
様式Ｂ－４ 

広告募集案内【定価制】 

（イベント等協賛募集仕様書） 

 

ウェブサイト「きれいなまちに」に協賛してくださる事業者を以下のとおり募集します。 

 

■対象事業 
名  称 ウェブサイト「きれいなまちに」 

事業概要 

横浜市資源循環局では、市が取り組む事業への理解や関心を深めていただく

ことを目的に、ウェブ冊子「きれいなまちに」を発行しています。 

当冊子では、資源循環局が進める施策の紹介をはじめ、事業に関するデータ

等を市民の皆様にわかりやすく紹介しています。 

2021 年版はウェブページでの公開のみとなります。 

 

＜参考＞ 2019 年版の紙媒体発行部数：10,000 部 

ウェブサイトアドレス： 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-

kurashi/gomi-recycle/ongen/pamphlet/kiremachi.html 

 

事業背景 

平成 23 年 1 月に策定した「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」では、総排出量 

（ごみと資源の総量）を平成 37 年度までに、平成 21年度比で 10%以上 

削減するとともに、ごみ処理に伴い排出される温室効果ガスを 50%以上 

削減することを目標とし、脱温暖化に向けた取組を推進します。 

ヨコハマ３Ｒ夢プラン（2020～2025）は、４か年ごとの推進計画によ 

り取組を進めており、現在のヨコハマ３Ｒ夢プラン推進計画（2018～2021） 

では、食品ロス削減も重点目標としています。また、近年喫緊の課題と 

なっているプラスチック問題の解決にも取り組んでおり、これらを通じて

SDGs の目標達成に寄与しています。 

 

  事業推進によって達成されるＳＤＧｓの目標 

 

 

など 

 

 

期  間 令和３年４月１日（木）～令和５年３月 31日（２年間） 

主な利用者 
環境事業推進員等資源循環局の事業協力者 

環境に興味のある方 

 
■横浜市がご協力いただきたいこと 

 項 目 内   容 募集口数 

１ 協賛金のご提供 １口 ４０，０００円の協賛金をご提供ください。 ２口 

※広告料には広告代理店手数料を含みます。 

 

 

 

  
次頁あり 



■横浜市からご提供できるスポンサーメリット 

 項 目 内   容 

１ 企業広告の掲載 

ウェブサイト「きれいなまちに」に表紙画像へ広告掲載します。 

（印刷用データの表紙への広告掲載） 

 

 

 

 

＜入稿形式等＞ 

データ形式： Illustrator、文字はアウトライン化 

 データ内に「広告」である旨を明記してください。 

広告掲載場所 スペースイメージ（縦×横） 色数 

表紙下部 
Ａ４相当で印刷した際に 

約 55mm×88mm 
４色 

2 企業名掲載及び紹介 

ウェブサイト「きれいなまちに」の下部に企業名の掲載及び 

企業ウェブページへのリンク設定 

＜入稿形式等＞ 

データ形式： GIF（アニメーション不可、透過 GIF 不可）、 

JPEG、PNG 

サイズ： 縦 60 ピクセル×横 120 ピクセル  

 

■ご留意いただきたい点 

広告の内容等 

○横浜市広告掲載要綱、横浜市広告掲載基準その他の広告関連規程を遵守し

てください。 

○令和３年２月５日（金）までに広告原稿を提出し、上記条件について広告

内容の審査を受けてください。 

○広告掲載基準等に基づき、広告内容等の修正をお願いする場合があります

ので、あらかじめご了承ください。 

○令和３年２月２６日（金）までに、審査が完了した広告原稿を提出してく

ださい。 

○上記の期限までにご提出いただけない場合には、広告を掲載できない場合

がありますが、その場合であっても広告料はお支払いいただきますのでご

留意ください。【企業広告の掲載】 

■申込み 

申 込 条 件 

広告代理店のほか、協賛企業自らのお申込みも可能です。 

※お申込み時に広告主が決定していない場合は、決定後速やかに広告主の 

審査を受けてください。 

申 込 方 法 申込書（別紙）をＥメール又はＦＡＸ等で下記申込先へ送付してください。 

事業者選定方法 

先着順 

※１日単位で締めきります。同日に受けたお申込みは同順位として取り扱い

ます。同日内に空き枠数を超えたお申込みがあった場合は、横浜市が抽選

を行い、決定します。 

※「同日」の扱いは、原則開庁時間とします。（午後５時 15 分より後に受領

した申込書は、翌開庁日の午後５時 15 分までに受領した申込書と同順と

なります。） 

※掲載場所の位置については、横浜市が決定します。 

募 集 開 始 日 令和２年１２月２１日（月） 

申 込 期 間 令和２年１２月２１日（月）～ 令和３年１月１５日（金） 

申 込 先 

（担当課名）横浜市資源循環局３Ｒ推進課 

（所 在 地）〒231-0005 横浜市中区本町 6-50-10 

（TEL／FAX）TEL 045-671-3593／FAX 045-550-3510 

（E メール） sj-3rsuishin@city.yokohama.jp 



きれいなまちに 最終更新日 2019年8月16日

一括ダウンロード一括ダウンロード

きれいなまちに2019（全編）（PDF：14,003KB）

分割ダウンロード（前半、後半）分割ダウンロード（前半、後半）

きれいなまちに2019　前半（表紙から12ページ）（PDF：6,997KB）

きれいなまちに2019　後半（13ページから30ページ）（PDF：7,019KB）

分割ダウンロード（項目別）分割ダウンロード（項目別）

表紙（PDF：1,022KB）

ヨコハマ３Ｒ夢プラン（１ページから６ページ）（PDF：2,877KB）

食品ロスの削減（７ページから８ページ）（PDF：1,150KB）

清潔できれいな街づくり（９ページから10ページ）（PDF：1,138KB）

環境活動の推進（11ページ）（PDF：426KB）

体験施設・環境学習（12ページ）（PDF：481KB）

ごみと資源物の収集（13ページから19ページ）（PDF：2,878KB）

ごみの焼却・埋立（20ページから22ページ）（PDF：1,034KB）

し尿処理（23ページから24ページ）（PDF：681KB）

事業系ごみに関する取組（25ページから26ページ）（PDF：841KB）

読み上げ Language サイトマップ よくある質問 コールセンター

暮らし・総合
戸籍・住民票などの手続き

観光・イベント
文化・芸術・スポーツなど

事業者向け情報
入札情報、産業振興など

市の情報・計画
市の施策・取組

トップページ > 暮らし・総合 > 住まい・暮らし > ごみ・リサイクル > データ・パンフレット・音源 > パンフレット >
きれいなまちに

印刷する

防災・救急・防犯 住まい・暮らし 戸籍・税・保険 子育て・教育 健康・医療 福祉・介護 市民協働・学び まちづくり・環境

【対象事業過去の様子】

00920536
テキストボックス
表紙広告掲載(メリット1)

00920536
テキストボックス
表紙広告掲載(メリット1)



電話：045-671-3593 ファクス：045-550-3510

産業廃棄物（27ページから28ページ）（PDF：893KB）

施設案内等（29ページから30ページ）（PDF：757KB）

Beautiful　City　Yokohama　FY2019Beautiful　City　Yokohama　FY2019

first half(cover・contents、P1～P12)（PDF：10,219KB）

latter half(P13～P30)（PDF：11,820KB）

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC（旧Adobe Reader）が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

資源循環局政策調整部３Ｒ推進課

メールアドレス：sj-3rsuishin@city.yokohama.jp

ページID：537-754-174

パンフレットのページ一覧

横浜市コールセンター
午前8時から午後9時まで（年中無休）

横浜市コールセンター横浜市コールセンター
電話番号：045-664-2525電話番号：045-664-2525

Q&Aよくある質問集で調べるQ&Aよくある質問集で調べる

横浜市役所
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10

法人番号：3000020141003

所在地案内所在地案内

開庁時間
月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで

（祝日・休日・12月29日から1月3日を除く）

当サイトについて 市民からの提案 ウェブサイトに関するご意見等 横浜市ソーシャルメディア

©横浜市

前のページに戻る

青葉区 旭区 泉区 磯子区 神奈川区 金沢区 港南区 港北区 栄区

瀬谷区 都筑区 鶴見区 戸塚区 中区 西区 保土ケ谷区 緑区 南区

各区役所のページへ各区役所のページへ

00920536
テキストボックス
表紙企業リンク（メリット２）

00920536
テキストボックス
表紙企業リンク（メリット２）



様式Ｃ－３ 

令和  年  月  日 

 

広告掲載申込書（イベント協賛等：先着順） 

横浜市長 

 

以下のとおり申し込みます。 

申 

込 

者 

所在地 
〒   - 

 

ふりがな 

名称 
 

 

代表者職名・氏名  

担当者 

部署名  

ふりがな 

氏名 
 

 

連絡先 
TEL/FAX TEL         ／FAX 

E メール  

業種・事業内容  

ホームページ URL  

※「広告主」の欄は、申込者と異なる場合で決定済みの場合のみ記入してください。 

広 

告 

主 

所在地 
〒   - 

 

ふりがな 

名称 
 

 

代表者職名・氏名  

業種・事業内容  

ホームページ URL  

申
込
内
容 

募集対象事業名称 ウェブサイト「きれいなまちに」 

協賛内容 
※希望する順位を記入してくだ

さい。 
 協賛金の提供      １口   ４０，０００円 

広告内容 
※広告の掲載がある場合のみ記
入してください。 

 

個人情報の収集 

有 

・ 

無 

⇒有の場合（該当するものにチェックしてください） 
□名前 □住所 □電話番号 □E-mail □年齢 

□性別 □その他（     ） 

●収集対象（「例：「中学生以下」「65歳以上」」       ） 

●収集規模（「例：アンケート配布数 ○部」       ） 

誓
約
事
項 

・横浜市の広告関連規程を遵守します。 

・横浜市暴力団排除条例 第２条第２号から第５号に定められた者に該当しません。また、誓約事項に反し

ないことを確認するため、横浜市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出し、横浜市

が本誓約書及び該当役員名簿等を、神奈川県警察に提供することに同意します。 
・横浜市税の滞納はありません。横浜市が申込者及び広告主の市税納付状況調査を行うことに同意します。 

・申込者が広告代理店である場合、広告主に対して横浜市が定める広告料を超える金額で販売しません。 

・誓約事項と相違する事項が判明した場合、又は当該誓約事項に反した場合に、契約の相手方としないこ

と、契約解除を行うこと等、横浜市が行う契約に係る一切の措置について、異議の申立てを行いません。 

※ ご記入いただいた Eメールアドレス宛に横浜市広告情報メールマガジン（広告媒体に関する 

お知らせ）の配信を希望されますか。 （ 希望する ・ 希望しない ・ 登録済 ） 
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