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横浜市温暖化対策統括本部 SDGs未来都市推進課 

 

令和３年度 
横浜市 SDGs biz サポート補助金 

募集案内 
 

 

 

 

 

●申請受付期間● 

令和３年７月１日（木）～令和３年８月 13日（金）※厳守 
郵送｜8月 13日 消印有効 

 持参｜8月 13日 17:00まで 

 

●実施要綱・指定様式等のダウンロード● 
 

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

 

●申請先及お問合せ先● 
横浜市温暖化対策統括本部 SDGs未来都市推進課 

TEL : 045-６71-4371（平日 9:00～17:00） 

E-mail : on-futurecity@city.yokohama.jp 

〒231-0005 横浜市中区本町６－50－10 

 

 

 
あわせて横浜市 SDGs biz サポート補助金交付要綱を必ずご確認ください。 

なお、期限までに全ての必要書類が提出されない場合は、申請を受け付けることができません。 

ご注意ください︕ 

※メールでの提出は受け付けておりませんので、ご注意下さい。 

mailto:on-futurecity@city.yokohama.jp
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Ⅰ 横浜市の補助金に関する基本的な考え方について≪重要≫ 

 

 

 
【１件 100万円以上（税込）の契約の場合】 
補助対象事業にかかる物品の購入、委託等、助成対象経費として計上するすべての経費について、１

件当たりの契約金額が 100万円を超える場合、以下の表１、２に示すように市内事業者による入札又は
複数の市内事業者からの見積書の徴収を行い、入札の結果がわかる書類または、当該見積書の写しを提
出する必要があります。 
 また、入札の参加者又は見積書の徴収の相手方を市内事業者とした場合は、当該事業者が市内事業
者であることを証明する書類又は写しを提出してください。 
 なお、市内事業者による入札又は複数の市内事業者からの見積書の徴収を行えない場合にも、市外
事業者を含めた複数の見積書の徴収を行う必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
単価が 100万円未満であっても、まとめて見積書の徴収を行い、100万円以上となった場合は１件
100万円以上であるとみなします。 
 
《申請時に提出が必要な書類》 
 
【表１：１件 100万円以上の契約の場合】 
入札又は２人以
上の市内事業者
からの見積徴収 

提出する 
見積書の種類 

発注先 申請時の提出書類 

できる 市内（発注先） 
市内 

市内 ①見積徴収した市内事業者２社の履歴事項全部証明書又は横
浜市一般競争入札有資格者名簿の写し 

できない 市内（発注先） 
市外 

市内 ①市内事業者１社の履歴事項全部証明書又は横浜市一般競争
入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書 

 横浜市が支出する補助金・助成金は市税を原資としており、市内事業者の下支えに役立てる
ためにも、「市内事業者に発注する補助事業者等に補助を行う」ことが原則となっています。
助成対象経費として計上する経費については原則として市内事業者に発注してください。 

既定の数の見積書を市内事業者から徴収できない場合でも、その理由が次の①～③に該当する場合は、助
成対象経費として認められる場合があります。その場合、「入札又は見積りに係る理由書」においてその
具体的な理由を明らかにし、市長の承認を得る必要があります。なお、補助対象経費として認められない
こともありますのでご注意ください。 
①規定の数以上の事業者で取扱いがない 
②入札又は２人以上の市内事業者から見積書の徴収を行うことにより、事業計画にかかる営業秘密が開
示され、申請者の事業活動に支障を生ずるおそれがある 

③特殊な技術や経験・知識を特に必要とするもので、市内事業者では目的が達成できない 



4 
 

市内 
市外（発注先） 

市外 ①市内事業者１社の履歴事項全部証明書又は横浜市一般競争
入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書 

市外（発注先） 
市外 

市外 ①入札又は見積りに係る理由書 

市内１社のみ 市内 ①市内事業者１社の履歴事項全部証明書又は横浜市一般競争
入札有資格者名簿の写し 
②入札又は見積りに係る理由書 

市外１社のみ 市外 ①入札又は見積りに係る理由書 
 
※履歴事項全部証明書について、個人事業主にあっては開業届の写しとします。 
※横浜市一般競争入札有資格者名簿については、横浜市ホームページ内「ヨコハマ・入札のとびら」よ
りご確認いただけます。 
(URL)http://keiyaku.city.yokohama.lg.jp/epco/keiyaku/buppin-meibo.html 

※見積書を徴収する際の注意 
１．複数から見積書を徴収するときは、比較ができるよう見積項目を共通にしてください。 
２．見積書に記載の内容について不明な点がある場合は、申請者又は発注先事業者へ問い合わせをする
ことがあります。 

３．見積書に虚偽の記載がある場合や、不正と認められる行為が判明した場合には、補助金の交付対象
となりません。交付決定後に判明した場合は、交付決定が取り消され、補助金の全部または一部を返 
還して頂きます。 
※６「補助金交付決定の取り消し・補助金の返還」（P.9）参照 
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Ⅱ 横浜市 SDGs bizサポート補助金について 
 
１ 補助概要 
１－１ 補助の対象となる方（申請者） 
 横浜市内に事業所を置いている、商業・法人登記を行った会社・団体 
 主たる事業所が横浜市内にある個人事業者 

 
１－２ 対象となる取組 

    主として横浜市内で行われる事業で、SDGs達成及び脱炭素社会実現に寄与する、環境・
経済・社会の三側面の課題に統合的に取り組む先駆的な取組 

 
＜取組のイメージ＞ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
１－３ 補助対象となる事業期間 

令和３年９月 15日（水）～令和４年２月 28日（月） 
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２ 補助額等 
２－１ 補助率・補助限度額 

    補 助 率 ：補助対象経費の２分の１以内 
    補助限度額：最大 200万円 
 
２－２ 補助対象となる経費 
   補助対象事業に必要かつ適当と認められるもので、当該年度の２月末日までに事業が完了

する以下の経費 
 
経費区分 補助成対象経費の例 
需用費、役務費、委
託料、使用料、賃借
料、工事請負費、原
材料及び備品購入費 

システム設計費、システム構築費等、機器購入費、設置費、必要となる
機器のリース費、保守委託費、印刷物等の広報媒体作成費、備品購入
費、消耗品費、等 

 
補助対象外の経費例 
・通信運搬費（電話代、切手代、インターネット利用料金等）、光熱費、交通費、食糧費、スキ
ルアップ及び能力開発のための研修参加費、税務申告、決算書作成のために税理士、公認会計
士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用、各種間接手数料、借入金などの支払利息及
び遅延損害金、交際費、慶弔費、懇親会費 

・契約・取得から支払いまでの手続きが事業実施期間内に行われていない経費 
・補助対象事業に使用しない物品の購入、外注等 
・経費の内訳を証する書類、支払い証拠等の帳票類に不備や虚偽等が認められたもの 
・他の取引と相殺して支払いが行われているもの 
・補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われている場合で、補助対象経費との支払いの
区別が難しいもの 

・自社調達及び役員の重複又は資本関係がある企業間の取引に要する経費 
・収入印紙代、消費税、振込手数料、代引手数料、通信費等の間接経費 
・法人の運営に係る経費、他の事業に係る経費等、補助対象事業の実施に直接関係しない経費 
・賃金、手当等、補助金の交付を受けた法人の構成員に対し労務提供の対価として支払われる経 
 費 
・その他、事業に直接必要とは認められない経費 
・公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費 
 
※その他、定めのない経費の支出については、個別に審査します。 
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３ 交付決定までの流れについて 
３－１ スケジュール 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
・募集期限後、事業内容を審査・選考したうえで、補助対象者を決定します。 
・実施報告書提出後に事後精算・戻入が発生する場合があります。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

②審査・選考 

①申請書の提出 

④事業開始・請求書の提出 

⑤補助金交付(概算) 

③補助金の交付決定 

⑥事業終了 

※申請される方が実施する手続きは    の部分です。 

実績報告書提出の締切：事業終了日から 15日以内 

⑧交付額確定 

申請書提出の締切：８月 13日（金） 
 

交付決定通知：９月 15日（水） 

 

請求書提出の締切：10月 15日（金）17時まで 
 

⑦実施報告書の提出 

令和４年２月 28日までに事業終了 

郵送 消印有効 
持込 17時まで 
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３－２ 評価基準 
 

項目 評価の視点 配点 
SDGs達成、
脱炭素社会実
現への寄与 

SDGs 達成への寄
与 

SDGsの複数のゴール達成に寄与し、環境・経済・
社会的課題の統合的解決を目指す内容となって
いるか。 

15点 

脱炭素社会への寄
与 

横浜市の 2050 年脱炭素化実現に寄与する内容
になっているか。 

15点 

市民生活への還元 広く市民・市民生活に還元される内容が含まれて
いるか。 

15点 

事業の実現性 
 事業内容 

内容や計画が具体的に計画されるとともに、手
法、実施スケジュール、経費等が事業の内容と比
較して適切か。期限内に完了する事業か。 

10点 

事業実施体制 
実施体制が適切であるとともに、必要な場合は知
識や経験が豊富な専門スタッフの確保がなされ
ているか。 

10点 

経済成長への
寄与 
 

事業の継続性 補助対象期間以降も事業の継続が期待できる内
容となっているか。 

10点 

経済波及効果 市内経済活性化等への波及効果が十分に期待で
きる内容になっているか。 

10点 

その他 
 事業の先駆性 新規性に富む、イノベーティブな内容となってい

るか。 
10点 

他のステークホル
ダーとの連携 

他のステークホルダーと連携して取り組む内容
となっている。 

該当する場合
は５点 

申請者の属性 
中小企業または個人事業者による事業である。 

中小企業の場
合は３点、個
人事業者の場
合は１点 

市内に本社等を置く会社・団体又は個人事業者で
ある。 

該当する場合
は２点 

SDGs認証制
度”Y-SDGs”
の取得 

横浜市 SDGs認証制度”Y-SDGs”において認証を受けている 
最上位３点、
上位 2点、 
標準 1点 

新規参加 今年度新たに SDGs bizサポート補助金の活用に取り組む事業者であ
る。（令和２年度に SDGs bizサポート補助金に申請していない。） 

２点 

 
※詳しくは横浜市 SDGs biz サポート補助金交付要綱をご覧ください。 
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４ 補助対象事業の決定について 
補助対象事業の選定は、ご提出いただいた書類をもとに、ヨコハマ SDGsデザインセンターから

意見を聴取し、横浜市の審査を経て決定します。 
４－１ 審査 
  ①「３－２ 評価基準」（P.8）に基づいて審査を行います。 
４－２ 交付決定 
  ①交付決定は９月 15日までに通知します。 

②申請された経費の一部が補助対象外の経費であった場合、該当経費は補助対象として認め
られません。 

  ③交付決定通知書で通知する交付予定額は、交付予定の補助金の上限額を示すものです。 
４－３ 補助金の交付 
  ①交付決定通知後に別途提出していただく請求書を元に概算払※により交付します。 
  ②事業終了後に残金が生じた場合は、実績報告により速やかに精算残額を報告し、当該額を

返還しなければなりません。 
   ※概算払：債権者は確定しているが債務金額が確定していない場合にその履行期限の到来

前に支出する方法を言い、概算払は履行期限到来後に必ず精算が必要になりま
す。 

  
５ 補助対象事業決定を受けた後の注意事項 
 ５－１ 本補助金に係る契約・発注先について 
    本補助金に係る経費については原則、市内事業者に発注するようお願いします。１件 100

万円以上の契約については実績報告時に提出が必要な書類があります。本募集案内 I 「横
浜市の補助金に関する基本的な考え方について」（P.3～４）をご確認いただき、契約にあた
って必要書類の徴収を行ってください。 

 ５－２ 実績報告提出時に提出を求める書類 
    補助対象事業に決定し、補助事業が完了した際は、ＳＤＧｓ ｂｉｚサポート補助金実績

報告書（第 12号様式）と併せて次の書類の提出を求めます。また、必要に応じ現地調査等
により成果物及び成果物の写真等を確認しますので、提出書類一式は別途補助対象者側でも
保管が必要となります。様式等の詳細は交付決定後にお知らせします。 

（１）補助金活用明細兼概算払金精算書（第 12号様式の２） 
（２）経費の支払いを証する書類（領収書の写し等） 
   ※100万円以上の契約を行った場合、I「横浜市の補助金に関する基本的な考え方につ

いて」（P.3～４）に記載の該当書類 
  （３）その他市長が必要と認める書類 
 ５－３ 精算・返還について 
    事業終了後に残金が生じた場合、実績報告により速やかに精算残額を報告し、当該額を返

還しなければなりません。 
  
６ 補助金交付決定の取り消し 

次のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがありま
す。補助金決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて
補助金を返還していただきます。 

  （１）補助対象者が補助事業完了前に事業所を市外に移転した場合 
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  （２）補助対象事業が第６条第２項の期間内に完了する見込みがなくなった場合 
  （３）補助対象者が補助金の交付前に倒産した場合 
  （４）他の機関から同種の補助を受けており、かつ申請時に報告していなかった場合 
  （５）市税又は市町村民税の滞納があった場合 
  （６）前各号のほか第３条第１項及び第２項に規定する補助対象者の要件又は第５条各項に規

定する補助対象事業に該当しない場合 
（７）補助金の交付条件に違反した場合 
（８）偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けた場合 
（９）公序良俗に反する行為があると認められる場合 
（10）日本の法令又は補助決定内容に違反した場合 

 
７ 応募方法・事前相談（事業の計画策定）について 
７－１ 申請書類 

 下記書類を作成し、「７－３ 申請・問い合わせ先」（P.12）宛に郵送またはお持ち込みくださ
い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

<個人事業主の方> 
 
・申請書(第１号様式) 
・計画書(第 2号様式) 
・役員等氏名一覧表(第 3号様式) 
・直近１年分の市町村民税の納税証明書の写し

(市町村民税が非課税の場合は非課税証明書の
写し) 

・事業者が市内であることを確認できる書類 
・見積書等経費の内訳がわかる書類の写し※ 
 

・請求書(第７号様式) 

・実施報告書(第 12号様式) 
・領収書の写し等 

＜法人の方＞ 
 

・申請書(第１号様式) 
・計画書(第２号様式) 
・役員等氏名一覧表（第３号様式） 
・履歴事項全部証明書(発行から３か月以内)の写し 
・直近１年分の市税の納税証明書の写し(法人市民税
非課税の場合は滞納がない証明書の写し) 

・見積書等経費の内訳がわかる書類の写し※ 
・事業所税、固定資産税、都市計画税において非課税
税目がある場合、非課税確認同意書(第４号様式) 

 

 ＜交付申請時＞（詳細は P.11以降を参照） 

 ＜交付決定後＞ 

 ＜事業実施後＞ 
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■申請時の提出書類の注意事項 
 
１ 交付申請…次の必要書類を令和３年８月 13日(金)までに郵送またはお持ち込みください。 

＜必要書類＞ 
 

添付書類等 個
人 

事
業
主 

法
人 注意事項等 

書類準備
確認欄 

１ 補助金交付申請書（第１号様式） ○ ○ 必ずコピーを取り、申請者が
保管してください。 
 

 
２ 補助金交付実施計画書（第２号様式） ○ ○  
３ 役員氏名等一覧（第３号様式） ○ ○  
４ 履歴事項全部証明書 （写し）  ○ 発行から３か月以内のもの。  

５ 
市税の納税証明書の写し(法人市民税非課
税の場合は滞納がない証明書の写し) 

 ○ 
直近１年分 
※横浜市以外のものは不要 

 

６ 非課税確認同意書（第４号様式）  
△

（※） 

必ずコピーを取り、申請者が
保管してください。 
 
※非課税確認同意書は事業所
税、固定資産税、都市計画税
において非課税税目がある場
合のみ提出が必要です。 

 

７ 
市町村民税の納税証明書の写し(市町村民
税が非課税の場合は非課税証明書の写し) 

○  直近１年分  

８ 
事業者が市内であることを確認できる書
類 

○ 
△

（※） 

※本社が市内の場合は６で確
認するため不用です。本社が
市外、支店が市内の場合、市
内の事業所の住所がわかるパ
ンフレットや HPのコピー等
を提出して下さい。 

 

９ 
見積書等経費の内訳がわかる書類の写し
（※） 

○ ○ 
「６ 提出書類の補足事項」
を御確認ください。 

 

※ただし、工事の請負、物品の購入、業務の委託等を行う場合において、１件の金額が 100 
万円以上になる場合は、I「横浜市の補助金に関する基本的な考え方について」（P.3～４）を
参照の上、必要書類をご提出ください。 

 
２ 提出いただいた書類のご返却は致しません。 
３ 補助対象経費の算出にあたっては、事業完了後の決算額と大きな差額が生じないようにしてく
ださい。 

４ 申請時に経費の内訳を証する書類（見積書等）の提出が無い場合、その経費は補助対象外とな
ります。また、実績報告時に、見積書、契約書（受・発注書）、納品書、請求書、支払済である
ことを証する書類（領収書等）が提出されない場合も同様に、その経費は補助対象外となりま
す。 

５ 申請内容における個人情報はこの事業のみに使用し、その他の目的に使用することはありませ
ん。 
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６ 提出書類の補足事項 
見積書等経費がわかるものの記載内容について、次の事項に注意してください。 

 
見積書の場合の注意事項 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

取引相手 どこから買ったのか、だれと契約したのかがわかるようにしてください。 

品目 購入、契約するものの内容が記載されていることを確認してください。 

価格 税抜き金額記載されていることを確認してください。 

補記  経費がわかるものが複数枚ある場合、どの写しがどの経費のものかわかる
ように補記してください。 

タイトル □「見積書」になっている。 

発行会社 □見積り会社名（店名含む）が記入されている。 

宛名 □第１号様式の申請者名と同じになっている。 

価格 □記載されている。 

内訳 □品目等が明確になっている。 

有効期限 □記載されている場合、申請日が有効期限内になっている。 

見積書 
 
発行 △△会社 

 
ファイル 10 個  \1100 

消しゴム 5 個   \440 

合計 \1540 

 

① 

消耗品費 

収支予算計画のどの経費に該当するのか補記して
ください。 

※価格の記載が税込みのみの場合、
欄外に補記してください。 

 

① 

税抜き 1400 円 
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７－２ 事前相談（事業計画の策定） 

   計画書(第２号様式)の作成に際し、補助事業の計画策定について、ヨコハマ SDGsデザイ
ンセンターのコーディネーターが事前相談に応じます。ご希望の場合は下記までご連絡をお
願い致します。なお、予約制となっておりますので、日程に余裕をもってお問合わせくださ
い。 

 
ヨコハマ SDGsデザインセンター 
TEL: 050-3749-7415 
E-mail: contact@yokohama-sdgs.jp 
受付時間 11:00～16:00（土日祝日を除く） 
お問合せ・ご相談対応中によりお電話に出られない場合がございますので、なるべくメー
ルにてご連絡ください。 

 
※事業計画策定以外のご質問については、デザインセンターでは受け付けておりません。
「７－３ 申請・問合せ先」にある横浜市 温暖化対策統括本部 SDGs未来都市推進課ま
でお問合せください。 

 
 
７－３ 申請・問合せ先 
 
   横浜市 温暖化対策統括本部 SDGｓ未来都市推進課 

〒231-0005 横浜市中区本町６－50－10 横浜市役所 24階 
TEL : 045-671-4371（平日 9:00～17:00） 
E-mail : on-futurecity@city.yokohama.jp 
 

※お問合せについてはなるべくメールでご連絡ください。 
※申請はなるべく郵送でご提出いただき、やむを得ない場合のみお持ち込みください。 
メールでの申請は受け付けておりませんので、ご注意ください。 
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令和 3年度 横浜市 SDGs bizサポート補助金 よくある質問 
 
【申請要件】 
Q︓ 横浜市外で実施する事業は対象となりませんか。 
A:  主に横浜市内で実施される事業が補助対象事業となります。ただし、事業を実施する場所に市外が含まれ
ている場合、そこで発生する費用も対象経費となります。 
 
Q:  任意団体（例︓法人化していない商店街、まちづくり活動グループなど）で SDGsに関する取組を行ってい
ますが、補助対象者になりますか。 
A:   各種法人が取り組む「ビジネス」「事業」をサポートする主旨のため、任意団体名義で行われる活動は補助
対象になりません。 
ただし、任意団体の構成員である各種法人が幹事役となり、任意団体の活動との連携・共同で活動を実施す

ることは可能です。その場合は幹事役となる当該法人の名義にて申請し、事業計画書に任意団体との連携・共
同実施について明記してください。 
 
Q:  本社（本店）が横浜市外にあり、支社（支店）が横浜市内にありますが、補助対象者となりますか。 
A:  補助対象者となります。ただし、登記上は横浜市内が所在地となっているが、実際の事業所が横浜市外に
ある場合は補助対象者となりません。 
 
Q:  交付決定前に開始した事業は、補助対象になりますか。 
A:  交付決定以前から行っている事業であっても、交付決定日（令和 3年 9月 15日予定）以降から、ＳＤ
Ｇｓ達成と脱炭素化の実現を目指して新たに取組む部分については補助対象になります。 
 
Q:  書類の書き方について不明な点がありますが、どこに相談すればよいですか。 
A:  募集案内の書き方例をご確認ください。それでもご不明な点は、横浜市 SDGs 未来都市推進課にお問い
合わせください。なお、補助対象事業の立案に関するアドバイスは、ヨコハマ SDGs デザインセンターで対応していま
す。 
 
Q:  申請書を提出する際の、送付方法に指定はありますか。レターパックや宅急便で送ってよいですか。 
A:  必ず郵送にて送付ください、なお、レターパックは利用可能ですが、宅配便等は御利用いただけません。 
書類の量により郵送料が変わります。料金不足による不着とならないよう、郵便窓口からの郵送をおすすめします。 
 
Q:  レンタルで導入した機器は、補助金の対象となりますか。 
A:  レンタルで導入した機器は、補助金の対象になります。ただし、他者にレンタルするために購入した場合は補
助金の対象になりません。 
 
Q: 複数社のグループで事業を検討しています。申請の際はグループ名等で提出していいですか。 
A:  申請は代表となる法人のお名前で申請してください。また補助金は原則として申請者宛に振り込み、複数社
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に分割して振り込むことはできません。申請前にグループで話し合って代表者を決めるなど、必要な調整を行った上
で申請してください。 
 
Q:  本社（横浜市外）と支店（横浜市内）がある場合、申請書はどちらの所在地を記入すればいいですか。 
A:  本社の住所を記入してください。また、その際には横浜市内の支店の住所がわかるパンフレットやホームページ
のコピー等を合わせて提出してください。 
 
Q:  横浜市外にも事業所がありますが、全ての事業所の所在自治体から納税証明書を入手し、提出する必要
がありますか。 
A:  横浜市外に事業所がある場合であっても、納税証明書は横浜市内の事業所分についてのみ必要になります。
他自治体から納税証明書を入手いただく必要はありません。 
 
Q:  申請書類は全て原本を提出する必要がありますか。 
A:  申請書は原本を、添付書類は写しを事務局あてに提出してください。なお、審査において申請内容を確認
させていただく場合がありますので、提出書類は必ずコピーし保管してください。 
 
Q:  物品購入や印刷発注等で、インターネット上で注文をする予定ですが、可能ですか。 
A:  可能です。ただし、注文した内容が分かる資料、例えばウェブサイト上の見積書のコピー等を必ず添付して経
費が分かるようにしてください。 
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第 1号様式（第８条関係） 

令和３年８月１日 

  ＳＤＧｓ ｂｉｚサポート補助金交付申請書 

（申込先） 
横 浜 市 長  

（申請者）  〒123-4567 
                 所 在 地 東京都〇区△△１－２－３ 
                 会 社 名 又 は 名 称 株式会社〇〇 
                 代 表 者 職 代表取締役社長 
                 氏 名 横浜 太郎          

 横浜市ＳＤＧｓ ｂｉｚサポート補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）第８条の規定に基づき、

次のとおり補助金の交付を申請します。 
 
１ 補助金交付申請額       １，８７６，０００円 

 
２ 補助対象事業の開始及び完了予定年月日 

開始予定年月日   令和３年９月 15 日 
完了予定年月日   令和４年２月 28 日 

 
３ 交付要綱第４条に基づく宣誓 
  補助金の申請にあたって、次に掲げる全ての事項を確認し、宣誓します。 
項目 チェック 

交付要綱第 3 条第 1 項に定める交付対象者であることに相違ありません。 レ 

交付要綱第 3 条第 2 項に定める交付対象外の要件に、いずれも該当しません。 レ 

法令、条例、補助金規則、交付要綱又はこれらに基づき市長が行った指示を順守

します。 
レ 

交付申請書等及び添付書類に虚偽はありません。 レ 

不正受給等が発覚した場合には、交付要綱第 16 条の規定に従い補助金の返還等

を行います。 
レ 

 
４ 添付書類 
(1) ＳＤＧｓ ｂｉｚサポート補助金実施計画書（第２号様式） 

(2) 役員等氏名一覧表（第３号様式） 

（3）法人の場合、発行から３か月以内の法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）の写し 

(4) 法人の場合、直近１年分の法人市民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税の納税証明書（法

人市民税が非課税の場合は滞納がない証明書）の写し（※） 

(5) 法人の場合、非課税確認同意書（事業所税、固定資産税及び都市計画税において非課税税目があ

る場合）（第４号様式）（※） 

(6) 個人事業者の場合、直近１年分の市町村民税納税証明書（市町村民税が非課税の場合は非課税

申請者の住所は本社の住所（横浜市
外でも可）を記載ください。 
代表者職は履歴事項全部証明書の表
記と合わせてください。 

第２号様式の補助金対象事業開始日と同じ日

付を記載ください。 

また、開始予定年月日は令和３年９月 15日

以降、完了予定年月日は令和４年２月 28日

までの日付を記載ください。 

必ず項目を確認し、チェックを記入してください。 

第２号様式の「３ 収支予算計画」
の「補助対象として申請する経費」
の合計額と一致させてください。 

申請書記入例 
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証明書）の写し 

(7) 個人事業者の場合、事業所が市内であることを確認できる書類（確定申告書の写し等） 

(8) 見積書等経費の内訳がわかる書類の写し 

(9) その他市長が必要と認める書類 

 

※1 年以内に市内に移転又は創業した法人は、（4）（5）の提出を要しません。 
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第２号様式（第８条関係） 

ＳＤＧｓ ｂｉｚサポート補助金 実施計画書 

１ 申請者の概要 
会社名 

(屋号) 

 

株式会社 〇〇 

代表者職・

氏名 
代表取締役社長 横浜 太郎 

所在地 
横浜市中区本町通 6-50-10 

（書類送付先）東京都〇区△△１－２－３ 

資本金 ５百万円 設立年月日 平成３年３月 26日 

従業員数 30名 業  種 不動産取引業 

横浜市 SDGs

認証制度 

‟Y-SDGs” 

取得状況 

Supreme（最上位）・Superior（上位）・Standard（標準）・取得していない 

 

該当するものに〇を付けてください。 

事業内容 

及び組織 

（※） 

（事業内容） 

１ 不動産の販売 

２ 不動産の管理 

３ 不動産代理・仲介 

 

（組織図） 

 

 

連絡先担当者職・氏名 株式会社 〇〇 営業部リーダー 桜木 町子 

 電話・FAX 電話：03‐××××-××××FAX：03‐〇〇〇〇-〇〇〇〇 

 
E-mail abcdefg@hijklmn.jp 

HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.aiueo.html 
事業内容、組織は会社案内等の添付により省略可。 

※会社名、代表者名、資本金、設立年月日等は履歴事項

全部証明書に記載している内容をお書きください。 

資本金(出資金)を記載ください。 

※法人の場合は必須 

※個人事業主の場合は不要 
 

日本標準産業分類小分類（又は中分
類）を参考に記載してください。 

和暦で記載してください。 

代表取締役
社長

営業部

〇〇支店

××支店

設計部

調達部

本補助金についての連絡窓口
を担当される方の御所属・御
氏名を記載ください。 
書類を送付する際はこちらの
方宛にお送りします。 

本社が市外の場合、主な市内事業所の住所を記載ください。 

書類の送付先が所在地と違う場合は、「（書類送付先）〇〇県〇〇～～～」と送付先

の住所をお書きください。書類送付先の記載がない場合は所在地にお送りします。 

「事業内容」及び「組織図」について
は、その内容がわかる会社案内等の添
付により省略が可能です。 
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２ 実施事業の概要  
事業名 充電設備メーカーが実施する電気自動車を活用した 

地域モビリティサービスの実証実験 

取組内容 
（足りない場

合は、A4１枚

程度で記載く

ださい。） 

 

＜事業計画の概要（100字以内）＞ 

路線バスの通らない丘陵地域や調整区域において、電気自動車を使った小型モビ

リティによるデマンドバスを運行する。なお、利用者の少ない午後の時間帯は、

近隣の商店街での買い物を代行するサービスを実施する。 

 

＜「ＳＤＧｓ」の達成へ寄与する点＞ 

（１）ＳＤＧｓが掲げる１７のゴールへの寄与 

ゴール ：３，７，8，９，11，13 

 

（２）環境・経済・社会的側面への寄与 

環境：電気自動車を活用することで、CO2削減に寄与するほか、デマンド運行によ

り、需要に見合った効率の良い地域の生活手段となりうる。なお、電気自動車の

電気についても太陽光由来の電気を使用することにするなど、環境配慮にこだわ

った運行を行う。  

経済：地域での移動が増えることにより、コロナ禍で売り上げが減少している地

元商店街での購買行動が増え、地域経済活性化に寄与する。  

社会：移動が困難であった高齢者の外出機会を増加させることに寄与するほか、

外出機会の増加による健康増進、地域内の健康寿命の延伸に寄与する。 

＜脱炭素社会への寄与＞ 

本事業で仮にハイブリッド車を使った場合、約 30㎞／L、移動距離 20㎞／日、260

日稼働すると仮定する。これらがすべて太陽光を由来とした電気で賄われるとす

れば、年間約 400㎏－CO2の CO2が削減されるものと思われ、家庭から出る CO2年

間の排出量の 8％程度に相当する。 

＜市民・市民生活へ還元が期待できる点＞ 

市民（特に高齢者を中心）の地域移動の利便性が向上さ 

れるほか、移動の活性化により、地域の商店街の活性化 

に寄与することが期待される。 

＜事業の先駆性＞ 

AIによる配車管理アプリを活用することで、多様な需要に対応しつつ、効率性の

高い運用ができるほか、太陽光由来の電気を使った電気自動車を活用することで、

ゼロカーボン＆スマートなまちづく 

りの先駆けとなることが期待できる。 

 

＜実施スケジュール・実施体制＞ 

実施時期 実施項目 具体的な内容 担当者 

8月 事業スキーム構

築 

各ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ（右記事業者のほ

か、★★福祉施設、▽▽病院、

◎◎町内会）間で将来に向けた

事業スキーム検討 

㈱●●自動車 

田中 

㈱××ﾃｸﾉﾛｼﾞ

ｰ 鈴木 

9月 電気自動車と充

電施設の整備 

EV車と充電施設のレンタル ㈱●▼×社 

山田 

10月 運行開始 実証実験として無料で実施（買

い物代行だけは料金徴収） 

全ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 

2月 運行終了 報告書のまとめ 全ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰ 

 

採択となった場合、市ホームペー
ジ等で＜事業計画の概要＞の記載
を公表します。分かりやすい表現
で記載してください。 

横浜市が目指す 2050年まで
の脱炭素化に、本事業がど
のような点で寄与するか記
載ください。本事業による
CO₂削減量を示すことが可能
な場合には、算出根拠と合
わせて記載してください。 

既に同様の事業が実施されている場合でも、既
存事業との相違点や、先駆性がある点などにつ
いて、具体的に記載してください。 

他のステークホル
ダーとの連携を予
定している場合
は、その内容や担
当者等を記載する
とともに、必要に
応じて表の欄外に
追記してくださ
い。 

各側面に寄与する内容を数値な
ども利用しながら具体的に記載
してください。「〇〇をする」と

いう事業での直接的な取組内容だ

けでなく、「○○をすることで△△

になる」など取組によりもたらさ

れる効果も合わせて具体的に書い

てください。 
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＜翌年度以降に向けた継続的な取組内容、市内経済への波及効果＞ 

・自家用有償運送のスキームで実施するべく、翌年度以降、横浜市道路局などへ

の相談、運営協議会での協議、道路運送法等への手続き、申請を行う。 

・買い物支援サービスは、◎◎町内会、◎◎商店街と連携し、買い物が困難な高

齢者を中心にサービスを展開し、事業採算が合うよう、地元企業の協賛なども

受けながら推進していく。なお、これらの取り組みを推進する任意組織を設立

する。 

・弊社は、地域への社会貢献と充電器と電気自動車の在り方（ビジネスの横展開）

を検討することを前提に、当面の間、この組織の側面支援を行う。 

・今後、地域人材の活用（人材の時間シェアリング）も含め、地域主体で実施で

きるようにし、移動しやすく活力あるまちづくりを目指す。 

補助対象事業開始 令和３年９月 15 日から実施予定 

今回申請する
事業の、他の補
助金の申請内
容との相違点 
 
※当年度及び過年

度において、他の

補助金へ申請中又

は交付を受けた方

は必ず記入してく

ださい。 

他の補助金の申請：あり ・ なし 
他の補助金の名称：＜「あり」の場合は交付年度及び交付内容について本実施計 
画との相違点が分かるよう、詳しく記入してください。＞ 
 
補助金申請先 ××法人 ○○課 

△△補助金（申請中） 
△△補助金は、事業所に設置する○○の購入費用に充当予定 
 

  

第１号様式の「開始予定年月日」と
同じ日付を記載してください。 

他の補助金を申請している場合は申
請先を記載してください。 
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３　収支予算計画

補助対象として申請する経費 時期 金額（税抜）　円 見積書番号

電気自動車、充電施設レンタル費 10～２月 2,500,000 ①

運転業務委託 10～２月 800,000 ②

アプリ開発費 10月 300,000 ③

広告費 10月 152,800 ④

合計（※１） 3,752,800

（注１）支出の合計（※１）と収入の合計（※２）は同額になります。

（注２）消費税、地方消費税及び労務関係事業者に対する顧問料は、対象外とします。

（注３）見積書には、それぞれ番号を付し、付した番号を「見積書番号」欄に記載してください。

支
出
の
部

（
出
費

）

収
入
の
部

（
原
資

）

補助金交付申請額（対象経費の1/2、千円未満切り捨て） 1,876,000

自己資金 1,876,800

その他（借入金等ある場合は記載） 0

合計（※２） 3,752,800

 
  

どの見積書がどの経費かわかるよ
うに番号を記載してください。ま
た、見積書にも補記をしてくださ
い。 

必ず税抜き金額を記載してください。 
見積書の記載が税込のみの場合は、ご自身
で税抜き金額を計算し、見積書にも税抜き
金額を補記してください。 

対象経費の 1/2、千円未満切り捨
てになるよう記載してください。 
金額は第１号様式の金額と一致さ
せてください。 
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第３号様式（第８条関係） 

役 員 等 氏 名 一 覧 表 

                           令和３年８月１日現在の役員 
                        

役職名 
氏  名 

氏名のカナ 生年月日 
性別 
(男･女) 

住  所 

代表者 
 
代 表 取 締

役社長 

横浜 太郎 
ヨコハマ タロ

ウ 

 
S45.5.22 
       ．    ． 

男 
横浜市中区 XX-XXX 

監査役 横浜 次郎 
ヨコハマ ジロ

ウ 

 
S43.6.13 
       ．    ． 

男 
横浜市西区 XX-XXXX 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

  
  

 
       ．    ． 

 
 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

   
 
 
       ．    ． 

 
 

 

横浜市暴力団排除条例第８条に基づき、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認するため、本様

式に記載された情報を神奈川県警察本部長に照会することについて、同意します。 

また、記載された全ての役員に同趣旨を説明し、同意を得ています。 

 

 

所 在 地 東京都〇区△△１－２－３ 

会 社 名 株式会社〇〇 

代表者職 代表取締役社長 

氏 名  横浜 太郎  

  

申請書提出日を記載ください。 

履歴事項全部証明書に役員として登記
されているすべての方（監査役も含
む）について記載してください。 

 

様式１の「申請者」欄と同
じ内容を記載ください。 
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第４号様式（第８条関係） 

 

（下記の税につき、非課税の場合のみ提出してください） 

非 課 税 確 認 同 意 書 

 

該当の有無 

（非課税の場合は○） 
税      目 

〇 事 業 所 税 

 固定資産税及び都市計画税 

＊法人市民税については、非課税の場合は「滞納がない証明書」を提出してください。 

 

上記税目について、課税がされていないことを申告します。 

また、上記税目について、滞納がないことを確認するため、本様式に記載された情報を横

浜市財政局に照会することについて、同意します。 

 

令和３年８月１日 

 

     〒123-4567 

所 在 地 東京都〇区△△１－２－３ 

会 社 名 株式会社〇〇 

代表者職 代表取締役社長 

氏 名 横浜 太郎                

 

 

事業所名 所在地 

横浜店 横浜市中区本町通 6－50－10 

横浜駅前支店 横浜市西区××―×× 

  

  

＊横浜市市内に所在するすべての、事業所（事務所、店舗、工場など）について記載してください。 

＊記載欄が不足した時は適宜追加してください。 

 

※該当する方のみ提出してください。 

申請書提出日を記載してください。 

様式１の「申請者」欄と同じ
内容を記載してください。 
 

横浜市内にあるすべての事業所
等を記載ください。 


