機械センター

152 瀬谷 美鈴興業株式会社三ツ境自動車教習所

153 瀬谷 学校法人鎌田学園あづまの幼稚園

154 瀬谷 株式会社露木板金

155 瀬谷 学校法人横浜中央学園　ゆたか幼稚園

156 瀬谷 軽費老人ホーム睦荘

157 瀬谷 学校法人平成学園認定　こども園はらのこ　原幼稚園

158 瀬谷 阿久和キッズ

158事業所計
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