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現 行 ４月改正後（案） １０月改正後（案） 

〇岡山市屋外広告物規則 

平成８年３月１５日

市規則第３１号

第１条～第３条 （略） 

（許可の申請） 

第４条 条例第７条第１項又は第８条第３項の

規定により広告物等の表示又は設置の許可を

受けようとする者は，屋外広告物表示（掲出

物件設置）許可申請書（様式第１号）を正副

２通市長に提出しなければならない。 

〇岡山市屋外広告物規則 

平成８年３月１５日

市規則第３１号

第１条～第３条 （略） 

（許可の申請） 

第４条 条例第７条第１項又は第８条第３項の

規定により広告物等の表示又は設置の許可を

受けようとする者は，屋外広告物表示（掲出

物件設置）許可申請書（様式第１号）を正副

２通市長に提出しなければならない。 

〇岡山市屋外広告物規則 

平成８年３月１５日

市規則第３１号

第１条～第３条 （略） 

（許可の申請） 

第４条 条例第７条第１項又は第８条第３項の

規定により広告物等の表示又は設置の許可を

受けようとする者は，屋外広告物表示（掲出

物件設置）許可申請書（様式第１号）を正副

２通市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付

しなければならない。 

(1) 形状，寸法，材料，構造，照明，意匠及

び色彩に関する図面及び仕様書

(2) 建築物等との位置関係及び他の広告物の

状況が分かる図面 

(3) 設置場所及び周囲の道路，鉄道等の位置

関係が分かる図面 

(4) 設置場所が他人の所有又は管理に属する

ときは，承諾書又は使用許可書の写し 

(5) 屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報

告書（様式第２号。申請時において広告物

等の表示又は設置の日から１年以上の期間
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２ 市長は，前項の許可の申請がはり紙，はり

札等，広告旗，立看板等，懸垂幕その他の簡

易な広告物等に関する場合において，当該申

請書に添付すべき書類の全部又は一部を不要

と認めるときは，当該書類の提出を省略させ

ることができる。 

第５条 （略） 

第６条 （略） 

２ 条例第９条の規定による許可を受けようと

２ 市長は，前項の許可の申請がはり紙，はり

札等，広告旗，立看板等，懸垂幕その他の簡

易な広告物等に関する場合において，当該申

請書に添付すべき書類の全部又は一部を不要

と認めるときは，当該書類の提出を省略させ

ることができる。 

第５条 （略） 

第６条 （略） 

２ 条例第９条の規定による許可を受けようと

を経過している場合に限る。ただし，広告

物等の表示面積が１平方メートル未満の場

合（地上から広告物等の上端までの高さが

４メートルを超えるものを除く。），当該広

告物等がはり紙若しくははり札等の場合又

は屋外広告物（掲出物件）資格者点検結果

報告書（様式第２号の２）を提出した場合

を除く。） 

(6) 屋外広告物（掲出物件）資格者点検結果

報告書（申請時において広告物等の表示又

は設置の日から１年以上の期間を経過して

いる場合であって，かつ，条例第２０条第

２項の点検の義務を負うときに限る。） 

３ 前項第５号及び第６号の報告書は，第１項

の申請前３月以内に実施した点検の結果に基

づき作成されたものでなければならない。

４ 市長は，第１項の許可の申請がはり紙，は

り札等，広告旗，立看板等，懸垂幕その他の

簡易な広告物等に関する場合において，当該

申請書に添付すべき書類の全部又は一部を不

要と認めるときは，当該書類の提出を省略さ

せることができる。 

第５条 （略） 

第６条 （略） 

２ 条例第９条の規定による許可を受けようと
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する者は，新たに禁止地域になった日から１

年以内に市長に申請しなければならない。こ

の場合においては，第４条又は次条の規定を

準用する。 

３ （略） 

（更新の許可申請） 

第７条 条例第１１条第１項の規定により許可

期間の更新の許可を受けようとする者は，当

該許可期間満了の１０日前までに屋外広告物

表示（掲出物件設置）更新許可申請書（様式

第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，条例第２０条の規定に

よる屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報

告書（様式第３号）並びに当該広告物等及び

周囲の状況が分かるカラー写真（撮影後３月

以内のものに限る。）を添付しなければならな

い。ただし，当該広告物等の表示面積が１平

方メートル未満の場合若しくは従前の許可期

間が１月以内の場合又は当該広告物等がはり

する者は，新たに禁止地域になった日から１

年以内に市長に申請しなければならない。こ

の場合においては，第４条又は第７条の規定

を準用する。 

３ （略） 

（許可の期間） 

第６条の２ 条例第１０条第２項の規則で定め

るものは，申請時において広告物等の表示又

は設置の日から１年を経過していないものと

する。

（更新の許可申請） 

第７条 条例第１１条第１項の規定により許可

期間の更新の許可を受けようとする者は，当

該許可期間満了の１０日前までに屋外広告物

表示（掲出物件設置）更新許可申請書（様式

第２号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，条例第２０条の規定に

よる屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報

告書（様式第３号）並びに当該広告物等及び

周囲の状況が分かるカラー写真（撮影後３月

以内のものに限る。）を添付しなければならな

い。ただし，当該広告物等の表示面積が１平

方メートル未満の場合若しくは従前の許可期

間が１月以内の場合又は当該広告物等がはり

する者は，新たに禁止地域になった日から１

年以内に市長に申請しなければならない。こ

の場合においては，第４条又は第７条の規定

を準用する。 

３ （略） 

（許可の期間） 

第６条の２ 条例第１０条第２項の規則で定め

るものは，申請時において広告物等の表示又

は設置の日から１年を経過していないもの又

は条例第２０条第２項の点検を実施したもの

とする。 

（更新の許可申請） 

第７条 条例第１１条第１項の規定により許可

期間の更新の許可を受けようとする者は，当

該許可期間満了の１０日前までに屋外広告物

表示（掲出物件設置）更新許可申請書（様式

第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には，条例第２０条第１項の

規定による屋外広告物（掲出物件）自己点検

結果報告書を添付しなければならない。ただ

し，当該広告物等の表示面積が１平方メート

ル未満の場合（地上から広告物等の上端まで

の高さが４メートルを超えるものを除く。），

従前の許可期間が１月以内の場合又は当該広

告物等がはり紙若しくははり札等の場合又は
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紙若しくははり札等の場合は，この限りでな

い。 

紙若しくははり札等の場合は，この限りでな

い。 

屋外広告物（掲出物件）資格者点検結果報告

書を提出した場合は，この限りでない。 

３ 条例第２０条第２項の規定により点検の義

務を負う場合，第１項の申請書には，屋外広

告物（掲出物件）資格者点検結果報告書を添

付しなければならない。

４ 前２項の報告書は，第１項の申請前３月以

内に実施した点検の結果に基づき作成された

ものでなければならない。

（点検）

第７条の２ 条例の規定による許可の期間が１

年を超える場合には，条例第２０条第１項の

規定による点検を１年に１回実施し，条例第

１１条第１項の規定による許可を受ける又は

当該広告物等を除却するまでの間，その結果

を保管しなければならない。

２ 条例第２０条第２項の規則で定める広告物

又は掲出物件は，地上から広告物等の上端ま

での高さが４メートルを超えるものとする。

ただし，次のいずれかに該当するものを除く。

(1) はり紙及びはり札等 

(2) 建築物の壁面等に直接塗装して表示する

もの 

(3) 従前の許可期間が１月以内のもの 

３ 条例第２０条第２項の規則で定める者は，
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次に掲げる者（第４号又は第５号に掲げる者

にあっては，条例第３４条第１項の講習会の

課程を修了した者又は条例第３５条第１項第

１号に掲げる者に限る。）とする。 

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２条第１項に規定する建築士の資格を有

する者（木造建築士を除く。） 

(2) 建築基準法施行規則（昭和２５年建設省

令第４０号）第６条の５第１項に規定する

特定建築物調査員資格者証の交付を受けて

いる者 

(3) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業

として実施する広告物又は掲出物件の点検

に関する技能講習を修了した者 

(4) 建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２７条第１項の技術検定（建設業法施行

令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条

第１項の表検定種目の欄に掲げる建築施工

管理，電気工事施工管理の種目に係るもの

で１級に限る。）に合格した者 

(5) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

第４４条第１項に規定する第１種電気主任

技術者免状，第２種電気主任技術者免状又

は第３種電気主任技術者免状の交付を受け

ている者 
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第８条～第１９条 （略） 

（公示の場所等） 

第１９条の２ 条例第２５条の３第１項第１号

に規定する規則で定める場所は，都市整備局

都市計画課（以下「都市計画課」という。）又

は各区役所維持管理課（以下「維持管理課」

という。）とする。 

２ 前項に規定する場所への公示は，都市計画

課長又は維持管理課長の決裁を得て行うもの

とする。 

（保管広告物等一覧簿） 

第１９条の３ 条例第２５条の３第２項に規定

する保管広告物等一覧簿は，様式第１１号の

２とし，同項に規定する規則で定める場所は，

都市計画課又は維持管理課とする。 

第１９条の４～第２３条の１０ （略） 

（講習会） 

第２４条 条例第３４条第１項の規定による講

習会（以下「講習会」という。）の講習科目は，

次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当する者

第８条～第１９条 （略） 

（公示の場所等） 

第１９条の２ 条例第２５条の３第１項第１号

に規定する規則で定める場所は，都市整備局

都市・交通部都市計画課（以下「都市計画課」

という。）又は各区役所地域整備課（以下「地

域整備課」という。）とする。 

２ 前項に規定する場所への公示は，都市計画

課長又は地域整備課長の決裁を得て行うもの

とする。 

（保管広告物等一覧簿） 

第１９条の３ 条例第２５条の３第２項に規定

する保管広告物等一覧簿は，様式第１１号の

２とし，同項に規定する規則で定める場所は，

都市計画課又は地域整備課とする。 

第１９条の４～第２３条の１０ （略） 

（講習会） 

第２４条 条例第３４条第１項の規定による講

習会（以下「講習会」という。）の講習科目は，

次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当する者

４ 条例第２０条第２項の点検を行う者は，屋

外広告物の点検に関する知識及び技術の向上

を図るよう努めるものとする。 

第８条～第１９条 （略） 

（公示の場所等） 

第１９条の２ 条例第２５条の３第１項第１号

に規定する規則で定める場所は，都市整備局

都市・交通部都市計画課（以下「都市計画課」

という。）又は各区役所地域整備課（以下「地

域整備課」という。）とする。 

２ 前項に規定する場所への公示は，都市計画

課長又は地域整備課長の決裁を得て行うもの

とする。 

（保管広告物等一覧簿） 

第１９条の３ 条例第２５条の３第２項に規定

する保管広告物等一覧簿は，様式第１１号の

２とし，同項に規定する規則で定める場所は，

都市計画課又は地域整備課とする。 

第１９条の４～第２３条の１０ （略） 

（講習会） 

第２４条 条例第３４条第１項の規定による講

習会（以下「講習会」という。）の講習科目は，

次のとおりとする。 

(1)～(3) （略） 

２ 市長は，次の各号のいずれかに該当する者
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に対し，その事実を証する書類を提出させて，

前項第３号の講習科目を免除することができ

る。 

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２条第１項に規定する建築士の資格を有

する者 

(2) 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９

号）第３条に規定する電気工事士の資格を

有する者 

(3) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

第４４条第１項に規定する第１種電気主任

技術者免状，第２種電気主任技術者免状又

は第３種電気主任技術者免状の交付を受け

ている者 

(4) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第

６４号）に基づき，帆布製品製造に関し，

職業訓練指導員免許を受け，技能検定に合

格し，又は職業訓練を修了した者 

３～６ （略） 

第２５条 （略） 

   附 則 

（略） 

に対し，その事実を証する書類を提出させて，

前項第３号の講習科目を免除することができ

る。 

(1) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２条第１項に規定する建築士の資格を有

する者 

(2) 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９

号）第３条に規定する電気工事士の資格を

有する者 

(3) 電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）

第４４条第１項に規定する第１種電気主任

技術者免状，第２種電気主任技術者免状又

は第３種電気主任技術者免状の交付を受け

ている者 

(4) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第

６４号）に基づき，帆布製品製造に関し，

職業訓練指導員免許を受け，技能検定に合

格し，又は職業訓練を修了した者 

３～６ （略） 

第２５条 （略） 

   附 則 

（略） 

附 則 

この規則中第１条の規定は令和３年４月１日

に対し，その事実を証する書類を提出させて，

前項第３号の講習科目を免除することができ

る。 

(1) 建築士法第２条第１項に規定する建築士

の資格を有する者 

(2) 電気工事士法（昭和３５年法律第１３９

号）第３条に規定する電気工事士の資格を

有する者 

(3) 電気事業法第４４条第１項に規定する第

１種電気主任技術者免状，第２種電気主任

技術者免状又は第３種電気主任技術者免状

の交付を受けている者 

(4) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第

６４号）に基づき，帆布製品製造に関し，

職業訓練指導員免許を受け，技能検定に合

格し，又は職業訓練を修了した者 

３～６ （略） 

第２５条 （略） 

   附 則 

（略） 

   附 則 

この規則中第１条の規定は令和３年４月１日
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別表第１（第５条関係） 

  適用除外の基準 

 １～８ （略） 

別表第２（第１０条関係） 

  許可基準 

 １～４ （略） 

別表第３（第１３条関係） 

  総表示面積の規制基準 

様式第１号（第４条，第６条関係） 

屋外広告物表示（掲出物件設置）許可申請書 

様式第２号（第６条，第７条関係） 

屋外広告物表示（掲出物件設置）更新許可申

請書 

様式第３号（第７条関係） 

屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報告書 

から，第２条の規定は同年１０月１日から施行

する。

別表第１（第５条関係） 

  適用除外の基準 

 １～８ （略） 

９ 政治団体のはり紙，はり札等，広告旗及

び立看板等の許可地域における許可不要基

準

  （略） 

別表第２（第１０条関係） 

  許可基準 

 １～４ （略） 

別表第３（第１３条関係） 

  総表示面積の規制基準 

様式第１号（第４条，第６条関係）（一部改正）

屋外広告物表示（掲出物件設置）許可申請書 

様式第２号（第６条，第７条関係）（一部改正）

屋外広告物表示（掲出物件設置）更新許可申

請書 

様式第３号（第７条関係）（一部改正）

屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報告書 

から，第２条の規定は同年１０月１日から施行

する。 

別表第１（第５条関係） 

  適用除外の基準 

 １～８ （略） 

 ９ 政治団体のはり紙，はり札等，広告旗及

び立看板等の許可地域における許可不要基

準 

（略） 

別表第２（第１０条関係） 

  許可基準 

 １～４ （略） 

別表第３（第１３条関係） 

  総表示面積の規制基準 

様式第１号（第４条関係）（全部改正）

屋外広告物表示（掲出物件設置）許可申請書

様式第２号（第４条，第７条関係）（全部改正）

屋外広告物（掲出物件）自己点検結果報告書

様式第２号の２（第４条，第７条関係）（追加）

屋外広告物（掲出物件）資格者点検結果報告

書 

様式第３号（第７条関係）（全部改正）

屋外広告物表示（掲出物件設置）更新許可申
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様式第４号（第８条関係） 

屋外広告物（掲出物件）変更（改造）許可申

請書 

様式第５号（第１４条関係） 

 （略） 

様式第６号（第８条，第１５条関係） 

屋外広告物表示（掲出物件設置）完了届 

様式第７号（第１６条関係） 

 （略） 

様式第８号（第１７条関係） 

屋外広告物管理者設置届 

様式第９号（第１７条関係） 

屋外広告物設置者（管理者）変更届 

様式第１０号（第１８条関係） 

屋外広告物（掲出物件）除却完了届 

様式第１１号（第１９条関係） 

 （略） 

様式第１１号の２（第１９条の３関係） 

 （略） 

様式第１１号の３（第１９条の５関係） 

受領書 

様式第１２号（第２０条，第２５条関係） 

 （略） 

様式第４号（第８条関係）（一部改正）

屋外広告物（掲出物件）変更（改造）許可申

請書 

様式第５号（第１４条関係） 

 （略） 

様式第６号（第８条，第１５条関係）（一部改正）

屋外広告物表示（掲出物件設置）完了届 

様式第７号（第１６条関係） 

 （略） 

様式第８号（第１７条関係）（一部改正）

屋外広告物管理者設置届 

様式第９号（第１７条関係）（一部改正）

屋外広告物設置者（管理者）変更届 

様式第１０号（第１８条関係）（一部改正）

屋外広告物（掲出物件）除却完了届 

様式第１１号（第１９条関係） 

 （略） 

様式第１１号の２（第１９条の３関係） 

 （略） 

様式第１１号の３（第１９条の５関係）（一部改

正）

受領書 

様式第１２号（第２０条，第２５条関係） 

 （略） 

請書 

様式第４号（第８条関係） 

屋外広告物（掲出物件）変更（改造）許可申

請書 

様式第５号（第１４条関係） 

 （略） 

様式第６号（第８条，第１５条関係） 

屋外広告物表示（掲出物件設置）完了届 

様式第７号（第１６条関係） 

 （略） 

様式第８号（第１７条関係） 

屋外広告物管理者設置届 

様式第９号（第１７条関係） 

屋外広告物設置者（管理者）変更届 

様式第１０号（第１８条関係） 

屋外広告物（掲出物件）除却完了届 

様式第１１号（第１９条関係） 

 （略） 

様式第１１号の２（第１９条の３関係） 

 （略） 

様式第１１号の３（第１９条の５関係） 

受領書 

様式第１２号（第２０条，第２５条関係） 

 （略） 
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様式第１３号（第２３条の２関係） 

屋外広告業登録申請書 

様式第１４号（第２３条の３関係） 

登録申請者（本人・法定代理人・法人の役員・

法定代理人（法人）の役員）の略歴書 

様式第１５号（第２３条の３関係） 

誓約書 

様式第１６号（第２３条の４関係） 

 （略） 

様式第１６号の２（第２３条の５関係） 

屋外広告業登録事項変更届 

様式第１６号の３（第２３条の６，第２３条の

１０関係） 

屋外広告業廃業等届 

様式第１６号の４（第２３条の７関係） 

 （略） 

様式第１６号の５（第２３条の７関係） 

 （略） 

様式第１６号の６ 削除 

様式第１６号の７（第２３条の９関係） 

 （略） 

様式第１６号の８（第２３条の１０関係） 

特例屋外広告業届 

様式第１３号（第２３条の２関係）（一部改正）

屋外広告業登録申請書 

様式第１４号（第２３条の３関係）（一部改正）

登録申請者（本人・法定代理人・法人の役員・

法定代理人（法人）の役員）の略歴書 

様式第１５号（第２３条の３関係）（一部改正）

誓約書 

様式第１６号（第２３条の４関係） 

 （略） 

様式第１６号の２（第２３条の５関係）（一部改

正）

屋外広告業登録事項変更届 

様式第１６号の３（第２３条の６，第２３条の

１０関係）（一部改正）

屋外広告業廃業等届 

様式第１６号の４（第２３条の７関係） 

 （略） 

様式第１６号の５（第２３条の７関係） 

 （略） 

様式第１６号の６ 削除 

様式第１６号の７（第２３条の９関係） 

 （略） 

様式第１６号の８（第２３条の１０関係）（一部

改正）

特例屋外広告業届 

様式第１３号（第２３条の２関係） 

屋外広告業登録申請書 

様式第１４号（第２３条の３関係） 

登録申請者（本人・法定代理人・法人の役員・

法定代理人（法人）の役員）の略歴書 

様式第１５号（第２３条の３関係） 

誓約書 

様式第１６号（第２３条の４関係） 

 （略） 

様式第１６号の２（第２３条の５関係） 

屋外広告業登録事項変更届 

様式第１６号の３（第２３条の６，第２３条の

１０関係） 

屋外広告業廃業等届 

様式第１６号の４（第２３条の７関係） 

 （略） 

様式第１６号の５（第２３条の７関係） 

 （略） 

様式第１６号の６ 削除 

様式第１６号の７（第２３条の９関係） 

 （略） 

様式第１６号の８（第２３条の１０関係） 

特例屋外広告業届 
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様式第１６号の９（第２３条の１０関係） 

 （略） 

様式第１６号の１０（第２３条の１０関係） 

特例屋外広告業届出事項変更届 

様式第１７号（第２４条関係） 

屋外広告物講習会受講申込書 

様式第１８号（第２４条関係） 

 （略） 

様式第１６号の９（第２３条の１０関係） 

 （略） 

様式第１６号の１０（第２３条の１０関係）（一

部改正）

特例屋外広告業届出事項変更届 

様式第１７号（第２４条関係）（一部改正）

屋外広告物講習会受講申込書 

様式第１８号（第２４条関係） 

 （略） 

（一部改正） 「印」削除，他 

様式第１６号の９（第２３条の１０関係） 

 （略） 

様式第１６号の１０（第２３条の１０関係） 

特例屋外広告業届出事項変更届 

様式第１７号（第２４条関係） 

屋外広告物講習会受講申込書 

様式第１８号（第２４条関係） 

 （略） 


