
令和４年度第１回水戸市都市景観審議会次第 

 

 

                日 時 令和４年８月 30日（火） 

                    午前 10時 00分 ～ 

                場 所 水戸市役所 ４階 政策会議室 

                        

 

 

１ 開  会      

 

２ 挨  拶               

 

３ 会長・副会長の互選            

 

４ 議  題 

（１）水戸市屋外広告物条例第 16条に基づく特例の許可に係る意見聴取 

 

５ 閉  会      

 

 

【配布資料】 

資料１ 水戸市都市景観審議会委員名簿 

資料２ 水戸市都市景観審議会に係る関係規定 

資料３ 水戸市都市景観審議会座席表 

 

○水戸市都市景観審議会資料 

「水戸市屋外広告物条例に基づく特例の許可について」 

  参考資料１ 屋外広告物表示等許可申請書写し 

  参考資料２ 「水戸ど真ん中再生プロジェクト」について，申請者について 

  参考資料３ 位置図・現況写真 

  参考資料４ 特例の許可申請内容 

  参考資料５ 申請者経緯 

○令和４年度第１回水戸市都市景観審議会（パワーポイント印刷） 

 

 



資料１ 

 
 

水戸市都市景観審議会 委員 

 

委員の任期：令和４年５月１日から令和６年４月 30日まで（１～10） 

        令和２年 10月８日から令和４年９月 30日まで（11のみ） 

 

氏 名 
団体等名及び 

役職名 
選出区分 

1 大澤 義明 筑波大学 教授 学識経験者 

2 山本 早里 筑波大学 教授 学識経験者 

3 小圷 のり子 弘道館事務所 主任研究員 学識経験者 

4 須田 浩和 水戸市議会議長 議会 

5 川島 宏一 
水戸市都市計画審議会 会長 

筑波大学 教授 

都市計画 

審議会 

6 篠根 玲子 
一般社団法人建築士事務所協会  

景観まちづくり委員会委員 
建築士 

7 黒澤 輝子 水戸商工会議所 常議員 商工業団体 

8 阿久津 和次 茨城県屋外広告美術協同組合 常任相談役 広告業 

9 三上 靖彦 NPO 法人茨城の暮らしと景観を考える会 代表理事 市民団体 

10 谷田部 亘 茨城県弁護士会 弁護士 

11 飛田 和郎 公募市民 公募市民 

 



資料２ 
 

 

 

水戸市都市景観審議会に係る関係規定 

 

○水戸市都市景観条例（抜粋）       

第７章 都市景観審議会 

（都市景観審議会）  

第31条 優れた都市景観づくりを推進するため，水戸市都市景観審議会（以下「審議会」という。）を置

く。 

（審議事項） 

第32条 審議会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

（１）景観計画に関すること。 

（２）都市景観重点地区及び地区都市景観計画に関すること。 

（３）景観重要建造物及び景観重要樹木に関すること。 

（４）その他優れた都市景観づくりに関すること。 

（組織等） 

第33条 審議会は，関係機関，団体の役員及び学識経験者のうちから，市長が委嘱又は任命する 15人以

内の委員をもって組織する。 

２ 審議会に，必要に応じ3人以内の臨時委員を置くことができる。 

３ 臨時委員は，審議事項に係る関係住民のうちから，市長が委嘱する。 

（委員の任期） 

第34条 委員の任期は，2年とする。ただし，補欠により委嘱又は任命された委員の任期は，前任者の残

任期間とする。 

２ 臨時委員の任期は，当該審議事項の審議が終了するまでとする。 

（会長及び副会長） 

第35条 審議会に，委員の互選により会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，審議会の会務を総理する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるとき，又は会長が欠けたときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第36条 審議会は，会長が招集し，会長は，会議の議長となる。 

２ 審議会は2分の1以上の委員（臨時委員を含む。）の出席がなければ開くことができないものとし，審

議会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

○水戸市屋外広告物条例（抜粋） 

（水戸市都市景観審議会の意見の聴取） 

第36条 市長は，次の各号に掲げる場合は，水戸市都市景観条例（平成４年水戸市条例第４号）第31条に

規定する水戸市都市景観審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。 

(1) 禁止地域を指定し，又はその指定を変更し，若しくは解除しようとするとき。 

(2) 特別規制地区を指定し，又はその指定を変更し，若しくは解除しようとするとき。 

(3) 景観整備地区を指定し，又はその指定を変更し，若しくは解除しようとするとき。 

(4) 第７条第２項の規定により基本方針を定め，又は変更しようとするとき。 

(5) 禁止物件を指定し，又はその指定を変更し，若しくは解除しようとするとき。 

(6) 第16条の規定により許可しようとするとき。 

(7) 別表第１から別表第３までに定める基準を変更しようとするとき。 

 



資料３

令和４年度第１回水戸市都市景観審議会座席表

＜場所＞市役所４階　政策会議室

事務局 事務局

事務局 事務局

傍聴席 傍聴席

記者席3 記者席3

モニター モニター

出
入
口

コピー機

茨城県屋外広告
美術協同組合
常任相談役

阿久津 和次

一般社団法人
建築士事務所協会

景観まちづくり

委員会委員

篠根　玲子

水戸商工会議所

常議員

黒澤　輝子

公募市民

飛田　和郎

茨城県

弁護士会

谷田部　亘

会長 副会長

弘道館事務所
主任研究員

小圷　のり子

筑波大学
システム情報系

社会工学域

教授

大澤　義明

水戸市議会

議長

須田　浩和

NPO法人茨城
の暮らしと

景観を考える会

代表理事

三上　靖彦
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水戸市屋外広告物条例に基づく特例の許可について 

 

 

議 題 

（１）水戸市屋外広告物条例第16条に基づく特例の許可についての意見聴取 

 

１ 概要  

今般，有志による地方創生活動「水戸ど真ん中再生プロジェクト」の一環である「M－ART 壁画プロジ

ェクト」として，南町の起業支援施設（M-WORK）の建築物壁面に壁画アートを描く計画があり，屋外広

告物の許可に関する申請がされた。 

申請者が表示しようとしている屋外広告物は，水戸市屋外広告物条例（以下「条例」という。）第13条に

定める許可基準には適合しないため，申請者から，条例第16条に基づく特例許可の申請がされたことから，

その可否を判断するため，条例第36条第6号に基づき，水戸市都市景観審議会の意見を聴取するものです。 

 

２ 申請内容（詳細は参考資料1参照）  

申請者 M－ART磯崎寛也（参考資料２参照）） 

(1)表示場所 
水戸市南町1-2-32 M-WORKビル （地下1階付４階建 鉄筋コンクリート造） 

建物南東側壁面（壁面面積55.65㎡）（参考資料３参照） 

(2)表示内容 壁面利用広告36.62㎡ （参考資料４参照） 

(3)法令上の 

摘要 

・第３種許可地域（商業地域）（条例第5条第3項第3号） 

 壁面利用広告は掲出壁面面積の1/5以内であること 

・「水戸市景観計画」では，表示場所について「地区ごとの形成方針」において， 

“まちのにぎわいの中に華やかさや潤いが息づく，個性ある駅前景観の形成に努める” 

地区と位置付けている。 

(4)特例の許可 

の審議内容 

・申請内容が法令上の規定（壁面を利用する広告物の大きさの許可基準である掲出

壁面面積の1/5以内）を満たさない（55.65㎡×1/5=11.13㎡ < 36.62㎡）た

め，特例の許可の審議を行う。 

 

３ 特例の許可の要件（条例第16条）  

市長は，屋外広告物が 良好な景観の形成 又は 公共の利益に資するもの である場合において，特にや

むを得ないと認めるときは，条例に定める許可基準等にかかわらず，「特例の許可」として，当該屋外広

告物を許可することができる。 

 

 

 

水戸市都市景観審議会資料 

令和４年８月３０日 

都市計画部都市計画課 
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４ 同一申請者に係る経緯等（参考資料５参照）  

（１）平成31年に水戸駅前の旧リヴィン跡地の更地において，街の彩りを創出することを目的に壁画アー

トを描くことを計画。許可基準を超過した表示計画であったことから，水戸市からの特例許可を得て表

示した。 

＜旧リヴィン跡地壁画の特例許可の理由(H31)＞ 

以下の理由により「公共の利益に資するもの」として，特例許可した。 

○ 表示目的は「表示場所において，現代美術の力で市民の日常の風景に彩りをもたらし，水戸を訪

れる人の目を楽しませること」とされており，公共の利益に資するものである。なお，デザインに

ついては，ベースが同系の色相使いで，濃淡の差で描かれた比較的抑えた彩りであり，都市景観重

点地区の景観を乱したりするものではない。 

○ 表示場所は，水戸駅北口を出てすぐに展望できる場所であるが一部更地の状態が続いている。水

戸の玄関口にあたるこの場所の景観の向上と，水戸駅前のにぎわい演出等の効果が期待できる。 

○ 申請者は，従来から本市と協力して中心市街地活性化に資する事業を実施している。 

○ 表示場所は，再開発事業の都市計画決定を行っており，本案件の表示期間は限定的なものである。 

（２）旧リヴィン跡地の壁画アートが今後，市街地再開発事業の実施により撤去されるため，同じアーティ

ストの壁画を街なかに継承することを計画し，許可基準内で表示できる面積について，令和 4 年 4 月

28日付で許可を得て表示した。 

（３）申請者は，許可済みの表示に加えて，許可基準を超える面積の表示を計画し，令和4年7月20日付

で特例許可申請書を提出した。 
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参考資料２ 

 

「水戸ど真ん中再生プロジェクト」について（公式ホームページより） 

 

１ 「水戸ど真ん中再生プロジェクト」について  

＜水戸ど真ん中再生プロジェクトとは＞ 

水戸ど真ん中再生プロジェクトとは，水戸のど真ん中を再生し，地方創生のモデルをつくるエンジンとして 

（１）あらゆるチャンネルを用いて，民間と行政の協働体制を構築し 

（２）ヒト・カネ・チエのプラットフォームとして複数のプロジェクトを同時多発的に実行し 

（３）発信力を強化し，世論を巻き込み，推進力を高める 

＜水戸ど真ん中の再生を行う３つのテーマ＞ 

（１）アート×教育×観光×スポーツエンタメがある魅力ある都市空間をつくる 

（２）県内外から投資が促進され，人材育成を促進し，新たな産業を生み出す 

（３）新しい公共交通機関とメディアをつくり，都市の血流を生み，発信力を高める 

＜座長＞  

堀 義人氏（グロービス経営大学院大学学長） 

 

２ 活動プロジェクト実績（一部抜粋）  

 ○「Ｍ－ＳＰＯ」（まちなか・スポーツ・にぎわい広場） 

芝生とスポーツとカフェのある「広場」をまちの中に。人が集う空間，子どもも大人も行きたくなる，楽

しい「ど真ん中空間」をつくる。 

○グロービス経営大学院・水戸茨城キャンパス開設（M-SPO内） 

  東京，大阪，名古屋，仙台，福岡に次ぐ第６のキャンパス。地域のビジネスを強くし，創造と変革の志士

を育む。 

○「Ｍ－ＷＯＲＫ」（起業を目指す個人，法人や学生に居場所や交流の場を提供） 

  起業関連の講演会開催や高校生のアイデアを掘り起こす「ビジネスプランコンテスト」などを開催。 

 ○「Ｍ－ＡＲＴ」（水戸の街をアートの力で特別な場所へ。若き表現者を応援できる街へ。） 

水戸芸術館を中心に発展を遂げてきた水戸発の現代アート。街なかのグラフィティをはじめ，空きテナン

ト等を使った様々な表現活動を支援。 

 ○「Ｍ－ＧＡＲＤＥＮ」（ときわ邸） 

  千波湖に臨む常磐神社・偕楽園の東に，近隣住民，水戸市民，観光客が楽しめる場所を創るプロジェクト。 

  

 

      

  

M－GARDEN M－ART M－SPO 
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申請者について 

 

１ 申請者   Ｍ－ＡＲＴ 磯崎寛也氏（水戸市在住） 

 

２ 経歴  

1965年 茨城県日立市生まれ 

1989年 早稲田大学第一文学部美術史専修卒業 

2000年 (株)ＩＴＨ設立 代表取締役就任 

2007年～14年 N &A(株)（現代アートプロデュース）代表取締役 

愛知トリエンナーレ，横浜ビエンナーレ，シンガポールビエンナーレ， 

金沢 20世紀美術館，オペラシティ等で展覧会の企画 

2010年～13年 十和田市現代美術館ゼネラルマネージャー 

2018年 ARTS ISOZAKI（現代美術ギャラリー）創立 代表  

2019年 M-ART（水戸ど真ん中再生プロジェクト） 水戸駅前壁画プロジェクト実施 

2019年 茨城電機工業(株)代表取締役 

(株)クォンタム フラワーズ&フーズ創立 代表取締役 

2022年 音楽フェスティバル「LuckyFES（ラッキーフェス）」アートプロデューサー 

 詩集「ソラリスの襞(ひだ)」出版 水戸市内の市民センター(34か所)に寄贈 

３ 役職  

一般社団法人アートアンドパブリック協会 理事 

一般社団法人茨城県経営者協会 参与 

  

M－ART壁画プロジェクト 

平成 31（2019）年，旧リヴィン水戸店跡地において，現代美術の力で市民の日常の風景に彩りをもたらし，

水戸を訪れる人の目を楽しませることを目的に壁画アートを表示した。 

今回，M-WORKビルにおいても，同じ目的により壁画アートを表示するものである。 

 

 

 



 

 

参考資料３ 

 

１ 位置図 

     

 

２ 現況写真 

     

             



参考資料４ 

 

特例の許可申請内容 

 

○壁面利用広告 

【屋外広告物条例の許可基準】 

建築物等の壁面を利用するものにあっては，一の壁面における表示面積の合計が 50 ㎡以下で，か

つ，その壁面の面積の５分の１を超えないものであること。 

 

【壁画表示面積】 

A 壁面面積＝55.65㎡ 

 

B ①許可済（表示済）【上部】    ＝10.67㎡ 

  ②今回（特例許可）申請部分【下部】＝25.95㎡ 

            合計 36.62㎡ 

①許可済 

（10.67㎡） 

②特例許可 

申請範囲 

（25.95㎡） 

○アーティスト ： HITOTZUKI（ヒトツキ） 

○壁画コンセプト 「翼を羽ばたかせ、LUCK をつかむ可能性に満ちた街 水戸」 

 ： 平成 31年度に水戸市の特例許可を得て描かれたリヴィン跡地の壁画を継承するもの。今回描く壁

画の基調色の青色は，リヴィン跡地の壁画同様に「水戸」の「水」をモチーフとしている。デザインは

「癒し」や「挑戦の力」をイメージしている。フェミニンなパステルカラーにより自由な発想と飛躍を表

す。 

 

. 



 

 

参考資料５ 

 

（１）旧リヴィン跡地の壁画 

 

 

（２）許可済みの表示（許可基準内での表示）（4月28日付許可） 

  

 

（３）今回の特例の許可申請内容 

 

表示は壁面面積の１／５以内であり基準を満たしている。 

表示は壁面面積の１／５を超えており，基準を満たしていない。 



1 

 

別 紙 

水戸市 

 

特例許可の考え方について 

 

１ 許可の可否 

下記の理由により，「公共の利益に資するもの」として，許可したいと考えている。 

○ 表示の目的は「現代美術の力で市民の日常の風景に彩りをもたらし水戸を訪れる人の目を楽し

ませること」とされており，表示は公共の利益に資するものと認められる。なお，デザインは，

比較的抑えた青系の色彩をベースにしながら，赤系の高彩度のアクセントカラーで変化をつける

ものであり，色彩規制のない第三種許可地域で，個性ある駅前景観の形成に努める地区である表

示場所の景観を乱すものではない。 

○ 子どもや若者にアートに触れてもらう機会を提供するなど，若い世代の育成やまちの文化の振

興を図ることを目的とする取組は，公共の利益に資するものと認められる。 

○ 本事業が位置付けられている「水戸ど真ん中再生プロジェクト」は，民間による中心市街地活

性化に資する事業として，従前から本市と連携し複数の事業を実施しており，趣旨に掲げる公共

の利益に資する取組の実施が見込まれる。 

 

２ 許可内容 

（１）許可期間 ３年以内（※条例で定める「建築物等利用広告物」の許可期間） 

（２）許可の条件 

・ 水戸市屋外広告物条例をはじめとする関係法令を遵守すること。 

・ 趣旨に掲げる取組を実施するように努めること。 

・ 事業趣旨に掲げた取組の実施ができなくなる場合は，本件の許可を取り消すことがある。 
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議題

水戸市屋外広告物条例第16条に基づく
特例の許可に係る意見聴取

2



概要

「M－ART壁画プロジェクト」（「水戸ど真ん中再生
プロジェクト」の一環）として，南町の起業支援施設
（M-WORK）の建築物壁面に壁画アートを描く計画

 表示予定の屋外広告物は水戸市屋外広告物条例に
規定する許可基準に適合しないものである

 申請者より屋外広告物の特例許可の申請の提出

3



議題の審議理由

壁画アートが壁面を利用する広告物の基準
（掲出するその壁面面積の１/５以内）を

超えるため，条例第16条に基づく
特例許可の申請がされたことから，

その可否を判断するため

4



申請内容
申請者

M-ART 磯崎寛也氏

（水戸ど真ん中再生プロジェクト）

表示場所

水戸市南町1-2-32

㈱M-Workビル

建物南東側壁面（面積55.65㎡）

表示内容

壁面利用広告 36.62㎡
5

資料：【参考資料１,２】

資料：【参考資料３】

資料：【参考資料４】

資料：【参考資料１】



表示場所

水戸市南町１-２-32

M-WORKビルの建物

南東側壁面

（壁面面積55.65㎡）

【建築物概要】

地下1階付4階建／

鉄筋コンクリート造

水戸中央郵便局

国道50号

水戸駅

6

資料：【参考資料３】



表示内容

広告物表示面積

36.62㎡

A 壁面面積＝55.65面面積㎡

B ①許可済（表示済）【上部】 ＝10.67㎡
②今回（特例許可）申請部分【下部】＝25.95㎡

合計 36.62㎡

7

資料：【参考資料４】

.

①

②

10.5ｍ

5.3ｍ



表示内容

8

資料：【参考資料４】

壁面利用広告

＜水戸市屋外広告物条例の許可基準＞

建築物等の壁面を利用するものに
あっては，一の壁面における表示面
積の合計が50㎡以下で，かつ，その
壁面の面積の５分の１を超えないも
のであること。【例】①+②≦50㎡以下 又は

①+②≦壁面面積（H×W）／５

W

H



ピンク色
商業地域

法令上の摘要

水戸中央郵便局

国道50号

 屋外広告物条例の地域区分

第３種許可地域

（用途地域：商業地域）

 色彩の規制なし
↘至水戸駅

“まちのにぎわいの中に華やかさや潤いが息づく，個性あ
る駅前景観の形成に努める”

 水戸市景観計画における「地区ごとの形成方針」

9



…撮影方向，撮影位置

正面
撮影位置：国道50号歩道

国道50号

中央郵便局

M-WORK

壁画

10



…撮影方向，撮影位置

反対車線側
撮影位置：国道50号歩道

国道50号
中央郵便局

M-WORK

壁画

11



特例の許可の要件

「良好な景観の形成に資する」または
「公共の利益に資する」のいずれかの場合で

特にやむを得ないと認めるとき

12



同一申請者に係る経緯等

（１）申請者は，平成31年に水戸駅前の旧リヴィン跡地の更地にお
いて，街の彩りを創出することを目的に壁画アートを描くことを計
画。許可基準を超過した表示計画であったことから，水戸市からの
特例許可を得て表示。

（２）旧リヴィン跡地の壁画アートが今後撤去されることから，申
請者は，同じアーティストの壁画を街なかに継承することを計画し，
許可基準内で表示できる面積について，令和4年4月28日付で許可を
得て表示した。

（３）申請者は，許可済みの表示に加えて，許可基準を超える面積
の表示を計画し，令和4年7月20日付で特例許可申請書を提出した。

13

H31

R4

資料：【参考資料５】



特例の許可を申請する理由（事業の趣旨）

平成31年に水戸市による特例許可が認められ，この3年水戸の街
に彩りを与えた駅前リヴィン跡地の壁画アートがなくなることに
なる。このため，同じアーティストの壁画を街なかに継承し，現
代美術の力で市民の日常の風景に彩りをもたらし水戸を訪れる人
の目を楽しませたい。中心市街地を彩るゲートのような意味もあ
り，観光資源としても可能性があるものである。

14

資料：【参考資料１】p.2



特例の許可を申請する理由（事業の趣旨）
近隣の児童や生徒にアートの現場の見学，体験などをしてもら
う機会を提供し，子どもたちに芸術に親しんでもらい，街の文
化を育んでもらいたい。

M-WORKにおいて，若者にアートに触れてもらう機会やアー
ティストとの交流の機会を提供し，若者に創造力を学んでもら
いたい。そこから新しいアイデアや活動が芽生え，街の文化に
発展していく。

水戸のアートが水戸の産業と結びつくきっかけになってほしい。
ファッション，建築，インテリア，デザインなど，クリエイ
ティブ産業につながっていく。

15

資料：【参考資料１】p.2



以上を踏まえまして，
皆様ご審議のほど

よろしくお願いします。

16
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(6) 前各号に掲げるもののほか，屋外広告物の表示又は掲出物件の設置が条例に適合することを確

認するため市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず，現に条例第８条第３項，第12条第１項又は第16条第１項の規定による

許可を受けて屋外広告物を表示し，又は掲出物件を設置している者で，引き続きこれらの規定によ

る許可を受けて当該屋外広告物の表示又は掲出物件の設置をしようとするものは，現に受けている

許可の期間が満了する日の14日前までに，屋外広告物表示等許可申請書に次の各号に掲げる書類を

添えて市長に提出しなければならない。 

(1) 屋外広告物等点検報告書（様式第２号） 

(2) 前項各号に掲げる書類のうち，市長が指定する書類 

３ 市長は，前２項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，適当であると認めるとき

は，屋外広告物表示等許可書（様式第３号）を当該申請をした者に交付するものとする。 

（氏名等の変更の届出） 

第５条 許可広告物表示者又は広告物管理者は，その氏名（法人にあっては，名称又は代表者の氏名），

住所（法人にあっては，主たる事務所の所在地）若しくは電話番号又は管理者要件に変更があった

ときは，遅滞なく，氏名等変更届出書（様式第４号）により市長に届け出なければならない。 

２ 管理者要件に変更があった場合における前項の届出は，当該変更後の管理者要件を証する書面の

写しを添えて行わなければならない。 

（令２規則18・一部改正） 

（変更又は改造の申請等） 

第６条 条例第15条第１項（条例第16条第２項において準用する場合を含む。）の規定による変更又

は改造の許可を受けようとする者は，屋外広告物又は掲出物件を変更し，又は改造しようとする日

の30日前までに，屋外広告物等変更（改造）許可申請書（様式第５号）に当該変更又は改造の内容

を明らかにする書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，その内容を審査し，適当であると認めるときは，

屋外広告物等変更（改造）許可書（様式第６号）を当該申請をした者に交付するものとする。 

（軽微な変更又は改造） 

第７条 条例第15条第１項の規則で定める軽微な変更又は改造は，次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 表示内容，意匠，色彩，形状，大きさ又は構造に変更を加えない塗料の塗替え，補強又は修繕 

(2) 自家広告物等である広告幕，立看板等又は広告旗の取替えであって，形状，大きさ又は構造に

変更を加えないもの 

(3) 常設の興行場が興行内容を表示する屋外広告物の取替えであって，形状，大きさ又は構造に変

更を加えないもの 

（許可の期間） 

第８条 条例第18条の規則で定める期間は，次の各号に掲げる屋外広告物又は掲出物件の区分に応じ，
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当該各号に定める期間とする。 

(1) はり紙 １月以内 

(2) はり札等 １月以内 

(3) 広告旗 １年以内 

(4) 立看板等 １年以内 

(5) アドバルーン １月以内 

(6) 横断幕 １月以内 

(7) アーチ ３年以内 

(8) 野立広告物 ３年以内。ただし，つり下げ看板及び広告幕にあっては，１年以内とする。 

(9) 建築物等利用広告物 ３年以内。ただし，つり下げ看板及び広告幕にあっては，１年以内とす

る。 

(10) 自動車に表示し，又は設置する屋外広告物又は掲出物件 ３年以内 

(11) 電柱又は街灯柱に表示し，又は設置する屋外広告物又は掲出物件 １年以内 

(12) 消火栓又はバス停留所の標識に表示し，又は設置する屋外広告物又は掲出物件 １年以内 

（許可証票等） 

第９条 条例第19条に規定する許可の証票は，許可証票（様式第７号）とする。 

２ 許可証票は，屋外広告物又は掲出物件の見やすい箇所に貼り付けなければならない。 

３ 条例第19条ただし書の規定による許可の押印又は打刻は，許可印（様式第８号）によるものとす

る。 

４ 許可印を押印し，又は打刻することができる屋外広告物は，はり紙その他市長が認める屋外広告

物とする。 

（令２規則18・一部改正） 

（広告景観整備地区における届出） 

第10条 条例第20条第２項の規則で定める自家広告物等は，その事業所等及び敷地における表示面積

の合計が１平方メートルを超え10平方メートル以下のものとする。ただし，条例第８条第３項の規

定による許可を受けて表示し，又は設置する自家広告物等及び国又は地方公共団体がその事務所名

を表示するための自家広告物等を除く。 

２ 条例第20条第２項の規定による届出は，自家広告物等を表示し，又は設置しようとする日の30日

前までに，自家広告物表示等届出書（様式第９号）に第４条第１項第１号，第３号及び第４号に掲

げる書類を添えて行わなければならない。 

（広告物管理者の要件等） 

第11条 条例第23条の規則で定める要件は，条例第35条の２第１項若しくは第３項に規定する屋外広

告業の登録を受け，又は条例第35条の11各号に該当する者であることとする。 

２ 条例第23条ただし書に規定する規則で定める屋外広告物又は掲出物件は，第８条第１号，第２号，
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