
 

- 6 - 

 

議題議題議題議題    規制基準等規制基準等規制基準等規制基準等についてについてについてについて    
（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他のののの検討検討検討検討すべきすべきすべきすべき課題課題課題課題    

    
 【【【【今後今後今後今後のののの検討検討検討検討項目項目項目項目】】】】 

 

項  目 課題・問題点 検  討  内  容 

広告物特例地区制

度の導入 

・禁止地域、許可地域毎の一律

な基準となっている 

・色彩基準を設けていない 

・観光地、繁華街、閑静な住宅街などその

地域の特色を活かすために、基準の上乗

せ又は緩和 

・地域毎の色彩基準の設定 

禁止地域の見直し ・景観形成地区が禁止地域に指

定されていない 

 

・景観形成地区を禁止地域として指定する 

特例許可制度の導

入 

・複数の店舗がそれぞれ広告物

を掲出し、広告物が乱立して

いる 

 

・優れたデザインの広告物は地

域の魅力を創出する面がある 

･複数の店舗で広告物を一つにまとめた場

合の基準の緩和 

【前回までの意見】 

上記の方向で検討する 

･優れたデザインの広告物に対する基準 

の緩和 

【前回までの意見】 

 基準の作り方を検討する（全国的な評価

制度、グッドデザイン賞など認知度の高

いものを利用するなど） 

禁止物件の緩和 ・石垣や電波塔、タンク類など

は禁止物件となっており自己

所有物であっても厳しい制限

を受けている 

・自己所有物件に自家用広告物を設置する

場合の基準の見直し 

・面積基準等の緩和を行うだけでなく、新

たに高さ基準や色彩基準の設置 

道標の緩和 ・道標には、個数制限や設置場

所制限があり、掲出が必要だ

と思われる広告物の大きな制

限となっている 

・面積基準や個数基準、設置場所基準を緩

和する一方で、案内部分（矢印、方向、

距離等）の面積要件や色彩基準の見直し 

特別交差点規制の

見直し 

・特別交差点区域は、野立広告・

ビジョン広告を禁止している

が、禁止していない建築物の

壁面やフェンス等への設置が

増加している 

・特別交差点区域の壁面広告やフェンス広

告等に対する規制の強化 

広告旗（のぼり旗）

の規制見直し 

・歩道、路上へ旗がなびくなど

し、車や通行人に危害を与え

る恐れがある 

・必要以上の掲出により景観を

阻害している 

・「敷地からはみ出さないこと」等の設置

場所の制限や掲出本数の制限 

【前回までの意見】 

 商売と地域活動を分ける 

 設置間隔と、隣地境界や通路出入り口に

多数掲出されている状況に問題がある 

 

相互間規制の導入 ・野立広告物を連続して掲出す

る事例が増加している 

・農業委員会の農地転用基準が

変更されたことにより、農地

への掲出が増加している。 

 

・野立広告物の相互間距離に関する基準を

設ける 

資料２ 
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管理者と日常的管

理の明確化 

・堅固な広告物の管理者は有資

格者である必要があるが、遠

方の業者に委託される場合、

日常的な管理が見込めない 

・条例第 19条において管理者を置くこと

が義務付けられ、同条第 2 項において堅

固な広告物の管理者は有資格者と定め

られている。条例第 21条において、表

示者、設置者、管理者に、必要な管理を

行い、良好な状態に保持することが義務

付けられているが、日常的な管理は表示

者と設置者の義務とする 

【前回までの意見】 

 現在、「管理者」とひとくくりにされ

ている日常的な管理を行う者と点検

を行う有資格者とを分けて欲しい。 

安全点検について ・屋外広告物の老朽化による事

故の危険性が高まっている 

・広告物の所有者等への安全点検の呼びか

け、啓発を行う 
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報告報告報告報告    
（（（（１１１１））））違反指導要領違反指導要領違反指導要領違反指導要領のののの策定策定策定策定についてについてについてについて    

 
【【【【策定策定策定策定理由理由理由理由】】】】  

  佐賀市全域の実態調査に基づき、許可が必要と判断された広告物の所有者等に申請の案

内を順次通知してきたが、平成２７年１２月までに全ての対象者へ通知した。  

  条例の周知が進んだことから、今後も申請の催促を進めるとともに、悪質な違反者に対

しての指導を強化するため、違反指導要領を策定する。  

 

【【【【違反指導要領違反指導要領違反指導要領違反指導要領（（（（案案案案））））のののの概要概要概要概要】】】】  

１．目的 

    佐賀市屋外広告物条例に違反して表示又は設置されている、広告物の所有者又は管理

者に対し、違反等指導を行うため、指導の手順及び指導の内容等を定める。  

 

２．構成 

    第１条～第５条  総則（趣旨、用語の定義等）  

    第６条～第１０条 具体的な指導方法等（調査、指導の種類・時期、罰則等）  

    第１１条     費用の徴収  

 

３．指導の内容 

    (1) 調査の実施 

      違反等指導を開始の際には、聞き取り又は立ち入り調査により、違反の内容及び

指導の相手方を特定する。 

    (2) 段階的な指導の実施 

      違反等指導は、口頭指導、文書指導の順に実施するものとし、文書指導は段階的

に、違反等通知書、催告書、勧告書、措置命令書の順に行う。 

     ① 口頭指導及び文書指導における対応期限は、それぞれ指導を行った日から２週

間を経過する日とする。 

     ② はり紙は即時除却。はり札等でも繰り返し表示するものは即時除却。  

     ③ 広告物の改修等が必要な場合の是正期限は１年間。  

     ④ 措置命令を行っても命令を履行しない場合は告発（行政代執行）を検討。  

     ⑤ 違反者が屋外広告業を営む者である場合、県と協力して指導する。  

     ⑥ 指導の相手方が特定できない場合で急を要する場合、略式代執行を行う。  

     ⑦ 是正指導に対し特別の費用を要したときは原則として違反者から徴収する。  

 

４．施行日 

    未定 

   

５．その他 

    この要領に定めのないものについては、別途定める。 

資料３  



指導要領の比較

佐賀市（案） 佐賀県　[H27.4.1施行]

趣旨

違反等指導を行うため、指導の手順及び

内容等を定める

違反広告物の是正事務に関し、標準的な

取扱い及び必要な事項を定める

公平性 計画的かつ公平に行うことを明記

指導区分の別に優先順位を設定し、指導

方針に基づき計画的に行う

用語 違反広告物包括記載 違反広告物限定列挙

指導の相手方 責任を有する者を第一義者と明記 関係する者すべて

関係機関 他法令への抵触がある場合協議 規定なし

調査

事実の確認、記録

（立入調査承諾不要）

事実の確認

（立入調査承諾要）

指導

・違反種類別に記載

　　①禁止地域等違反

　　②手続き違反

　　③許可基準違反

・指導の順序（口頭→文書）

・是正計画等提出期限（２週間以内）

・是正期限（１年以内）

・違反種類別に記載

　　①禁止地域等違反

　　②手続き違反（更新、未許可）

　　③許可基準違反

・指導の順序（口頭→文書）

・是正計画等提出期限（概ね１５日）

・是正期限（３ヶ月以内※様式中記載）

簡易広告物 規定あり 規定なし

措置命令 履行確認あり 履行確認あり

告発 警察署長に協議し検討 原則、告発する

代執行

規定あり

（保管廃棄手続きは条例に規定）

規定あり

（保管廃棄手続き再掲）

費用徴収 規定あり 規定なし
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佐賀市違反屋外広告物違反等指導要領（案） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号。以下「法」という。）、

佐賀県屋外広告物条例（昭和３９年佐賀県条例第４３号。以下「県条例」という。）

及び佐賀市屋外広告物条例（平成１９年佐賀市条例第３０号。以下「条例」という。）

の規定に違反して表示又は設置されている屋外広告物及び屋外広告物を掲出する

物件（以下「違反広告物等」という。）の違反等指導に関し、必要な事項を定める

ものとする。  

（公平性の確保） 

第２条 違反等指導は、場当たり的であってはならず、計画的かつ公平に行うものと

する。  

 (1) 調査及び違反等指導は、市内全域の広告物を対象として、計画的に行わなければ

ならない。 

 (2) 調査及び違反等指導は、違反広告物等に対する指導フロー（別紙１）に従って、

段階的及び計画的に行わなければならない。 

２ 違反等指導対象者が法及び条例の趣旨を理解し、自発的に違反広告物等を是正す

ることが望ましいことから、行政処分に先立ち、事情聴取、口頭指導又は文書指導

等の段階的で実効性のある行政指導を徹底するものとする。  

（用語の定義） 

第３条 この要領において使用する用語は、法、県条例、条例及び佐賀市屋外広告物

条例施行規則（平成２０年佐賀市規則第１６号。以下「規則」という。）において

使用する用語の例によるもののほか、次に定めるところによる。  

(1) 違反等通知書 許可申請の手続違反、許可基準の違反又は条例の規定に基づく

届出義務等の違反をしている旨を通知し、必要な手続を行うよう促す文書をいう。 

(2) 催告書 期限を定めて、許可等の申請又は是正措置を行うよう促す文書をいう。 

(3) 勧告書 条例第２４条に規定する勧告を行うための文書をいう。 

(4) 是正計画書 違反広告物等の改修、除却その他の是正措置を具体的に記載した

計画書をいう。 

（違反指導の相手方） 

第４条 この要領に基づく違反指導の相手方は、当該違反広告物等を表示、設置又は

管理する者であって、当該違反広告物等について最終的な責任を有すると認められ

る者（以下「指導の相手方」という。）を第一義的な指導の相手方とする。ただし、

屋外広告業者等の広告主以外の者が表示、設置、管理又は除却等の業務を広告主か

ら請け負い、当該違反広告物等についての指導の相手方と認められるときはこの限

りでない。 
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（関係機関との協議） 

第５条 違反広告物等が他法令に触れ、又は他機関との調整が必要と認められるとき

は、関係機関と協議するものとする。 

（調査） 

第６条 違反等指導を担当する職員（以下「担当職員」という。）は、管内の巡回によ

り法及び条例の規定に違反している疑いのある屋外広告物等を発見したとき又は

これらに関する通報を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、法又は条例の規

定に違反している事実を確認するとともに、違反等指導の適切な相手方を確認する

ものとする。 

２ 調査は、調査時の現況を写真及び書面で記録することにより行うものとする。こ

の場合における写真の撮影に当たっては、撮影年月日を判読できるようにしておく

ものとする。 

３ 担当職員は、条例第３４条の規定に基づき立入検査をする場合には、広告物若し

くは掲出物件の存する土地、建物の他、当該広告物を管理すると認められる者の事

業所等に立ち入り、調査を行うものとする。 

４ 担当職員は、調査に当たっては、条例の規定に基づきその身分を示す証明書を携

帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

（違反等指導） 

第７条 違反広告物等の是正については、次のとおり指導するものとする。なお、電

話又は訪問による指導については口頭によるものとし、催告、勧告及び措置命令を

行うときは、それぞれ本要領に定める文書を持ってこれを行う。 

(1) 条例第７条（禁止地域等）、第８条（禁止物件等）及び第１２条（禁止広告物等）

の規定に違反して表示され、又は設置されている違反広告物等については、次の

とおり指導するものとする。ただし、簡易広告物及び条例附則第６項に該当する

ものを除く。 

① 発見次第、違反広告物等の指導の相手方を確認し、当該指導の相手方に対し、

電話又は訪問により、速やかに是正措置の検討などの自主的な是正を行うよう

指導する。ただし、速やかに是正することが困難な場合は、是正計画書の提出

を求めるものとする。 

② ①の指導を行った日から２週間を経過しても必要な手続きがないときは、指

導の相手方に対し、違反等通知書を郵送により送付する。なお通知書に記載す

る是正計画書の提出期限は、発送の日から１月を経過する日とし、是正期限は

①の指導を行った日から１年以内とする。 

③ ②の提出期限までに是正計画書の提出がないときは、催告書を送付する。な

お、催告書に記載する是正計画書の提出期限は、発送の日から２週間を経過す

る日とする。 
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④ ③の提出期限までに是正計画書の提出がないときは、条例第２４条に規定す

る勧告を行うものとし、簡易書留により郵送する。なお、勧告書に記載する是

正計画書の提出期限は、発送の日から２週間を経過する日とする。 

⑤ ④の提出期限までに是正計画書の提出がないときは、勧告に従わない者（以

下「違反者」という。）に対し、条例第２６条の規定に基づき、違反者の氏名等

の公表（以下「氏名公表」という。）を行うものとする。 

(ⅰ) 氏名公表を行なおうとする場合には、規則に定める意見陳述の機会を付与

する。 

(ⅱ) 氏名公表は、市のホームページに掲載するほか、市報、主要新聞５紙（佐

賀新聞、西日本新聞、読売新聞、毎日新聞、朝日新聞）に掲載して行う。 

⑥ ⑤の氏名公表を行った後、１月を経過してもなお、必要な手続きがない場合、

条例２７条第１項の規定に基づく措置命令を行う。 

⑦ 指導の過程で当該違反広告物等を自主撤去し、又は是正のための許可を受け

是正措置が完了したときは、担当職員により是正完了確認を行う。 

 (2) 条例第９条、第１０条５項及び第１５条（広告物の表示の許可）の規定に違反し

て表示され、又は設置されている違反広告物等については、次のとおり指導する

ものとする。 

① 発見次第、違反広告物等の指導の相手方を確認し、当該指導の相手方に対し、

電話又は訪問により、速やかに必要な手続きを行うよう指導する。 

② ①の指導を行った日から２週間を経過しても必要な手続きがないときは、指

導の相手方に対し、違反等通知書を郵送により送付する。なお通知書に記載す

る許可申請書の提出期限は、発送の日から２週間を経過する日とする。 

③ ②の提出期限までに許可申請がないときは、(1)の③～⑥に準じて指導を行う

ものとする。この場合、(1)の③～⑤の「是正計画書」は、「許可申請書」と読

み替えるものとする。 

 (3) 条例第１６条（許可の基準）第１項の規定に違反して表示され、又は設置されて

いる違反広告物等に対しては、次のとおり指導するものとする。ただし、条例附

則第６項に該当するものを除く。 

① 発見次第、違反広告物等の指導の相手方を確認し、当該指導の相手方に対し、

電話又は訪問により、速やかに改修又は是正措置の検討などの自主的な是正を

行うよう指導する。ただし、速やかに是正することが困難な場合は、是正計画

書の提出を求めるものとする。 

② ①の指導を行った日から２週間を経過しても必要な措置がないときは、(1)の

②～⑦に準じて指導を行うものとする。 

(4) 条例等の規定に基づく届出が必要な行為で、その行為に関する届出がなされてい

ないことが疑われ、又は明らかになったときは、次のとおり指導するものとする。 
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① 発見次第、違反広告物等の指導の相手方を確認し、当該指導の相手方に対し、

電話又は訪問により、速やかに必要な手続きを行うよう指導する。 

② ①の指導を行った日から２週間を経過しても必要な手続きがないときは、指

導の相手方に対し、違反等通知書を郵送により送付する。なお通知書に記載す

る届出書の提出期限は、発送の日から２週間を経過する日とする。 

③ ②の提出期限までに届出がないときは、(1)の③～⑥に準じて指導を行うもの

とする。この場合(1)の③～⑤の「是正計画書」は、「届出」と読み替えるもの

とする。 

 (5) 違反広告物等が簡易広告物である場合は、次のとおり指導するものとする。 

① 巡回又は通報等により違反広告物等を発見した場合、違反広告物がはり紙で

あるときは即時除却することとし、はり紙以外であるときは、指導の相手方に

対し、電話又は訪問により、自主的な除却を行うよう指導する。ただし、当該

違反広告物の指導の相手方が判明しないもの、汚染、損傷等により広告物とし

ての機能を失っているもの、又は繰り返し表示又は設置されるものと認められ

るときは、即時除却することができるものとする。 

② 違反を繰り返す者に対しては、当該違反広告物等を即時除却するとともに、

違反者に対し、誓約書の提出を求めるものとする。 

③ 誓約書を提出した後も違反を繰り返す場合又は誓約書を提出しないときは、

原則として、勧告を行うものとする。 

④ 勧告を行ってもなお違反を繰り返す場合は、(1)の⑤～⑥に準じて指導を行う

ものとする。 

 (6) 虚偽の申請その他不正の手段により許可等を受けて表示され、又は設置されてい

る違反広告物等に対しては、次のとおり指導するものとする。 

① 当該違反広告物等について許可を受けた者に対し、原則として条例第２３条

の規定に基づく許可の取り消しを行う。 

② 許可の取り消しを受けた違反広告物等は、条例第２２条の規定に基づき、遅

滞なくこれを除却しなければならない。 

③ 除却に応じない者に対しては、(1)の④～⑦に準じて指導を行うものとする。

この場合、④～⑤の「提出期限」、「是正計画の提出」は、それぞれ、「是正期限」、

「是正措置の完了」と読み替えるものとする。 

２ 違反屋外広告物等が倒壊又は落下等による公衆に対する危害が予想される場合に

は、前項の手続きの一部を省略することができる。 

３ 違反者が屋外広告業を営む者である場合には、条例に基づく指導を行うとともに、

指導監督庁である佐賀県まちづくり推進課へ通報し、必要な指導を依頼する。 

（措置命令） 

第８条 措置命令は次の各号のとおり行うものとする。 
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(1) 措置命令書の送付は、配達証明郵便、内容証明郵便、手交若しくは差し置きの

いずれかの方法により行う。 

(2) 措置を完了する期限は、発送の日から１月を経過する日を期限とする。 

（刑事告発及び行政代執行） 

第９条 措置命令を行った場合において、措置を完了する期限を経過しても措置がさ

れないときは、原則として所轄警察署長に刑事告発について協議するとともに、法

第７条第３項に基づき行政代執行法に定めるところによる措置を行う。 

（略式代執行） 

第１０条 違反広告物等の指導の相手方が判明せず、倒壊等による公衆に対する差し

迫った危害が予想されるなど、その性質上、緊急性が認められるものについては、

条例第２７条第３項の規定に基づき、略式代執行を行うものとする。 

２ 略式代執行を行う場合は、５日前までに公示するものとする。ただし、直ちに除

却を行う必要があるものについては、この限りでない。 

（費用の徴収） 

第１１条 違反広告物等の是正指導に関し、特別の費用を要したときは、その額を限

度として違反者等から徴収することができる。 

 

 

附  則 

１ この要領は、平成  年  月  日から施行する。 
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違反広告物等是正指導フロー 

 

 

はり紙は即時除却 

是
正

計
画

書
の

提
出

 

１月経過 

聴聞・弁明 

２週間経過 

２週間経過 

巡回又は通報 

調査 

是正の緊急性 

①口頭指導 

②違反等通知書 

③催告書 

④勧告書 

⑤氏名公表 

⑥措置命令 

代執行／告発 

あり 

な
し

 

是
正

確
認

 

履行 

別紙１ 

虚偽申請等 

２週間または１月経過 
 

２週間：許可等申請義務違反、公共広告物届出義務違反 

１月：禁止地域,禁止物件,禁止広告物等違反、許可基準違反 

簡易広告物（はり紙以外） 

誓約書徴取 

違反を繰り返す者 

違反を繰り返す者 

許可取消 

違反者が除却 
除却に応じない場合 

 

履行期限は、 

口頭指導の日 

から１年以内 

２週間経過 



報告報告報告報告

（（（（３３３３））））許可状況許可状況許可状況許可状況についてについてについてについて（Ｈ28.1.20（Ｈ28.1.20（Ｈ28.1.20（Ｈ28.1.20現在現在現在現在））））

【

【【

【許可率

許可率許可率

許可率】

】】

】

897+18+249 1,164

1,761+249 2,010

【

【【

【根拠資料

根拠資料根拠資料

根拠資料】

】】

】

◎H24実態調査の対象となった広告物の処理状況

件数 分類合計

許可済み 897

一部許可 18

申請中 25

協議中 254

その他 567

移転・廃業 10

許可不要 12,476

自家用分へ統合 81

撤去済み 84

届出対象 39

重複のため 2

そ

の

他

指導を要するもの

（特別交差点等）

13 13

申

請

必

要

1,761

資料５

＝ ≒ 57.91%

状況

12,692

合計 14,466

申

請

不

要

H25 H26 H27 計

69 96 84 249

【

【【

【許可率

許可率許可率

許可率の

のの

の推移

推移推移

推移】

】】

】

|||||||||

||||||||||||||||

|||||||||||||||||||||||

【

【【

【未許可者等

未許可者等未許可者等

未許可者等に

にに

に対

対対

対する

するする

する指導状況

指導状況指導状況

指導状況】

】】

】

◎許可が必要なものに対する通知文送付

対象 発送時期 件数

自家用基準内 H25.4 599

一般基準内 H26.3 232

H26 自家用基準超過 H26.11 448

一般基準超過 H27.6 135

調査拒否者、未手続者等 H27.12 785 →H28.1.20現在で127件から電話等の反応有

◎継続許可申請への対応

　継続許可申請への対応は、許可期間満了日の前々月初旬に手続きの案内文書を送付している。

発送時期 件数

H27.10 486

H28.1 395

H28.1 74

平成25年度末

平成26年度末

上記表に掲載されていないもの

（新規許可物件）

合計 14,466

H25

H27

平成27年度（H28年1月20日現在）

26.88%

47.24%

57.91%

対象者

H28.3満了者（リース以外）

H28.3満了者（リース）

　経過措置期間の関係上、平成28年3月末に許可期間の満了を迎えるものが集中している（543件）ため、特

別の対応が必要である。→平成27年10月に文書送付し、早期手続きを促した。

100

50％0％

H28.1 74

-20-

H28.3満了者（リース）


