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○松山市屋外広告物条例施行規則 

平成１２年３月１５日 

規則第１４号 

改正 平成１５年２月７日規則第３号 

平成１６年１２月２１日規則第５７号 

平成１７年７月１日規則第５０号 

平成２０年６月１６日規則第７１号 

平成２０年１１月４日規則第８７号 

平成２４年３月２８日規則第１６号 

平成２５年３月２５日規則第１４号 

平成２７年９月１０日規則第６４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，松山市屋外広告物条例（平成１１年条例第３１号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（禁止展望広告物等） 

第１条の２ 条例第５条の２に規定する広告物又は掲出物件で規則で定めるものは，景観

法（平成１６年法律第１１０号）第８条第１項の規定により本市が定めた松山市景観計

画に定める眺望保全区域内に表示し，又は設置する広告物又は掲出物件で，その頂点が

当該眺望保全区域内における建築物等の高さの制限を超える位置にあるものとする。 

（許可等の申請） 

第２条 条例第７条若しくは第１０条第３項の規定による許可又は条例第８条第２項の規

定による確認を受けようとする者は，屋外広告物許可（確認）申請書（様式第１号）正

副２通に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

(1) 広告物又は掲出物件（以下これらを「広告物等」という。）の形状，寸法，構造，

意匠，色彩，表示の方法等に関する仕様書及び図面 

(2) 既設の広告物等がある場合においては，これらの表示面積，種類並びに個数を明ら

かにする書類及び現況を示すカラー写真 

(3) 広告物等を表示し，又は設置する土地又は建築物等が自己の所有若しくは管理に属

さない場合は，当該土地又は建築物等の所有者若しくは管理者の承諾があったことを

証する書面又はその写し 
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(4) 広告物等を表示し，又は設置する場所及びその付近の状況を示す見取図 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（景観保全型広告整備地区における届出） 

第３条 条例第９条第６項の規定による届出は，景観保全型広告整備地区内屋外広告物届

出書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 前条の規定は，前項の届出について準用する。 

（適用除外の基準） 

第４条 条例第１０条第１項第４号，第２項第１号，第２号，第４号及び第７号並びに第

４項第１号の規則で定める基準は，別表１のとおりとする。 

（許可等の期間） 

第５条 条例第１２条第１項（条例第１３条第２項及び第１４条第２項において準用する

場合を含む。）の許可等の期間は，別表２に掲げるとおりとする。 

（更新許可等の申請） 

第６条 条例第１３条第１項の規定により許可等の更新を受けようとする者は，当該許可

等の期間満了の日の１０日前までに屋外広告物許可（確認）更新申請書（様式第３号）

正副２通に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

(1) 当該広告物等及び周辺の状況が分かるカラー写真 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（変更許可等の申請） 

第７条 条例第１４条第１項の規定により変更又は改造の許可等を受けようとする者は，

屋外広告物変更許可（確認）申請書（様式第４号）正副２通に第２条各号に掲げる書類

のうち変更事項を明らかにした書類を添付して，これを市長に提出しなければならない。 

（軽微な変更等） 

第８条 条例第１４条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更又は改造は，次に掲げる

とおりとする。 

(1) 広告物等の形状，材料，構造，色彩，意匠及び表示面積の変更を伴わない修繕，補

強又は塗装 

(2) 劇場，映画館等の常設興業場において興業内容を表示する広告物の短期かつ定期的

な変更で，掲出物件の位置又は形状を変更することなく行うもの 

(3) 掲示板に掲出される新聞，ポスター等の広告物の短期かつ定期的な変更で，当該掲
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示板の位置又は形状を変更することなく行うもの 

(4) 店舗，事業所等の建物の壁面に設置した広告幕を掲出する装置に掲出される当該店

舗，事業所等の営業内容を表示する広告幕の短期かつ定期的な変更で，当該装置の位

置又は形状を変更することなく行うもの 

(5) その他市長が適当と認めるもの 

（許可の基準） 

第９条 条例第１５条第１項の規則で定める許可の基準は，別表３のとおりとする。 

（許可等の通知等） 

第１０条 市長は，条例第７条，第８条第２項，第１０条第３項，第１３条第１項及び第

１４条第１項の規定により許可等をするときは，副本に許可等証票（様式第５号）を添

えて申請者に交付するものとする。ただし，はり紙に係る許可等については，副本を申

請者に交付するとともに，当該はり紙に許可等証印（様式第６号）を押すものとする。 

２ 市長は，前項の許可等をしないときは，その理由を付し，副本を申請者に返戻するも

のとする。 

（表示又は設置の完了の届出） 

第１１条 条例第７条，第８条第２項，第１０条第３項又は第１４条第１項の許可等を受

けた者は，広告物等の表示又は設置が完了したときは，速やかに，屋外広告物表示等完

了届出書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して，これを市長に提出しなければな

らない。ただし，はり紙，はり札等については，この限りでない。 

(1) 当該広告物等の完成後のカラー写真 

(2) その他市長が必要と認める書類 

（管理者の設置） 

第１２条 条例第１８条第１項ただし書の規則で定める広告物等は，次の各号のいずれか

に該当するものとする。 

 (1) はり紙，はり札等，広告旗及び立看板等 

 (2) 広告物等の表示面積が１０平方メートル以下，かつ，高さが４メートル以下のもの 

 (3) その他市長が適当と認めるもの 

２ 条例第１８条第２項の規則で定める資格を有する者は，第２８条第１項各号のいずれ

かに該当する者とする。 

（管理者等の届出） 
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第１３条 条例第１９条第１項の規定による届出は，屋外広告物管理者設置（変更・廃止）

届出書（様式第８号）により行うものとする。 

２ 広告物等を表示し，又は設置しようとする者が，屋外広告物許可（確認）申請書又は

屋外広告物許可（確認）更新申請書に当該広告物等を管理する者の氏名，住所，資格の

名称等を記載して許可等を受けた場合は，前項の届出をしたものとみなす。 

３ 条例第１９条第２項の規定による届出は，屋外広告物（表示者・設置者）変更届出書

（様式第９号）により行うものとする。 

４ 条例第１９条第３項の規定による届出は，屋外広告物表示者氏名等変更届出書（様式

第１０号）により行うものとする。 

５ 条例第１９条第４項の規定による届出は，屋外広告物滅失届出書（様式第１１号）に

より行うものとする。 

（点検の報告） 

第１４条 条例第２０条の規定による報告は，屋外広告物許可（確認）更新申請書の自己

点検結果報告欄により行うものとする。 

２ 広告物等を表示し，又は設置する者は，条例第２０条の規定による点検をしようとす

る場合において，条例第１８条の規定による管理者を置いているときは，当該管理者に

当該点検をさせなければならない。 

（除却の届出） 

第１５条 条例第２１条第２項の規定による届出は，屋外広告物除却届出書（様式第１２

号）により行うものとする。 

（保管した広告物等の保管場所の公示場所等） 

第１６条 条例第２５条第１項第１号の規則で定める場所は，市役所前掲示板とする。 

２ 条例第２５条第２項の規則で定める様式は，保管物件一覧簿（様式第１３号）とする。 

３ 条例第２５条第２項の規則で定める場所は，都市デザイン課とする。 

（保管した広告物等を売却する場合の手続） 

第１７条 条例第２７条第２項の保管した広告物等の売却の手続は，松山市財務会計規則

（昭和３９年規則第１１号）の定めるところによるものとする。 

（受領書） 

第１８条 条例第２９条の規則で定める様式は，受領書（様式第１４号）とする。 

（屋外広告物立入検査員証） 
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第１９条 条例第３０条第２項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は，屋

外広告物立入検査員証（様式第１５号）とする。 

（更新の登録の申請の期限） 

第２０条 条例第３２条第３項の規定による更新の登録を受けようとする者は，有効期間

満了の日の３０日前までに当該更新の登録を申請しなければならない。 

（登録及び更新の登録の申請） 

第２１条 条例第３３条第１項の申請書は，屋外広告業登録（更新登録）申請書（様式第

１６号）とする。 

２ 条例第３３条第２項に規定する書面は，誓約書（様式第１７号）によるものとする。 

３ 条例第３３条第２項の規則で定める書類は，次に掲げるものとする。 

(1) 登録申請者（法人である場合にあってはその役員を，営業に関し成年者と同一の能

力を有しない未成年者である場合にあってはその法定代理人（法定代理人が法人であ

る場合にあってはその役員を含む。）を含む。次号及び第３号において同じ。）の略

歴書を記載した書面 

(2) 登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

(3) 登録申請者が法人である場合にあっては，登記事項証明書 

(4) 登録申請者が選任した業務主任者が条例第４１条第１項各号のいずれかに該当す

ることを証する書面 

(5) 登録申請者が選任した業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面 

４ 前項第１号に規定する書面は，略歴書（様式第１８号）によるものとする。 

（登録及び更新の登録の通知） 

第２２条 条例第３４条第２項の規定による通知は，屋外広告業登録（更新登録）通知書

（様式第１９号）により行うものとする。 

（登録拒否の通知） 

第２３条 条例第３５条第２項の規定による通知は，屋外広告業不登録通知書（様式第２

０号）により行うものとする。 

（変更の届出） 

第２４条 条例第３６条第１項の規定による届出は，屋外広告業登録事項変更届出書（様

式第２１号）により行うものとする。 

２ 前項の屋外広告業登録事項変更届出書を提出する場合において，当該変更が次の各号



6/12 

に掲げるものであるときは，当該各号に定める書類を添付しなければならない。 

(1) 条例第３３条第１項第１号に掲げる事項の変更 

ア 変更の届出をする屋外広告業者が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わ

る書面 

イ 変更の届出をする屋外広告業者が法人である場合 登記事項証明書 

(2) 条例第３３条第１項第２号に掲げる事項の変更（商業登記の変更を必要とする場合

に限る。） 登記事項証明書 

(3) 条例第３３条第１項第３号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに新たに役

員となる者がある場合においては，当該役員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書

面，第２１条第２項の誓約書及び同条第４項の略歴書 

(4) 条例第３３条第１項第４号に掲げる事項の変更 

ア 法定代理人が個人である場合 住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに新たに

法定代理人となる者がある場合においては，当該法定代理人に係る第２１条第２項

の誓約書及び同条第４項の略歴書 

イ 法定代理人が法人である場合 登記事項証明書並びに新たに法定代理人又は現に

法定代理人である法人の役員となる者がある場合においては，当該新たに法定代理

人となる者又は当該役員となる者に係る第２１条第２項の誓約書並びに当該役員に

係る住民票の抄本又はこれに代わる書面及び同条第４項の略歴書 

(5) 条例第３３条第１項第５号に掲げる事項の変更 第２１条第３項第４号及び第５

号の書面 

（登録簿の閲覧） 

第２５条 条例第３７条の規定による屋外広告業者登録簿（以下「登録簿」という。）の

閲覧は，都市デザイン課において行う。 

２ 登録簿の閲覧時間は，市の執務時間とする。 

３ 登録簿の閲覧をしようとする者は，屋外広告業者登録簿閲覧申込書に住所，氏名，閲

覧の目的等を記入し，市長の承認を受けなければならない。 

４ 前項の規定により閲覧の承認を受けた者（以下「閲覧者」という。）は，次に掲げる

事項を遵守しなければならない。 

(1) 登録簿は所定の場所で閲覧し，外へ持ち出さないこと。 

(2) 登録簿を亡失し，損傷し，若しくは汚損し，又はこれに加筆しないこと。 
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(3) 登録簿の閲覧が終了したときは，確実に担当職員に返還すること。 

(4) その他担当職員の指示に従うこと。 

５ 市長は閲覧者が前項の規定に違反し，又は違反するおそれがある場合には，その閲覧

を禁止することがある。 

６ 登録簿の閲覧は，無料とする。 

（廃業等の届出） 

第２６条 条例第３８条第１項の規定による届出は，屋外広告業廃業等届出書（様式第２

２号）により行うものとする。 

（講習会） 

第２７条 市長は，条例第４０条に規定する講習会を開催しようとするときは，あらかじ

め，開催の日時，場所，受講の申込期限その他講習会の開催に関し必要な事項を公告す

るものとする。 

２ 講習会の課程は，次のとおりとする。 

(1) 屋外広告物に関する法令 

(2) 屋外広告物の表示の方法に関する事項 

(3) 屋外広告物の施工に関する事項 

３ 講習会を受けようとする者は，屋外広告物講習会受講申込書（様式第２３号）を市長

に提出しなければならない。 

４ 市長は，講習会の課程を修了した者に屋外広告物講習会修了証明書（様式第２４号）

を交付するものとする。 

（講習会の課程の一部免除） 

第２８条 市長は，次の各号のいずれかに該当する者については，前条第２項第３号に規

定する講習会の課程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項に規定する第一種電気主

任技術者免状，第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受

けている者 
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(4) 職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）に基づく職業訓練指導員免許所持

者，技能検定合格者又は職業訓練修了者であって帆布製品製造取付けに係るもの 

２ 前項の規定により講習会の課程の免除を受けようとする者は，前条第３項の屋外広告

物講習会受講申込書に前項各号に該当する者であることを証する書面を添付しなければ

ならない。 

（業務主任者の認定） 

第２９条 条例第４１条第１項第５号の規定による認定（以下「認定」という。）を受け

ようとする者は，業務主任者資格認定申請書（様式第２５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 認定は，次の各号に該当する者について行うものとする。 

(1) 営業所における広告物等の表示又は設置の責任者として，５年以上の経験を有する

者 

(2) 認定の申請日以前５年間にわたり広告物に関する法令に違反していない者 

３ 市長は，認定をしたときは，業務主任者資格認定書（様式第２６号）を交付するもの

とする。 

（標識） 

第３０条 条例第４２条の規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 法人にあっては，その代表者の氏名 

(2) 登録年月日 

(3) 業務主任者の氏名 

２ 条例第４２条に規定する標識は，屋外広告業者登録票（様式第２７号）とする。 

（帳簿の記載事項等） 

第３１条 条例第４３条の規定する営業に関する事項で規則で定めるものは，次に掲げる

事項とする。 

(1) 注文者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称及び事務所の所在地） 

(2) 広告物等の表示又は設置の場所 

(3) 表示し，又は設置した広告物等の名称又は種類及び数量 

(4) 表示又は設置の年月日 

(5) 請負金額 

(6) 業務主任者の氏名 
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２ 前項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他こ

れらに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物（以下「磁気

ディスク等」という。）に記録され，必要に応じ屋外広告業者の営業所において電子計

算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは，当該記録をもって条例第４

３条の規定により屋外広告業者が備える帳簿（以下「帳簿」という。）への記載に代え

ることができる。 

３ 帳簿（前項の規定により記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。

以下この条において同じ。）は，広告物等の表示又は設置の契約ごとに作成しなければ

ならない。 

４ 屋外広告業者は，帳簿を事業年度の末日をもって閉鎖するものとし，閉鎖後５年間営

業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。 

（屋外広告業監督処分簿等） 

第３２条 条例第４６条第１項の規則で定める事項は，次に掲げる事項とする。 

(1) 処分を受けた屋外広告業者の氏名及び住所（法人にあっては，その名称及び代表者

の氏名並びに事務所の所在地）並びに登録番号 

(2) 処分の根拠となる条例の条項 

(3) 処分の原因となった事実 

(4) その他参考となる事項 

２ 屋外広告業者監督処分簿は，処分ごとに作成するものとし，その保存期間は，それぞ

れ当該処分の日から５年間とする。 

３ 条例第４６条第２項の規則で定める場所は，都市デザイン課とする。 

（屋外広告業者立入検査員証） 

第３３条 条例第４７条第２項に規定する立入検査をする職員の身分を示す証明書は，屋

外広告業者立入検査員証（様式第２８号）とする。 

（委任） 

第３４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，市長が定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１２年４月１日から施行する。 

（編入に伴う経過措置） 
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２ 北条市の編入の日前に，愛媛県屋外広告物条例施行規則（昭和３９年愛媛県規則第９

３号）の規定に基づきなされた処分，手続その他の行為で，北条市の編入の際現に効力

を有するものは，この規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

付 則（平成１５年２月７日規則第３号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の別表２の規定は，この規則の施行の日以降に条例第７条，第

９条第３項，第１２条第１項の規定により申請のあった広告物等について適用する。 

付 則（平成１６年１２月２１日規則第５７号） 

この規則は，平成１７年１月１日から施行する。 

付 則（平成１７年７月１日規則第５０号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に，この規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則の

規定によりなされた処分，手続その他の行為は，それぞれこの規則の相当規定によりな

されたものとみなす。 

３ この規則の施行の際，現に存するこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行

規則の様式による用紙は，当分の間，これを取り繕い使用することができる。 

付 則（平成２０年６月１６日規則第７１号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２０年１１月４日規則第８７号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則（以

下「旧規則」という。）第２条又は第６条の規定により提出されている申請書は，この

規則による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則第２条又は第６条の規定により提出

されている申請書とみなす。 
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３ この規則の施行の際，旧規則の様式による用紙で，現に残存するものは，所要の修正

を加え，なお使用することができる。 

付 則（平成２４年３月２８日規則第１６号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の松山市屋外広告物条例施行規則（次

項において「旧規則」という。）第２１条の規定による申請書によってなされた屋外広

告業の登録又は更新の登録の申請は，この規則による改正後の松山市屋外広告物条例施

行規則第２１条の規定による申請書によってなされた屋外広告業の登録又は更新の登録

の申請とみなす。 

３ この規則の施行の際，旧規則様式第１６号，様式第１７号及び様式第１８号による用

紙で，現に残存するものは，所要の修正を加え，なお使用することができる。 

付 則（平成２５年３月２５日規則第１４号） 

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２７年９月１０日規則第６４号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成２７年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし

，次の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

（経過措置） 

３ 第２条の規定による改正後の松山市屋外広告物条例施行規則（以下「新屋外広告物条

例施行規則」という。）別表３の規定は，松山市屋外広告物条例（平成１１年条例第３１

号）第７条，第１０条第３項及び第１４条第１項の規定による許可について適用し，松

山市屋外広告物条例第１３条第１項の規定による許可については，なお従前の例による。 

４ 新屋外広告物条例施行規則第１１条ただし書の規定は，施行日以後に松山市屋外広告

物条例第７条，第８条第２項，第１０条第３項又は第１４条第１項の許可等の申請をす

る者について適用し，施行日前に許可等の申請をする者については，なお従前の例によ

る。 

５ 新屋外広告物条例施行規則第１４条第２項の規定は，施行日以後に松山市屋外広告物

条例第２０条の規定による報告をする者について適用し，施行日前に当該報告をする者
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については，なお従前の例による。 


