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第１ 事業目的等 

 １ はじめに 

横浜市は、平成30年度に、国から「SDGs未来都市」の選定を受け、同時に選定された「自治

体SDGsモデル事業」として「ヨコハマSDGsデザインセンター（以下「センター」という。）事

業」を横浜市市民協働条例に基づき、運営事業者を公募・選定し、３年間の基本協定を締結

し運営してきました。 

センターは「SDGs未来都市・横浜」の実現を目指し、環境・経済・社会的課題の統合的解決

を図る「横浜型大都市モデル」の創出に向け、多様な主体との連携により自らも課題解決に

取り組む中間支援組織として、平成31年１月から事業を開始し、2030年のSDGsの達成に向け

これまで様々な取組を進めてきました。 

今回の公募は、この協定期間終了にともない、令和３年度から本事業を本市と協働で実施

していく新たな運営事業者を募集するものです。 

 
 ２ 事業目的 

 本事業は、センターの運営、様々な主体・施設間の連携、地域の課題解決を目指した取組

の実践等を通じ、センターが様々な主体とともに、環境・経済・社会的課題の統合的解決を

図る「横浜型大都市モデル」を創出し、SDGs未来都市・横浜が掲げるビジョンの実現に向け、

SDGsの達成年次である2030年度を見据えて中長期的に取り組むものです。 

 

第２ 事業者の募集、選定 

 １ 募集方法 

 （１）提案を希望する事業者は、参加意向申出書（様式１）と必要な資格審査書類を提出して

ください。内容を審査の上、提案書提出有資格者として提案資格確認結果通知書・提出要

請書（様式５）をお送りします。 

（２）提案書提出有資格者は、提案書提出にあたり、必要に応じて質問することができます。

その場合は、質問書（様式６）を提出してください。 

 （３）提案書提出有資格者は、提案書（様式２及び様式７～17）及び概算見積書（自由書式）を

提出してください。 

 

 ２ 選定方法 

提案書提出有資格者から提出された提案書の内容を、評価委員会が総合的に評価した上で、

提案内容が も優位な事業者を運営事業者の第１位候補者、次に優位な事業者を次点候補者

として選定します。また、提案書を提出した事業者の皆さまに結果通知書（様式18）を送付

します。 

   選定された事業者につきましては、事業者名等を公表させていただきます。 

 

 ３ 公募・事業者選定等スケジュール 

時期 内容 

令和３年１月15日（金） 募集要項等公表 

２月３日（水） 参加意向申出書及び資格審査書類提出締切 

    ２月10日（水） 提案資格確認結果通知書・提出要請書の送付 

    ２月19日（金） 質問受付締切 
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    ２月26日（金） 質問回答 

    ３月15日（月） 提案書受付締切 

    ３月24日（水） 『ヨコハマSDGsデザインセンター事業』評価委員会開催 

事業者ヒアリング及び提案の評価・審議 

    ３月25日以降 運営事業者の選定・選定結果通知書の送付、結果公表 

 

４ 提出書類等について 

提出書類、提出期限、提出先、提出部数等は、別紙「ヨコハマSDGsデザインセンター事

業提案書作成要領」のとおりです。 

なお、提出書類の内容に虚偽の記載があることが判明した場合、その提出書類は無効と

します。 

 

５ 取下げ 

提案書提出後の取下げは、評価委員会開始前まで取下げることができます。取下げは文書

（自由書式）で温暖化対策統括本部SDGs未来都市推進課へ提出してください。 

  

６ その他 

 （１）提出書類 

提出いただいた書類等は返却しません。また、提出書類の内容等について説明や追加資

料の提出を求めることがあります。 

 （２）提案に要する費用 

    すべて応募事業者の負担となります。 

（３）開示 

提出書類の開示請求があった場合には、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に

基づいて、開示等の手続きをさせていただきます。 

 （４）運営事業者のＰＲ 

①本市との協定締結後、本市ホームページ等で運営事業者名を公表します。 

②本市が広報誌、パンフレット及びイベント等で本事業をＰＲするときは、運営事業者名

を明記します。 

 

第３ 応募事業者 

１ 対象者 

   横浜市と共同で実施する５つの項目（４～９ページ参照）を一括して提案できる事業者 

（JV〈共同事業体〉及び団体〈協議会などの団体〉を含む）とします。 

【JV〈共同事業体〉及び団体〈協議会などの団体〉】 

① JV及び団体での応募の場合は、取りまとめ事業者（連絡窓口）を設定してください。 

② JV及び団体の場合は、各事業者が事業をどのように分担するのか明確にしてくださ

い。複数の役割を1つの事業者が担う場合や、1つの役割を複数の事業者で担うことも

可能とします。 

 

２ 応募資格 

   応募資格は、次に掲げる資格基準をすべて満たしていることを条件とします。（※JV及び団 



 

 3 

体の場合は全ての事業者が対象） 

資格の審査にあたっては、別紙の「ヨコハマSDGsデザインセンター事業」提案書作成要領 

で定める参加意向申出書（様式１）及び資格審査書類を審査することにより行います。 

 

 《資格基準》 

① 「ヨコハマSDGsデザインセンター事業」（以下「本事業」という。）の目的に賛同する者

であり、かつ法人格を有する団体であること。JV及び団体の場合は、取りまとめ事業者

が法人格を有すること。 

② 本募集要項をよく理解し、定められたスケジュール等を遵守できる者であること。 

③ 締結した協働契約及び関係法令等を遵守できる者であること。 

④ 個人情報の取り扱いについて、関係法令等を遵守できる者であること。 

⑤ 会社更生法、破産法、もしくは民事再生法の適用を受けていない者、又は商法により特

別清算もしくは会社整理を行っていない者であること。 

⑥ 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第８条第

２項第１号の処分を受けている団体もしくはその代表者、主催者その他の構成員又は当

該構成員を含む団体でないこと。 

⑦ 横浜市暴力団排除条例(平成23年12月横浜市条例第51号)第２条第２号に規定する暴力団、

同条第４号に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の

団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるも

のをいう。)が暴力団員などと密接な関係を有すると認められる者をいう。)でないこと。 

⑧ 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第23条第１項又は第２項に違

反している事実がある者でないこと。 

⑨ 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。 

⑩ 個人情報の適正管理、情報の流出防止策など、情報セキュリティ対策を講じていること。 

⑪ 次の各号に該当しないこと。 

   ア 横浜市税、法人市民税、固定資産税、都市計画税（土地・家屋）、消費税及び地方消費

税を滞納している。 

   イ 社会保険（雇用保険、健康保険及び厚生年金）への加入義務があるにもかかわらず未

加入である。 

 

第４ 事業内容 

１ 概要 

   本事業は、本市と運営事業者が協働により、相談窓口運営、情報収集・蓄積、ネットワー

ク構築、センターの取組の情報発信、企業等と連携した試行的取組、横浜市SDGs認証・取組

評価制度“Y-SDGs”の実施等を通じ、SDGs未来都市の取組を推進するものです。 

  

２ 事業期間 

協定締結日から令和６年３月 31 日までを想定しています。 

事業内容は、毎年、評価・検証を行う中で、運営事業者と協議の上、必要な見直しを行う

場合があります。 

なお、本事業は SDGs の達成年次である 2030 年度を見据えて取り組む予定です。 
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 ３ 試行的取組数（目標値） 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 

３ ３ ３ 

  ※今回の提案対象は、令和３年度分のみです。令和４、５年度以降に着手する課題設定等に

ついては、横浜市と各年度協議の上決定します。 

 

４ 留意事項 

（１）本事業は、次の点に留意して、市と十分協議を重ねて実施します。 

① 2030年度を見据えた中長期的な取組であること 

② 全体的に横浜らしさを意識し、多様な主体（企業、大学等）との連携により、事業

を進めることを必須とします。 

（２）提案書作成に当たっては、次の資料を参考としてください。 

① 横浜市 SDGs 未来都市計画 

② 横浜市中期４か年計画(2018～2021) 

③ 横浜市地球温暖化対策実行計画（平成 30 年 10 月) 

④ ヨコハマ SDGs デザインセンター ウェブサイト 

 

第５ 取組項目・提案項目 

本事業で、本市と共同事業者が共同で取り組む項目は次の「取組項目１〜５」です。 

各取組項目における「（１）取組内容」を踏まえ、「（２）提案項目」について提案書を作成し 

てください。 

取組項目１ 【コーディネート】相談窓口運営（様式９） 

 （１）取組内容 

企業・団体等から寄せられる SDGs に資する取組の相談や、環境・経済・社

会の各側面から課題解決にアプローチするプロジェクトの提案等を受け付け、

取組や提案実現に向けた道筋を検討し、他のセンター会員等と繋ぐなど実現に

向けた支援を行います。 

ア 詳細な取組内容 

（ア）相談窓口の運営 

相談窓口を設置するとともに、コーディネーターとの相談日程調整やセン

ターのサービス案内等を行う窓口受付体制（対面・電話・e-mail 等で平日連

絡が取れる体制）を構築します。 

＜相談窓口設置場所＞ 

〒231-0015  神奈川県横浜市中区尾上町 3-35 横浜第一有楽ビル 3F  

G INNOVATION HUB YOKOHAMA 

設置場所は、事業期間の途中で変更となる場合があります。 

 

（イ）コーディネート 

コーディネーターが、相談者から相談・提案内容をヒアリングし、事業を

実施するにあたっての実現可能性や効果、代替案の有無等を検討し、対応の
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方向性を提案します。対応の方向性に基づき、関係する主体の選定や調整、

対話の場の設定を行い、実現に向けた道筋をつけます。 

コーディネーターは、３名以上配置するものとし、専門的知識及び経験を

有する者が従事することとします。 

イ 市の役割 

（ア） 対応の方向性を決定するにあたっての検討への参画及び情報提供など 

（イ） 行政所管部署との調整 

 

（２）提案項目 

ア 相談窓口の運営について 

 イ コーディネーターの配置について 

取組項目２ 【マーケティング】情報収集・蓄積、ネットワーク構築（様式10） 

 （１） 取組内容 

センター会員の SDGs に関する取組事例や、市内外における先進的事例を収

集・蓄積し、コーディネートの際に活用できるようにするほか、他の中間支

援機能を持つ団体や施設等とのネットワークを構築します。 

ア 詳細な取組内容 

（ア）情報収集・蓄積 

センターの会員情報、相談対応等から企業・団体等の取組内容、ニーズ・

シーズ情報を収集・蓄積し、コーディネートへ活用するほか、先進的事例に

ついては、他の企業・団体にとっての参考事例として効果的に活用できる

よう映像資料として収集・蓄積します。 

（イ）ネットワークの連携 

市民協働推進センター等様々なステークホルダーやネットワークを持つ

中間支援機能を持つ団体・施設等とのネットワークを構築し、コーディ 

ネートや試行的取組等の拡充につなげます。 

イ 市の役割 

（ア）ネットワーク構築支援 

 

（２） 提案項目 

ア 情報収集・蓄積及び活用の手法について 

イ ネットワーク構築及び運営の内容・手法について 

取組項目３ 【プロモーション】センターの取組の情報発信（様式11） 

 （１） 取組内容 

ウェブサイトやメールマガジン等で積極的にセンターや会員の取組情報を

発信するとともに、オンラインシステムを活用し、センターの会員管理を実

施します。また、センターの取組を広く発信し、様々なステークホルダーの
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連携を促すフォーラムを行います。 

ア 詳細な取組内容 

（ア） 広報媒体を活用した情報発信 

ウェブサイト、メールマガジン、SNS 等を活用し、センターが担う機能や

役割といった基本的な情報をはじめ、ニュースリリースや試行的取組の実施

状況等を発信します。 

（イ） オンラインシステムの運用 

オンラインシステム上でセンター会員の登録等の運用管理を行い、会員に

対する適時・適切な情報提供に繋げます。 

（ウ） フォーラムの実施 

参加者 300 人規模を想定したイベントを年１回以上開催し、センターの 

取組発信の他、センター会員間の知見の共有や交流促進を図ります。 

イ 市の役割 

（ア） 横浜市の広報媒体を活用した情報発信 

（イ） フォーラムの企画への参画 

 

（２） 提案項目 

ア ホームページ等の広報媒体を活用した情報発信の内容・手法等について 

イ フォーラムの企画内容について（時期・会場・内容・手法等） 

取組項目４ 【イノベーション】企業等と連携した試行的取組の実施（様式12～15） 

 （１） 取組内容 

センター自らもステークホルダーの一員となり、企業・団体等の様々な主

体と連携して、環境・経済・社会的課題の統合的解決を図る試行的取組を実

施します。 

ア 詳細な取組内容 

（ア）新規事業（取組提案事業） 

各年度３事業を目標値として、新たな試行的取組を実施します。 

センターが令和３年度に着手する課題は次の通りです。 

課題１（環境分野）：脱炭素イノベーションにつながる取組 

課題２（経済分野）：SDGs を活用した市内中小企業の成長につながる取組 

課題３（社会分野）：教育機関等と連携した次世代育成につながる取組 

（イ）継続事業 

これまでセンターが実施してきた次の事業を継続して実施します。 

課題４：ヨコハマ・ウッドストロー・プロジェクト 

課題５：快適な移動手段の充実プロジェクト（旭区若葉台、栄区上郷地域） 

イ 市の役割 

（ア） 行政所管部署との調整 

（イ） 本市施策との連携 
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（ウ） 横浜市の広報媒体を活用した情報発信 

 

（２） 提案項目 

 ア 新規事業（課題１〜３）に関する取組内容について（様式 12～14） 

   提案作成にあたっては、次に掲げる事項に留意してください。 

＜留意事項＞ 

① SDGs 未来都市が掲げる環境・経済・社会の３側面で相乗効果を生み出

すことが期待できる内容としてください。 

② 「大都市モデル」として具体的に着手し、事業化を目指せる内容として

ください。（提案、構想のみは不可） 

③ 課題ごとにプロジェクトリーダーを設置してください。 

④ PDCA を意識し KPI を設置し、達成できる内容としてください。 

⑤ 提案内容は、事業者決定後、市と十分協議調整の上、内容、進め方等を

決定の上実施します。必ずしも、提案内容どおりに実施するものではあ

りません。 

⑥ 提案内容には、市が既に取り組んでいる事業、市が実施主体となるもの、

法改正を伴うものやインフラ整備が主たるものは除きます。 

⑦ 課題ごとに本市に期待する役割を記載してください。 

 

イ 継続事業（課題４、５）の取組内容について（様式 15） 

事業継続しつつ地域に根差したビジネスモデルとしての発展が見込まれる

内容として提案をしてください。また、提案作成にあたっては、次に掲げる

事項に留意してください。 

＜留意事項＞ 

① これまでのセンターの取組を十分踏まえた提案としてください。（実施内

容、進め方・体制） 

② 実施にあたって、国や民間資金等の外部資金を活用することを考慮し提

案に含めてください。 

③ 課題ごとにプロジェクトリーダーを設置してください。 

④ PDCA を意識し KPI を設置し、達成できる内容としてください。 

⑤ 提案内容は、事業者決定後、市と十分協議調整の上、内容、進め方等を決

定の上実施します。必ずしも、提案内容どおりに実施するものではあり

ません。 

⑥ 提案内容には、市が既に取り組んでいる事業、市が実施主体となるもの、

法改正を伴うものやインフラ整備が主たるものは除きます。 

⑦  課題ごとに本市に期待する役割を記載してください。 

取組項目５ 【Y-SDGs】横浜市SDGs認証・取組評価制度“Y-SDGs”の実施（様式16） 

 （１）取組内容 

Y-SDGs を横浜市と共同で進めることにより、市内における SDGs のすそ野を

拡大するとともに、センターの各種事業と連携させることで、Y-SDGs 認証事業

者等の取組支援の充実につなげます。 
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ア 詳細な取組内容 

Y-SDGs は、事業者の皆様が本制度を活用し SDGs に取り組むことで、持続可

能な経営・運営への転換、新たな顧客や取引先の拡大、さらには投資家や金融

機関の ESG 投資等の投融資判断への活用につなげることを目指すものです。 

 【認証制度】 

   横浜市とセンターが役割分担のもと、SDGs に取組む事業者に対し認証を行

います。（認証制度の手続の流れは図１のとおりです。）また、認証事業者は、

横浜市及びセンターにより各種メリットを受けることができます。 

  ＜前提条件＞ 

① 制度への申請応募は随時受付し、書類審査・ヒアリングを行います。 

② 申請者に対するヒアリングは、センターが事業者と調整し、実施してく

ださい。 

③ 有識者検討会は、応募にあわせ年４回実施します。なお検討会参加者は

市が指名します。 

④ ヒアリング及び評価書作成は、中小企業診断士等の資格を有するものが

対応するようにしてください。（ 低 1名が含まれること） 

【取組評価制度】 

横浜市とセンターが役割分担のもと、認証事業者が、将来に向けて取組む 

具体的な取組について、SDGs や横浜市の施策等への寄与度を評価し、取組推進

に向けたサポートを行います。 

 なお、取組評価については現在構築中のため、概要は提案書提出有資格者に

別途通知します。 

 

（２）提案項目 

 ア 事業計画について 

   登録・認証・評価事業者拡大に向けた事業計画を示してください。 

（【目標値】登録数；500/年、認証数；200/年、評価数；100/年） 

イ 実施体制について 

図－１に示す、書類の受付・審査、ヒアリング、評価書の作成、有識者検  

討会の開催、市との連絡調整、事業者の取組のサポート等の事務遂行について

の計画及び体制を示してください。実施にあたっては、公正かつ適正な実施体

制となるよう留意してください。 

ウ 認証事業者への支援内容について 

  認証を受けた事業者への支援内容を具体的に提案してください。ただし、既 

に実施されているもの及び市の制度改正が必要なものは除きます。 

事業スケジュール 取組項目１〜５共通（様式17） 

 取組項目１〜５の各項目について、取組開始から令和６年３月 31 日までの想定 

スケジュール、年度別の取組内容を記載してください。 

ただし、取組項目４【イノベーション】については、令和３年度着手分のみ記載

してください。 
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その他の取組項目 ※提案項目ではありません。 

 （１） 取組概要 

2030年のSDGs達成、2050年までの温室効果ガス実質排出ゼロ（脱炭素化） 

の実現を目指して本市が進める次の各事業について、センターが持つ機能や

ネットワークを活用し連携して取組を実施します。 

（２） 詳細な取組内容 

ア 金融機関と連携した市内企業の脱炭素ロードマップ(仮)作成及び実践事業 

市内事業者による脱炭素化に向けた実践行動（再エネ切替、ＬＥＤ導入、太

陽光・蓄電池導入など）を促進するため、ＥＳＧ投資に積極的に取り組む金融

機関と連携して、具体的な取組内容をメニュー形式で提示する「脱炭素ロー

ドマップ（ガイドライン）」の作成・普及を行います。本プロジェクトでは、

市内企業に向けて、脱炭素化の取組を加速させるため、企業に身近な金融機

関と連携し、実効性のある取組を実施します。 

イ 中小企業等の SDGs の取組支援 

横浜市では、令和２年度から市内中小企業等を対象に、SDGs の取組を行う事

（図－１：認証制度の手続きの流れ） 
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第６ 役割分担及び費用負担 

 （１）提案書提出時に、第５の各取組項目を含めた３年間（年度別）の概算見積書（市費概算額

及び自己負担額）を提出してください（自由書式）。ただし、取組項目４【イノベーション】

実施に係る費用については、令和３年度に着手する取組分のみとします。 

（２）本事業における令和３年度の横浜市及び運営事業者の役割分担と費用負担の考え方は、

第５に掲げるもののほか、次のとおり想定しています。具体的には、事業者決定後、横浜

市と協議の上決定します。 

 

１ 横浜市 

   役割：本事業に係る企画調整、ＰＲ、関係者調整及びその他提案により求められる事項 

   費用：本事業の実施に係る費用の一部。 

令和３年度：（上限）68,000千円（税込） 

      内訳 取組項目１～５：60,000千円（税込） 

         その他の取組項目：8,000千円（税込） 

 

２ 運営事業者 

   役割：本事業に係る企画調整・事業の実施、報告書作成等 

   費用：上記役割実施にあたって必要となる費用（人的支援、場所・物品の提供等含む） 

 

第７ 運営事業者の決定 

評価委員会で提案書の内容を総合的に評価し、運営事業者を選定します。 

  

１ 評価委員会 

名 称 ヨコハマ SDGs デザインセンター事業評価委員会 

所掌事務 提案の評価及び事業者の選定等に関すること 

委 員 温暖化対策統括本部本部長（委員長） 

温暖化対策統括本部 SDGs 未来都市推進担当部長（副委員長） 

政策局政策課長 

政策局共創推進課長 

市民局市民協働推進課長 

経済局経営・創業支援課長 

環境創造局政策課長 

 

業者に対して補助金制度を構築し支援を行ってきました。令和３年度に実施を

検討中の補助金制度においても、センターが市と連携し補助金申請事業者に対

する様々な支援を行います。 

＜市と連携し実施する内容＞ 

・補助金申請に係る事前相談、申請支援 

・補助金交付決定事業者に対する事業実施や広報支援等 

 



 

 11 

２ 評価項目 

   評価項目等は、別紙「『ヨコハマSDGsデザインセンター事業』提案書評価・選定基準」のと

おりです。 

 

第８ 協定書の締結 

 １ 協定書の締結 

 （１）運営事業者決定後、本市と協定を締結します。 

 （２）協定は３年間の基本協定と毎年度の年度協定を結びます。 

（３）協定の内容については、提案書の内容に基づき、本市と協議の上決定します。 

（４）協定は、事業者の合意のもと市民協働条例を適用し「協働契約」として締結していただ

くことを想定しています。 

（５）令和３年度予算は、議会の議決を経て決定されるものであることから、事業実施の有無、

事業予算の減額又は削減があった場合は、当該事業を縮小または中止する場合があります。 

 

２ 費用負担     

   協定締結に係る一連の費用は、運営事業者の負担とします。 

 

３ 協定の解除 

   運営事業者が協定書に定めることに違反した場合には、協定を解除することがあります。 

 

４ 協定締結後 

   運営事業者は、協定締結後、協定によって定めたスケジュールに基づき事業に着手します。 

 

５ 次年度以降の取扱について 

（１）令和４年度以降の具体的な実施内容は、それぞれ前年度の事業実績を踏まえ、契約形

態、費用負担、役割分担等を決定するものとします。 

（２）令和４年度以降の契約については、事業実績等の履行状況や事業予算状況を鑑み、単年

度ごとの締結とします。 

（３）令和４年度以降において、事業予算の減額又は削除があった場合は、当該事業を縮小又

は中止することがあります。 

 

第９ その他留意事項 

（１）本事業の履行で知り得た情報は、本市の承諾なく外部へ漏らしまた、持ち出してはなり 

ません。 

（２）個人情報を取り扱う事務を行う場合には、その取扱いについて、横浜市個人情報の保護

に関する条例に基づく「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければなりません。 

（３）運営事業者は、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例及び

個人情報取扱特記事項の規定等に準拠し、本事業の実施に関して知り得た個人情報の漏え

い、滅失等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じてくだ

さい。 

（４）本事業は、地方創生推進交付金を活用する事業です。よって、国の求めに応じて資料を
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作成する必要が想定されます。必要が生じた場合には、横浜市から指示をします。 

 

 

【参考資料等一覧】 

（１）横浜市SDGs未来都市計画 

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/futurecity/ 

sdgs/sdgsfuturecity.files/0028_20190313.pdf 

（２）ヨコハマSDGsデザインセンター 

   https://www.yokohama-sdgs.jp/ 

（３）横浜市中期４か年計画 2018～2021 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/seisaku/hoshin/4kanen/2018-2021/ 

chuki2018-.files/plan-total.pdf 

（４）横浜市地球温暖化対策実行計画 

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/jikkou/ 

keikaku/plan.files/h30honpen.pdf 

（５）横浜市市民協働条例 

   https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkyodo/kyodo/ 

jourei/kyoudoujourei.files/0051_20180712.pdf 

（６）横浜市個人情報の保護に関する条例 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/joreikisoku/ 

jorei.files/0002_20180710.pdf 


