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このマニュアルに掲載されているすべての文章、図画、情報等及びマニュアル全体は著作権

の対象として、日本国著作権法及び国際条約により保護されています。 
当該著作権は横浜市が保有しており、このマニュアルの内容の全部又は一部については、私

的使用又は引用等著作権法上認められた行為を除いては、横浜市の許可なく、複製、転載、

転用、改変、電磁的加工、公衆送信、翻訳、二次的使用その他これらに類するすべての行為

を行うことを禁じます。 
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