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三郷市屋外広告物条例制定の経緯について
屋外広告物は、特定の施設等の案内や位置の表示、または留意事項の説明等を行う機能を有
しており、商品やサービス等の情報を提供する媒体として欠かせないものです。その一方で、
それを目立たせるために過度の規模や形態意匠、色彩、数量、不適切な配置等によって、まち
の景観を阻害する要因となる側面を持っているほか、倒壊や落下などにより、市民に危害を及
ぼすおそれもあることから、一定の基準を定めることが必要と考えます。
本市では、平成 19 年 6 月に景観法に基づく景観行政団体に移行し、平成 22 年 9 月には三
郷市景観計画を策定（平成 23 年４月施行）するとともに、三郷市景観条例を制定し、良好な
景観の形成の推進を図っています。また、屋外広告物に関しては、埼玉県屋外広告物条例に基
づき、屋外広告物の規制等を行ってきましたが、県屋外広告物条例は県内全域を対象としてお
り、景観計画との整合が不十分であったため、市独自の基準づくりが求められていました。
そこで、平成２６年度より市独自の屋外広告物条例制定に向けた広告物の基準検討に入り、
その内容については三郷市景観条例に基づく諮問機関である「三郷市景観審議会」でのご意見
をいただきながら、条例案を作成してきました。
・平成２６年１２月２４日

屋外広告物の規制・誘導の方針（検討案）について意見聴取

・平成２７年

第１回審議会意見を反映後、「屋外広告物の規制・誘導の

２月１３日

方針」及び「基準」について意見聴取
・第２回審議会意見を反映後、条例（素案）作成に入る（法規審査、検察庁協議）
・平成２７年１０月

パブリック・コメントの実施（１０月１日～１０月３０日）

【屋外広告物についての事務の概要】
屋外広告物法（昭和 24 年 6 月 3 日法律第 189 号）
屋外広告物についての事務は、屋外広
告物法の規定により都道府県が条例を
制定して行うとされている

H12 年度まで
★申請窓口：越谷建築安全センター（旧越谷土木事務所）
<埼玉県屋外広告物条例（昭和 50 年条例第 42 号）>

H13 年度より県から市に権限移譲
★申請窓口：開発指導課
<知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例>
により、事務の一部を三郷市で処理することとなった

平成 16 年度に屋外広告物
法が改正され、『条例の制
定又は改廃に関する事務
の全部又は一部を、条例で
定めるところにより、景観
行政団体である市町村が
処理することとすること
ができる』となる

H19 年度

三郷市が景観行政団体となる

H23 年度

三郷市景観条例施行

《三郷市屋外広告物条例（素案）
》

三郷市屋外広告物条例の制定
平成 28 年 3 月議会上程（予定）
平成 28 年 10 月 1 日施行（予定）

★申請窓口：都市デザイン課（予定）
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【施策の体系】

■三郷市
景観形
成基本
計画

■景観法に基づく
景観形成推進
●景観計画(H23 年度)
●景観条例(H23 年度)

(H20 年度)

■屋外広告物法に基
づく景観形成推進
●三郷市屋外広告物条例
（H28 年度施行予定）

計画・実施体制整備

■本市の中に、
着実に良好な
景観が形成

制度拡充（他法令との連携）

三郷市景観審議会への諮問
案の諮問について
今回審議いただく内容については、三郷市景観条例第２７条第２項及び第３項に該当する
ため、市長の諮問に応じ、三郷市景観審議会の審議を経ることが条例で定められています。

【三郷市景観条例（抜粋）】
第２７条
(1)

審議会は、次に掲げる事項に関し、市長の諮問に応じ調査審議する。

略

(2)この条例の規定※により意見を聴くこととされた事項【景観計画の一部改正】
(3)その他市の景観行政にかかわること【三郷市屋外広告物条例の制定】
※

この条例の規定：第７条第 4 項

「市長は、景観計画を変更しようとする

ときは、三郷市景観審議会の意見を聴くものとする」

‘
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議案説明書
議案第１号
三郷市景観計画の一部改正（原案）について【諮問】

改正箇所 ：
第７章

屋外広告物の表示及び屋外広告物

を掲出する物件の設置に関する行為の制限に
関する事項
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条例制定に係る三郷市景観計画の一部改正（原案）について
（１）屋外広告物の規制・誘導の方針
平成２６年度第１回三郷市景観審議会及び第２回審議会において意見をいただき、
「屋外広告物の規制・誘
導の方針」を定めました。

屋外広告物の規制・誘導の方針
１．基本的な検討事項
①屋外広告物は、特定の施設等の案内や位置の表示などの機能を有し、規模や形態意匠、色彩、数量などが
景観形成に大きな影響を与えています。
⇒『屋外広告物法の目的である「良好な景観の形成又は風致の維持、公衆に対する危害の防止のため」の
主旨に基づき条例案を作成します』
⇒『三郷市景観計画と連携しながら良好な景観の形成を図るため、
「三郷市屋外広告物条例」の制定を検
討します』
⇒『現行屋外広告物条例（埼玉県）を引き継ぎつつも、三郷市独自の広告物の基準を検討します』
②景観計画に定める重点地区における規制強化
⇒『市の屋外広告物条例において、禁止地域・許可地域の見直し、あるいは新設を検討します』
③新たな広告形態に対する対応
⇒『近隣市の調査研究等を進め、埼玉県電光式屋外広告物設置ガイドラインの活用を図ります』
２．その他検討事項
①景観への影響が少ないと考えられる広告物（例：貼札等の小規模な広告物）の基準
⇒『景観への影響が大きい広告旗の密集に対して、基準の適正化（強化）を図ります（その他の広告物に
ついては市条例に現行基準を取り込みます）
』
②事務手続きなど
⇒『県から市への条例移行による経過措置期間を検討します』
⇒『景観審議会、景観アドバイザーの活用、その他の手法の導入、景観賞（屋外広告物部門）を検討しま
す』
３．期待される効果
上記方針を具体化し、三郷市景観計画の一部改正、及び三郷市屋外広告物条例の施行により

にぎわいのあるまちの表情や緑の豊かさが感じられる秩序のあるまちなみ※をつくる

※第 2 回景観審議会意見を反映させ、
「広告景観」を「まちなみ」に修正
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（２）三郷市景観計画の一部改正（原案）
「屋外広告物の規制・誘導の方針」実現のため、三郷市景観計画に、市が制定する屋外広告物条例を位置づ
け、原案としました。

① 改正の目的
三郷市景観計画に、市が制定する屋外広告物条例を位置づけ、もってさらなる良好な景観
形成を図ることを目的としています。

② 改正の概要
第７章「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する
行為の制限に関する事項」の文章の見直し

③ 三郷市景観計画の一部改正（原案）
三郷市景観計画 新旧対照表
ページ
３６

現行景観計画

一部改正（原案）

第７章 屋外広告物の表示及び屋外広

第７章

屋外広告物の表示及び屋外

告物を掲出する物件の設置に関する行

広告物を掲出する物件の設置に関する

為の制限に関する事項

行為の制限に関する事項

屋外広告物は、特定の施設等の案内

屋外広告物は、特定の施設等の案内

や位置の表示、または留意事項の説明

や位置の表示、または留意事項の説明

等を行う機能を有しています。

等を行う機能を有しています。

しかしながら、過度の規模や形態意

しかしながら、過度の規模や形態意

匠、色彩、数量、不適切な配置等の広

匠、色彩、数量、不適切な配置等の広

告物は、かえってその機能を損ねる場

告物は、かえってその機能を損ねる場

合もあり、良好な景観を形成する上で

合もあり、良好な景観を形成する上で

阻害要因ともなりかねません。したが

阻害要因ともなりかねません。したが

って、一定の誘導等の基準を定めるこ

って、一定の誘導等の基準を定めるこ

とが必要となります。

とが必要となります。

屋外広告物については、すでに埼玉

屋外広告物については、すでに埼玉

県屋外広告物条例に基づき誘導等を行

県屋外広告物条例に基づき誘導等を行

っていますが、建築物等に付帯する広

っていますが、建築物等に付帯する広

告物は、建築物等と一体的に誘導する

告物は、建築物等と一体的に誘導する

ことが望ましいと考えます。

ことが望ましいと考えます。

備考
文章の見
直し修正
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そのため次のような考えに基づいて、

そのため第３章「景観計画区域におけ

屋外広告物の表示や掲出物件の設置に

る良好な景観の形成に関する方針」に

関する行為の制限を定めるものとしま

即した三郷市屋外広告物条例を制定

す。

し、屋外広告物の面積、色彩、その他
の必要な基準を定め、次のような考え
に基づいて、屋外広告物の表示や掲出
物件の設置に関する行為の制限を定め
るものとします。

≪枠内≫

≪枠内≫

●建築物等に付帯する広告物は、景観

●景観計画に基づく景観形成と、屋外

計画の「建築物等の景観形成基準」に

広告物条例に基づく景観形成を一元的

基づき、その他の広告物は、
「埼玉県屋

に図ります。

外広告物条例」を適切に運用すること
とします。
●また、三郷市の景観特性に基づく屋
外広告物の誘導等を行うため、必要に
応じて「三郷市独自の屋外広告物条例」
制定の検討を行うものとします。

3
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議案説明書
議案第２号
三郷市屋外広告物条例（原案）及び三郷市屋外広告物条例
施行規則（原案）の制定について【諮問】
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条例制定に係る平成２７年度の動きと
三郷市屋外広告物条例（原案）について

（１）条例（原案）作成までの流れ
三郷市屋外広告物条例制定スケジュール
三郷市
H26
平成２６年度第１回三郷市景観審議会
12 月 24 日 ○屋外広告物の規制・誘導の方針
（検討案）について【意見聴取】
H27
平成２６年度第２回三郷市景観審議会
○屋外広告物の規制・誘導の方針（案）について【意見聴取】
２月 13 日
○屋外広告物の基準（案）について【意見聴取】
○条例（素案）作成

検察庁協議

4 月 2３日

協議依頼（正式協議前）

内容確認

5 月～6 月

法規審査

7 月 24 日

正式協議

内容確認

7 月 30 日

協議終了

協議回答

○条例（素案）確定
8月

9月
～10 月

庁内手続き
１０/１～10/３０パブリック・コメント実施（9/15 広報掲載）
「三郷市景観計画の一部変更（素案）
、三郷市屋外広告物
条例（素案）及び三郷市屋外広告物条例施行規則（素案）に
ついて」
○条例（原案）の作成

12 月 15 日

三郷市景観審議会へ諮問
○条例（案）確定

H28
1 月～

法規審査（最終）

３月議会上程
３月

条例公布
条例制定に係る広報・周知活動

１０月

条例施行
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（２）平成２６年度第２回景観審議会での意見と対応
整理
番号

1

2

3

4

５

６

意

見

対

応

●誘導の効果として「にぎわいのあるまちの表 ○表現を修正し、「にぎわいのあるまちの表情や緑
の豊かさが感じられる秩序のあるまちなみをつ
情や緑の豊かさが感じられる広告景観をつく
くる」としました。
る」となっているが、広告物がある前提とな
っているように感じられる。場合によっては、 条例（素案）及び施行規則（素案）は修正に基づ
いて作成しました。
広告物を設置しない状況も考えられる。
●支持物件について、暖色系以外が彩度 3 以下 ○他市の事例を踏まえ、暖色系以外のマンセル値の
設定については、案のとおりとしました。
となっているが、実際問題として、塗装色の
標準に寒色系で彩度３以下というものはな
い。彩度 2 以下で規制してもよいと考えるが
どうか。
●規制誘導について、規制だけでは抜け道を見 ○現在、実施している景観賞に「屋外広告物部門」
つけるなど、望ましくない方向に行きがちで
をつくることや、わかりやすいイメージを作成す
ある。表彰することを含めて、誘導すること
るなど、景観に配慮された屋外広告物を誘導して
いく仕組みを検討していきます。
を強調してはどうか。
●アルミやステンレスの素材は、コントロール
の対象となるのか。

○素材については、ガラス面と同じ扱いで、色彩の
対象としない運用としています。

●今後のこととして、クライアントに向けたパ
ンフレットなどを作成することや、定期的に
簡易除却などのパトロールを行うなど、適正
に運用される仕組みをつくることが大切であ
る。

○今後、条例パンフレット（あらまし）を作成する
予定です。また、簡易除却を含め運用については、
今後検討していきます。

●広告旗の相互間距離 5m 以上という基準は戸 ○審議会後に実務担当者に確認するとともに、景観
上・安全上考えられる様々なケースを検討し、原
田市を参考としたとのことであるが、運用の
案では基準を一部修正しました。
実態などを確認したのか。

（３）三郷市屋外広告物条例（素案）の作成
三郷市屋外広告物条例（素案）の構成
下線は市条例化により県条例にプラスした条項
第１章 総則
第 1 条（目的）
第 2 条（定義）
第 3 条（広告物の表示者の責務）
第２章 広告物又は掲出物件の制限
第 4 条（禁止地域等）
（追加）三郷市文化財保護条例の規定により指定された建造物及びその周囲の
地域で市長が指定するもの
第 5 条（禁止物件）
（追加）景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木（現
在指定なし）
第 6 条（はり紙等の禁止物件）
第 7 条（許可）
第 8 条（適用除外）
（追加）町会、自治会等が公共的目的をもって設置する掲示板に当該町会、自
治会等の定めるところにより表示する広告物
第 9 条（既存不適格物件等）
第 10 条（禁止広告物）
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第 11 条（許可の基準等）
第 12 条（許可の期間及び条件）
第 13 条（変更等の許可）
第 14 条（許可の表示）
第 15 条（国等の特例）
第３章 特定地域等
第 16 条（特定地域）
（新設）許可地域内において、良好な景観を形成するための広告物の表示又
は掲出物件の設置を規制することが特に必要と認める区域を特定地域として
指定することができる
第 17 条（広告物協定地区）
第４章 管理、監督等
第 18 条（広告物の管理）
第 19 条（除却義務）
第 20 条（許可の取消し）
第 21 条（措置命令）
第 22 条（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示の方法等）
第 23 条（広告物又は掲出物件を保管した場合の公示事項）
第 24 条（広告物又は掲出物件の価額の評価の方法）
第 25 条（保管した広告物又は掲出物件を売却する場合の手続）
第 26 条（公示の日から売却可能となるまでの期間）
第 27 条（報告の徴収及び立入検査）
第 28 条（処分、手続等の効力の承継）
第 29 条（管理者等の届出）
第 30 条（告示）
第 31 条（手数料）
第 32 条（手数料の免除）
第５章 雑則
第 33 条（市民等との協力）
第 34 条（審議会への諮問）
禁止地域等又は禁止物件の指定や変更若しくは解除をしようとするとき、又
は広告物等に係る基準の設定若しくは変更をするときは、三郷市景観審議会
の意見を聴かなければならないことを定めます
第 35 条（委任）
第６章 罰則
第 36 条－第 39 条（罰則）
附 則（施行期日）（経過措置※）（指定等の特例）
（三郷市手数料徴収条例の一部改正）
※県条例で適法に表示（設置）されている広告物等で、本条例の施行により適合しなくなる
広告物等に対する経過措置を 10 年として定めるとともに、県条例に基づいて実施した行為
等を本条例によるものと見なす。

ポイント
・
「第３章特定地域等」第１６条で「良好な景観を形成するための広告物の表
示又は掲出物件の設置を規制することが特に必要と認める区域を特定地域
として指定することができる」として、景観計画重点地区と連動できるよ
う素案を作成しました。なお、条例骨子については、次ページ三郷市屋外
広告物条例骨子（素案）で解説しています。
・
「第５章雑則」第３４条で、条例制定後は禁止地域等又は禁止物件の指定や
変更若しくは解除をしようとするとき、又は広告物等に係る基準の設定若
しくは変更をするときは、三郷市景観審議会への諮問を行うことを定めて
います。
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三郷市屋外広告物条例骨子（素案）
１ 条例制定の趣旨
屋外広告物は、特定の施設等の案内や位置の表示、または留意事項の説明等を行う機能を有
しており、商品やサービス等の情報を提供する媒体として欠かせないものです。その一方で、
それを目立たせるために過度の規模や形態意匠、色彩、数量、不適切な配置等によって、まち
の景観を阻害する要因となる側面を持っているほか、倒壊や落下などにより、市民に危害を及
ぼすおそれもあることから、一定の基準を定めることが必要となります。
本市では、平成 19 年 6 月に景観法に基づく景観行政団体に移行し、平成 22 年 9 月には三
郷市景観計画を策定（平成 23 年４月施行）するとともに、三郷市景観条例を制定し、良好な
景観の形成の推進を図っています。また、屋外広告物に関しては、埼玉県屋外広告物条例に基
づき、屋外広告物の規制等を行ってきましたが、県屋外広告物条例は県内全域を対象としてお
り、景観計画との整合が不十分であったため、市独自の基準づくりが求められていました。
屋外広告物法では、屋外広告物の表示、屋外広告物を掲出する物件の設置及びこれらの維持
について、景観行政団体である市町村は必要な規制等を条例で定めることができるとしていま
す。
そこで、三郷市景観計画に即した良好な景観の形成を誘導するとともに、風致を維持し、公
衆に対する危害を防止するため、県条例をベースとし、本市独自の屋外広告物条例を制定する
こととしました。以下はその概要です。

２ 条例の概要
※ 《移行》・・・県条例から市条例に内容を移行

（１）目的

《見直し》・・・県条例の内容を見直し 《追加》・・・県条例の規定に追加

《移行》

この条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物について必要な規制を行い、もって
良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的と
します。

（２）定義

《移行》

この条例において「屋外広告物」とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示され
るもので、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に
掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。なお、屋外広告物を掲
出する物件は、
「掲出物件」といいます。
屋外広告物（以下、
「広告物」という）を表示し、広告物を掲出する物件を設置する者は、良
好な景観の形成を妨げ、若しくは風致を害し、又は公衆に対し危害を及ぼすおそれのないよう
に努め、それぞれの地域環境との調和を図るよう配慮しなければなりません。

（３）広告物又は掲出物件の制限
①禁止地域等

《移行 ・ 移行（一部追加） ・ 見直し》

《移行（一部追加）》

良好な景観又は風致を維持するため、広告物の表示又は掲出物件の設置（以下、
「広告物等の
表示等」という）を禁止する地域や場所を定めます。

●広告物等の表示等ができない地域（禁止地域）

※現在指定はないが、定めるべき事項

 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域※、生産緑地地区
 文 化 財 保 護 法 等に よ り国 ・ 県 により 指定 された 建 造 物 ※ とその 周辺の 地 域 ※ 、
同じく市により指定された建造物とその周辺の地域≪追加≫、病院他の建造物（その
用途の床面積の合計が 200 ㎡以上）とその敷地、官公署 等
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②禁止物件

《移行（一部追加）》

広告物等の表示等がされることにより、本来の機能が阻害されるため禁止する物件や良好な
景観若しくは風致の維持又は公衆に対する危害を防止するため禁止する物件を定めています。
禁止物件には、原則として広告物等の表示等はできません。
また、はり紙等の禁止物件で掲げたもの以外の電柱、街灯柱、その他電柱に類するもので、
市長が指定する道路及びこれに面する場所にあるものには、はり紙、はり札、広告旗、立看板
の表示を禁止します。

●広告物等の表示等を禁止する物件（禁止物件） ※現在指定はないが、定めるべき事項
 橋、トンネル、高架構造物、分離帯
 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識
 電柱、街灯柱、その他電柱に類するもので、市長が指定するもの 等
 景観法に基づく景観重要建造物※及び景観重要樹木※

③許可

《追加》

《移行》

禁止地域以外の地域又は場所（以下、
「許可地域」という）で広告物等を表示等する場合には、
市長の許可が必要です。

④適用除外

《移行（一部追加）》

屋外広告物を出す場合にはさまざまな制約がありますが、個人の住宅の表札や商店などが店
に出す看板など、私達が日常生活を営む上で最小限必要なものについては広範囲に適用除外を
認め、禁止地域、禁止物件あるいは許可制度に関する規制の全部又は一部が緩和されることを
定めます。
 町会、自治会等が公共的目的をもって設置する掲示板に当該町会、自治会等の定め

るところにより表示する広告物 《追加》
⑤禁止広告物

《移行》

良好な景観形成若しくは風致の維持又は公衆に対する危害防止の観点から、表示等を禁止す
る広告物等を定めます。

●表示等を禁止する広告物等（禁止広告物）
 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
 著しく破損し、又は老朽したもの
 倒壊又は落下のおそれがあるもの
 信号機、道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの 等

⑥許可の基準等

《見直し》

許可地域及び禁止地域等において、広告物等の表示等の基準は、三郷市屋外広告物条例施行
規則（以下、「規則」という）で定めます。
広告物等の表示等が当該基準に適合しない場合においても、市長が特にやむを得ない理由が
あると認めるときは、三郷市景観審議会の議を経て許可できることを定めます。
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⑦許可の期間及び条件

《移行》

広告物等を許可（更新、変更、改造の許可を含む）する際には、３年を超えない範囲で期間
を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止す
るため必要な条件を付すことができることを定めます。

⑧許可の表示

《移行》

この条例の規定による許可を受けた者は、当該広告物に許可証票のはり付け又は、許可の押
印の義務を定めます。

⑨国等の特例

《移行》

国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示等を行う広告物等のうち、規則で定めるもの
については市長との協議が必要であることを定めます。

（４）特定地域等
①特定地域

《移行・追加》
《追加》

三郷市景観計画と連携して、良好な景観の形成を図る必要がある地域を「特定地域」として
定めます。特定地域において広告物等の表示等を行う場合の基準は規則で定めます。

②広告物協定地区

《移行》

地域のまちなみと調和した優れた広告景観をつくりだすために、住民が広告物の色彩や意匠
などについて、まちにふさわしい自主的な取り決めを行い、それを市長が広告物協定として認
定できることとします。
広告物協定地区とは、良好な景観形成に資する広告物の掲出に対する地域住民等の自主的な
取り組みを支援する仕組みとして、条例に規定するものです。

（５）管理、監督等
①広告物の管理

《移行》
《移行》

良好な景観の形成や風致の維持の観点から、広告物等の表示等を行う者等は、これらに関し
補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持するとともに、これらを管理す
る専門知識を有する者を置かなければなりません。

②除却義務

《移行》

広告物等の表示等をする者は、許可の期間が満了したとき、許可が取り消されたときなどの
場合は、広告物を除却しなければならないこととします。

③措置命令

《移行》

市長は、条例の規定又は許可等の条件に違反した広告物等については、広告物等の表示等を
行う者又はこれらを管理する者に対し、これらの表示若しくは設置の停止を命じ、又は相当の
期限を定め、これらの除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆
に対する危害を防止するため必要な措置を命ずることができるものとしています。
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また市長は、措置を命じようとする場合において、広告物等の表示等を行う者又はこれらを
管理する者を確知することができないときは、その措置をその命じた者又は委任した者に行わ
せることができるものとします。

④除却した広告物の返還、売却等の手続

《移行》

法では、屋外広告物条例に違反した広告物のうち、一定の要件に該当するものについて、略
式代執行又は簡易除却により、市長等が広告物等を除却することができ、市長は、はり紙を除
き除却した広告物を保管しなければならないとしています。法の規定により市長等が除却・保
管した広告物の返還、売却等の手続きについて定めます。

⑤報告の徴収及び立入検査

《移行》

市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告物の所有者や設置者等に対して、必要
な報告をさせ、又は職員に当該広告物のある土地や建物等に立ち入り、必要な検査をさせるこ
とができるものとします。

⑥手数料

《移行》

本条例に基づき、広告物等の表示等の許可を受けようとする者は、手数料を納付しなければ
ならないことなどを定めます。

（６）雑則

《移行・見直し》

①市民等との協力

《移行》

市は、広告物等の表示等の適正化に関する事業を推進するに当たって、市民等と協力を得る
などの必要な連携に努めることを定めます。

②景観審議会への諮問

《見直し》

市長は、禁止地域等又は禁止物件の指定や変更若しくは解除をしようとするとき、又は広告
物等に係る基準の設定若しくは変更をするときは、三郷市景観審議会の意見を聴かなければな
らないことを定めます。

（７）罰則

《移行》

違反行為の抑止、報告の徴収及び立入検査の実効性を確保するため、屋外広告物法に基づき
罰金の規定を定めます。

（８）経過措置等

《見直し》

本条例の施行期日を定めます。また、県条例で適法に表示（設置）されている広告物等で、
本条例の施行により適合しなくなる広告物等に対する経過措置を 10 年として定めるとともに、
県条例に基づいて実施した行為等を本条例によるものと見なします。
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（４）パブリック・コメント手続き（平成２７年１０月１日～３０日実施）
整理
番号

意

回

見

ご意見提出はございませんでした

答

－

ポイント
・パブリックコメント実施によるご意見がございませんでしたので、三郷市屋
外広告物条例（原案）の作成に入りました。
・条例（原案）作成にあたり、昨年の三郷市景観審議会などでのご意見を踏ま
えつつ、特定地域内の屋上利用広告物の基準及び広告旗の基準の一部見直し
を行い、三郷市屋外広告物条例（原案）及び条例施行規則（原案）を作成い
たしました。原案作成にあたっての追加検討事項は以下のとおりです。

（５）条例（原案）作成にあたっての検討事項

次ページ写真をご覧ください
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【①特定地域「三郷中央駅地区」の屋上利用広告物の基準の検討】
※以下、本資料における写真は、屋外広告物の基準を検討する目的で使用します《ニ次利用を禁止します》
○既存店舗の屋上部分に、屋上設備機器等を隠す
ために設置されたパネル部分を利用して、企業名
を切り文字で表示している
（パネルのすべてを利用しておらず、南側（駅側）
と西側（駅前広場側）側に表示）
○歩行者の視線では、駅前通り線の一部からしか
視認できない（ほぼ鉄道駅舎・高架構造物で隠れ
てしまう）

Bing Maps

↑（写真）三郷中央駅地区上空より（既存の屋上利用広告物の状況）

↑（写真）三郷中央駅地区の屋上利用広告物の状況↑（駅前通り線から東側方向を撮影）

↑（写真）中央通り南側より撮影
（写真）店舗敷地内より撮影→
○店舗駐車上部分の壁面に支持をつくり、
南側のみに向けての表示 切り文字の広告
物ではないが、大きさ約５m×約 1.5ｍ・
上端の高さは地上から約８ｍの広告板を屋
上部分に表示している
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検討の視点

基
準
検
討

検討結果

屋外広告物の規制・誘導の方針「にぎ
景観計画重点地区の良好な景観を損なわず、悪化させな
わいのあるまちの表情や緑の豊かさが い景観形成の考え方として、
感じられる秩序のあるまちなみをつく
・ 当該建築物の壁面に広告物を設置することができな
る」ため、三郷市景観計画に定める三郷
いやむを得ない理由（鉄道高架等により遮られ、道路
中央駅地区（重点地区「屋上看板の禁
側より壁面の一部しか視認ができない低層建物で、壁
止」
）において、良好なスカイラインを
面利用広告物を一箇所に集約できないケース、又は緑
壊さず、景観に与える影響が少ないと判
化を推進し、良い景観に寄与している箇所で、中・高
断できる既存の屋上利用広告物につい
木の樹上に表示しないと広告ができないケースなど）
て、他都市の基準も参考としながら、例
がある自家広告物を対象とします。
外的に設置を認める基準を検討しまし
・
「屋上利用広告の誘導」とならないよう配慮
た。なお、重点地区においては、特に「に
・ 建築物の屋上に大型エアコン室外機、キュービクル等
ぎわいのあるまちの表情」と「秩序のあ
の設備機器類の露出を防ぐ目的で設置するパネル、目
るまちなみ」の両立を図る必要があるた
隠しフェンス等に表示される、過大な広告とならない
め、緩和的な基準ではなく、あくまでも
よう配慮された「切り文字による屋上利用広告物」を
例外的な基準として検討しました。
除外とします。※自家広告物に限る
・建築物の屋上の設備機器類を景観上遮蔽す
るために設置されたパネル等への表示に限
って、切り文字を利用し、過大な広告となら
ないよう配慮された広告物を認める

・ 低層建物に設置される屋上利用広告物で、独立広告物
の基準と同等の、高さ１０ｍ以下・表示面積 20 ㎡
（=40 ㎡/2）以下の屋上利用広告物を除外とします。
※自家広告物に限る
・屋上部分への設置によりスカイラインを壊
さない基準として、高さの上限を定める

《原案へ反映》
三郷市屋外広告物条例施行規則（原案） <別表３抜粋> 特定地域内の許可の基準

種類

（素案）
屋上利用広 設置してはな
らない。
告物
（三郷中央
駅地区）

（原案）
設置してはならない。
ただし、壁面に広告物を設置することができないやむ
を得ない理由があり、かつ、次の各号のいずれかに該
当する広告物は、この限りでない。
(1) 自家広告物で、建築物の屋上を利用する設備機器類
の露出を防ぐ目的で設置するパネル、目隠しフェンス
等に、当該建築物の名称又はこれらに類するものを切
文字で表示するもの
(2) 自家広告物で、一面の表示面積が 20 ㎡以下で、か
つ、上端の高さが地上から 10m 以下のもの

（参考）
三郷市景観計画運用指針
☆⑪付帯広告物■個別基準■「付帯する広告物の位置や大きさ、色彩が突出しないよう配慮します。」
☆⑧付帯設備類■個別基準■「設備機器・配管・ダクト類が露出しないように配慮します。」
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【②広告旗の基準の検討】

《景観上避けるべき広告旗のイメージ》
避けるべき広告旗の密集

↑（写真）広告旗の密集により、面のように感じる広告旗↑
※広告旗は密集して掲出されると、景観に与える影響は大きいものがあります。避けるべき広告
旗の密集・群化を、上記のような道路沿いに連続して面のように掲出されるケースに特定して、基
準の再検討を行いました。なお、実際に多いパターンとしては歩道上や車道に張り出してくるケー
スで、安全上の課題にも対応が必要です。

《「屋外広告物の規制・誘導の方針」に即した運用イメージ》
相互の距離 5m 以上
を問わない

道路から５ｍの
範囲を規制対象
道路から５ｍの
範囲を規制対象
3 個以下
3 個以下

5m 以上

3 個以下

５m 以上
５m 以上
道路側

道路側

広告旗４個以上設置する場合は、３個を一単
位とし、単位相互の距離 5m 以上とする

※三郷市屋外広告物の規制・誘導の方針（抜粋）
景観への影響が少ないと考えられる広告物（例：貼札等の小規模な広告物）の基準
⇒『景観への影響が大きい広告旗の密集に対して、基準の適正化（強化）を図ります）
』
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基
準
検
討

検討の視点

検討結果

平成２６年度第１回景観審議会及び意見シ
ートによるご意見で「足元の中でも秩序感を
阻害するようなもの、あるいは景観資源の見
え方を阻害するようなものについては規制す
るべき」
「広告旗について、あまり密集して立
てるのは抵抗感が有る」との意見を受け、第
２回景観審議会では広告旗の追加基準として
広告旗間の距離を定める独自の基準を採用し
ましたが、より良い景観形成に向けた運用を
前提とした、具体的な基準を検討しました。

・ 歩行者から壁面のように見える広告旗の「密集
（例えば１ｍ間隔で連続的に設置される場合）」
について、「屋外広告物の規制・誘導の方針」に
即して、一定の秩序を生み出す基準とします。
・ 間口の狭い店舗への配慮や、にぎわいのある商業
地の景観の創出に配慮した基準とします。
また、
「広告物の集約」の視点で基準を検討する
とともに、にぎわいの創出を阻害するような、過
剰な規制とならないよう配慮します。

《解 説》
広告旗の密集を避けつつ、同時に「にぎわいのあるまちの表情や緑の豊かさが感じられる」ために、特に広
告旗が掲出される沿道の景観をコントロールできるよう、道路から５ｍ以内に設置（掲出）する場合に、相互
の距離を５ｍ以上確保する基準としながらも、3 個以下に集約された広告旗については、有効に配置・活用
できるよう誘導するものとします。
広告旗の集約
3m 以下

単位（3 個以下）
5m 以上

5m 以上

間口の狭い店舗への配慮
「自己の住所、事業所等で」とは、店舗等ごとに基準
を適用するもので、たとえば、間口が狭い同一の建物
に複数の店舗がある場合、相互の距離 5m 以上の確保
が困難なことが考えられることから、このような場合

入口

入口

は、店舗等ごとの広告旗の相互距離は問わないことと
します。

3 個以下

3 個以下
店舗が接して連続しているケースを想定
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《原案へ反映》
三郷市屋外広告物条例施行規則（素案） <別表１、別表２、別表３抜粋>

種類

広告旗

（素案）
(1) 変更なし
(2) 変更なし
(3) 変更なし
(4) １の広告旗から他の広告
旗までの距離は、５ｍ以上で
あること。ただし、自己の住
所等につき３個以下の掲出
については、この限りでな
い。

（原案）
(1) 変更なし
(2) 変更なし
(3) 変更なし
(4) 道路境界線から５ｍ以内に設置する
場合は、広告旗（３ｍ以内の範囲に連続
して設置する個数が３以下の組とすると
きを含む。）相互の距離は、５ｍ以上であ
ること。ただし、自己の住所、事業所等
で、設置する総個数が３以下の場合は、
この限りでない。

※自家広告物ではない広告旗については「表示しようとする者の連絡先が明示されていること」
基準もありますが、変更ありません。
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条例施行規則制定に係る平成２７年度の動きと
三郷市屋外広告物条例施行規則（原案）について

（１）条例施行規則（原案）作成までの流れ
三郷市屋外広告物条例（原案）と同時期に作成しました。

（２）三郷市屋外広告物条例施行規則（素案）の作成
三郷市屋外広告物条例施行規則（素案）の構成 下線は県条例施行規則にプラスした条項

第１条（趣旨）
第２条（条例第４条第１２号の規則で定める博物館、美術館及び病院）
第３条（表示又は設置の許可申請等）
この規則が、条例第35条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めてい
第４条（適用除外の基準）
ることを示しています。
第５条（適用除外の許可申請等）
第６条（許可基準）
第７条（許可期間の基準）
第８条（許可期間更新の申請等）
第９条（変更又は改造の許可申請等）
第１０条（軽微な変更等）
第１１条（許可の証票及び押印の様式）
第１２条（国等の特例）
第１３条（特定地域の区域）
（追加）条例第１６条第１項に規定する特定地域は、三郷市景観計画（平
成２２年告示第２５７号）に定める重点地区で、三郷中央駅地区
及び新三郷ららシティ地区とする。
第１４条（管理者の設置に係る基準）
第１５条（除却の届出）
第１６条（保管した広告物又は掲出物件の一覧簿の様式等）
第１７条（返還の手続）
第１８条（広告物を表示する者等に対する検査等における身分を示す証明書）
第１９条（管理者等の届出）
第２０条（その他）
附 則（施行期日）
別表１
１ 条例第８条第１項第４号の基準
２ 条例第８条第２項第１号の基準
３ 条例第８条第２項第２号の基準
４ 条例第８条第２項第５号の基準
５ 条例第８条第２項第９号の基準
６ 条例第８条第３項第１号の基準
７ 条例第８条第３項第３号の基準
８ 条例第８条第６項の基準
別表２
１ 条例第７条に係る許可の基準
２ 条例第８条第５項第１号に係る許可の基準
３ 条例第８条第５項第２号に係る許可の基準
別表３
１ （追加）条例第７条に係る許可の基準（特定地域内の許可の基準）
様式１～１８
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（３）三郷市屋外広告物条例施行規則（原案）の作成
本説明書での検討を踏まえて、条例施行規則（原案）を作成しました。
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参考資料
許可の基準等の概要
本参考資料は、三郷市屋外広告物条例（原案）における

「第２章

・・・ ・色の

広告物又は掲出物件の制限」における許可の基準 チェック箇所は、P.18～
P.23 にて再検討してお

「第３章

特定地域等」における特定地域の区域

り、文言・図の修正を行っ

ておりませんので、ご注意
について、概要をお示しするものです。
ください。
以下、青字部分は、現行埼玉県屋外広告物条例との変更・追加点です。

埼玉県条例からの主な変更点
新たな基準の規定
埼玉県屋外広告物条例に基づく禁止地域、許可地域における屋外広告物の基準を基本的に継承し
ながら、広告の密集・群化により景観への影響が大きい広告旗について新たな基準を追加します。
また、三郷市景観計画と連携する地域として、
『特定地域』を新たに指定し、市独自の基準を定め
ることができるようにします。
埼玉県屋外広告物条例
に基づく地域区分の見直し
県条例に基づく地域区分

三郷市屋外広告物条例（原案）に基づく地域区分

禁止地域
禁止地域
主に第一種低層住居
専用地域など、特に屋
外広告物 を規制 すべ
き地域

≪県条例から移行・一部追加≫

・ 市の文化財保護条例により指定された建造物とその周
辺を指定できるように定めます。
・ 県内で存在するが、市では該当しない地域を除外しま
す。

許可地域

≪県条例から移行≫

・ 県条例の許可地域を引き継ぐ地域
（下記『特定地域』は許可地域の一部として指定します）

『特定地域』
許可地域
「禁止地域」以外の市
内すべての地域

≪新設≫

・ 三郷市景観計画と連携す
る地域として、三郷市景観
計画に基づく重点地区で
ある

新三郷ららシティ地区

「三郷中央駅地区」
「新三郷ららシティ地区」
を『特定地域』として新た
に指定し、独自の基準を定
めます。

三郷中央駅地区
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禁止地域の許可の基準（自家広告物の基準）
特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性の高い地域や場所、都市公園や学校など、屋
外広告物を出すことが好ましくない地域が「禁止地域」です。三郷市では第一種低層住居専用地域
が指定された地域などが禁止地域となります。ただし、個人の住宅の表札や商店などが店に出す広
告物等（以下、
「自家広告物」という）について、一定の基準を満たすものについては、適用除外規
定があり、規制の一部又は全部が緩和されます。下欄は自家広告物の基準となります。
市独自の基準は青色で標記しています

区分
表示面積
屋上利用広告

広告物の
上端の高さ
その他
表示面積

壁面利用広告

突出し広告

建造物から
独立した広告

掛看板
広告幕

広告物の
上端の高さ
その他
表示面積
広告物の
上端の高さ
広告物の
下端の高さ
壁面からの
突出し幅
表示面積
広告物の
上端の高さ
広告物の
下端の高さ
設置個数
表示面積
広告物の長さ
広告物の幅
表示面積
高さ

広告旗
その他
はり紙、はり札
及び立看板

表示面積等
その他

許可（適用除外）の基準
全壁面面積の 1/10 以下（木造建築物を利用する場合は 10 ㎡以下）
ただし、1/10 が 10 ㎡未満の場合は 10 ㎡以下
地上からの高さが軒高の 5/3 以下でかつ 48m 以下 ただし、5/3 が
12m 未満の場合は地上からの高さが 12m 以下（木造建築物を利用す
る場合は地上から 12ｍ以下）
壁面から突き出さない
一面の壁面につきその壁面面積（開口部含む）の 1/5 以下
軒高以下
3 階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部はふさがない
6 ㎡以下
壁面の高さ以下
道路上に出る場合は下端の高さが歩道上は路面から 3m 以上、車道
上は路面から 4.5m 以上
1.2ｍ以下
10 ㎡以下（複数の表示面がある場合は、その合計面積が 10 ㎡）
地上から 10m 以下
道路上に出る場合は下端の高さが歩道上は路面から 3m 以上、車道
上は路面から 4.5m 以上
4 個以下
2 ㎡以下
15m 以下
1.2m 以下
2 ㎡以下（許可不要の基準
3ｍ以下

縦 1.8m 以下×横 0.6ｍ以下）

道路上に突き出さない
広告物の相互間の距離を 5m 以上とすること（3 個以下の場合は除
く）
はり紙、はり札は 1 ㎡以下
立看板は縦（脚部を含む）1.8m 以下×横 0.6m 以下
道路上に突き出さない

※第一種低層住居専用地域：良好な住環境を保護するため、都市計画法第 8 条第 1 項の規定より都市計画で定めら
れた地域
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屋上利用広告

禁止地域

○ 表示面積の合計 全壁面面積の 1／10 以下（木造建築の
場合は 10 ㎡以下）
○ 広告物の上端の高さ 地上からの高さが軒高の 5／3 以下
で、かつ 48m 以下（木造建築の場合は地上から 12m 以下）
○ 建物の壁面から突き出さない

主に第一種低層住居専
用地域、文化財保護条
例等により指定された
建造物や地域 他

突出し広告
○ 表示面積 6 ㎡以下
○ 広告物の上端の高さ 壁面の高さ以下
○ 道路上に突き出す場合の広告物の下端の高さ
歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上

48m 以下
壁面から
突き出さない

（※道路占用許可が必要）

ｈ≦Ｈ×5/3≦48m

○ 壁面からの突き出し幅

1.2m 以下

上端は軒高以下
壁面の髙さ
以下

6 ㎡以下

ｈ

Ｈ
○道路上に突き出す場合
歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上
（※道路占用許可が必要）

1.2m 以下

2 面ある場合は
片面 5 ㎡以下

5m 以上

10m 以下

10 ㎡以下
○道路上に突き出す場合
歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上
（※道路占用許可が必要）

道路

壁面利用広告

広告幕

建造物から独立した広告

○ 表示面積 広告物を出す壁面の
面積（開口部を含む）の 1／5
以下
○ 広告物の上端の高さ 軒高以下
○ 3 階以上の窓又は開口部の全部
又は一部はふさがない

○ 長さ・幅
15m 以下×1.2m 以下
○ 路面から下端までの高さ
5m 以上

○ 表示面積 10 ㎡以下
○ 広告物の上端の高さ 地上から 10m 以下
○ 広告物の下端の高さ 歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上

はり紙・はり札

１㎡以下

掛看板

２㎡以下

（※道路占用許可が必要）

○ 設置個数
自家広告物の
許可不要基準
↓
0.6m 以下

広告旗

4 個以下

立看板

（基準追加）

自家広告物
の許可基準
2 ㎡以下
1.8m 以下

0.6m 以下

3m 以下
1.8m 以下

5m 以上
（3 個以下の場合を除く）
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許可地域の許可の基準
禁止地域外の地域を「許可地域」
（特定地域の基準は別に定めます）とします。許可地域では、基
本的に許可を受けて広告物を出すことができます。下欄はその許可基準となります。
市独自の基準は青色で標記しています

区分
表示面積の
合計
屋上利用広告

広告物の
上端の高さ
その他

壁面利用広告

突出し広告

表示面積
その他
広告物の
上端の高さ
広告物の
下端の高さ
壁面からの
突出し幅
表示面積

建造物から
独立した広告

広告物の
上端の高さ
広告物の
下端の高さ
色彩

掛看板
広告幕

広告旗

表示面積
広告物の長さ
広告物の幅
表示面積
高さ
その他

はり紙、はり札
及び立看板
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表示面積等

許可の基準
全壁面面積の 1/10 以下（木造建築物を利用する場合は 10 ㎡以下）
ただし、1/10 が 10 ㎡未満の場合は 10 ㎡以下
地上からの高さが軒高の 5/3 以下でかつ 48m 以下 ただし、5/3 が
12m 未満の場合は地上からの高さが 12m 以下（木造建築物を利用す
る場合は地上から 12ｍ以下）
壁面から突き出さない
一面の壁面につきその壁面面積（開口部含む）の 1/5 以下 ただし、
商業地域・近隣商業地域にあっては 3/10 以下
同一の壁面に複数の広告物を出す場合は、その合計面積が表示面積
の基準以下
3 階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさがない
壁面の高さ以下
道路上に出る場合は下端の高さが歩道上は路面から 3m 以上、車道
上は路面から 4.5m 以上
1.2ｍ以下
10 ㎡以下（複数の表示面がある場合は、その合計面積が 10 ㎡以下）
自家広告物は 60 ㎡以下（複数の表示面がある場合はその合計面積が
60 ㎡以下）
地上から 10m 以下
道路上に突き出さない ただし、自家広告物が道路上に出る場合は
下端の高さが歩道上は路面から 3m 以上、車道上は路面から 4.5m 以
上
市街化調整区域では、使用されている色のうち、面積が最大のもの
の彩度は 6 以下（自家広告物は除く）
2 ㎡以下
15m 以下
1.2m 以下
1.8m×0.6m 以下
3ｍ以下

（自家広告物は表示面積 2 ㎡以下）

道路上に突き出さない 表示者の連絡先を明示すること
広告物の相互間の距離を 5m 以上（3 個以下の場合は除く）
はり紙、はり札は 1 ㎡以下 表示者の連絡先を明示すること
立看板は縦（脚部を含む）1.8m 以下×横 0.6m 以下

屋上利用広告

許可地域

○ 表示面積の合計 全壁面面積の 1／10 以下（木造建築の場
合は 10 ㎡以下）
○ 広告物の上端の高さ 地上からの高さが軒高の 5／3 以下
で、かつ 48m 以下（木造建築の場合は地上から 12m 以下）
○ 建物の壁面から突き出さない

48m 以下

条例で規定する
「禁止地域以外」
のすべての地域

突出し広告
○ 広告物の上端の高さ 壁面の高さ以下
○ 道路上に突き出す場合の広告物の下端の高さ
歩道上：路面から 3m 以上
車道上：路面から 4.5m 以上

壁面から
突き出さない

ｈ≦Ｈ×5/3≦48m

（※道路上に突き出す場合）

○ 壁面からの突き出し幅

1.2m 以下

壁面の髙さ
以下

ｈ

2 面ある場合は
片面 5 ㎡以下
（自家広告物は
片面 30 ㎡以下）

Ｈ

10m 以下
10 ㎡以下
（自家広告は
60 ㎡以下）

1.2m 以下
5m 以上

○道路上に突き出す場合
歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上
（※道路占用許可が必要）

○道路上に突き出す場合
歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上
（※道路占用許可が必要）

道路

壁面利用広告

広告幕

建造物から独立した広告

○ 表示面積 広告物を出す壁面の面
積（開口部を含む）の 1／5 以下
（近隣商業地域、商業地域にあっ
ては 3／10 以下）
○ 同一の壁面に複数の広告物を出す
場合は、その合計面積が表示面積
の基準以下
○ 3 階以上の窓又は開口部の全部又
は一部はふさがない

○ 長さ・幅
15m 以下×1.2m 以下
○ 路面から下端までの高さ
5m 以上

○ 表示面積 10 ㎡以下（自家広告は 60 ㎡以下）
複数の表示面がある場合は、その合計面積が
10 ㎡以下（自家広告は 60 ㎡以下）
○ 広告物の上端の高さ 地上から 10m 以下
○ 道路上に突き出さない（ただし、自家広告が
道路上に突き出す場合の広告物の下端の高さ
歩道上：路面から 3m 以上
車道上：路面から 4.5m 以上
○ 市街化調整区域では、使用されている色のう
ち、面積が最大のものの彩度は 6 以下

はり紙・はり札

掛看板

広告旗

立看板

（基準追加）

0.6m 以下

１㎡以下

２㎡以下

自家広告物の
許可基準
2 ㎡以下
1.8m 以下

0.6m 以下

3m 以下
1.8m 以下

5m 以上
（3 個以下の場合を除く）
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特定地域の許可の基準
許可地域のうち、三郷市景観計画の重点地区である「三郷中央駅地区」
「新三郷ららシティ地区」
を『特定地域』とし、景観計画と連携できる地域として定めます。以下はその基準です。
市独自の基準は青色で標記しています

区分

許可の基準
三郷中央駅地区

表示面積

※一壁面面積：広告物の向いている方向からの建築物の
一の壁面最大投影面積

屋上利用広告

その他
表示面積
壁面利用広告
その他
広告物の
上端の高さ
広告物の
下端の高さ
壁面からの
突出し幅
その他
表示面積

建造物から
独立した広告

広告物の
上端の高さ
広告物の
下端の高さ

その他

掛看板
広告幕

広告旗

表示面積
広告物の長さ
広告物の幅
表示面積
高さ
その他

はり紙、はり札
及び立看板
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地上からの高さが軒高の 5/3 以下でかつ 48m 以
下 ただし、5/3 が 12m 未満の場合は地上から
の高さが 12m 以下（木造建築物を利用する場合
は地上から 12ｍ以下）
壁面から突き出さない
自家広告物に限る
一面の壁面につきその壁面面積（開口部含む）の 1/5 以下 ただし、
商業地域・近隣商業地域にあっては 3／10 以下
3 階以上の階にある窓又は開口部の全部又は一部をふさがない
自家広告物に限る
壁面の高さ以下
設置しない

広告物の
上端の高さ

突出し広告

新三郷ららシティ地区
一壁面面積の 1/10 以下（木造建築物を利用する
場合は 10 ㎡以下）ただし、1/10 が 10 ㎡未満の
場合は 10 ㎡以下

表示面積等
その他

道路上に突き出さない
1.2ｍ以下
自家広告物に限る
10 ㎡以下（複数の表示面がある場合は、その合計面積が 10 ㎡以下）
自家広告物は 40 ㎡以下（複数の表示面がある場合は、その合計面積
が 40 ㎡以下）
地上から 10m 以下
道路上に突き出さない
表示面積が一面で 30 ㎡を超える場合には、使用されている色のう
ち、面積が最大のものの彩度は、R・YR・Y 系では 8 以下、その他
は 6 以下
広告内容以外の部分（サインポールの柱部分など）に使用されてい
る色の彩度は、R・YR・Y 系では 6 以下、その他は 3 以下
2 ㎡以下
15m 以下
1.2m 以下
1.8m×0.6m 以下
3ｍ以下

（自家広告物は表示面積 2 ㎡以下）

道路上に突き出さない 表示者の連絡先を明示すること
広告物の相互間の距離を 5m 以上（3 個以下の場合は除く）
はり紙、はり札は 1 ㎡以下 表示者の連絡先を明示すること
立看板は縦（脚部を含む）1.8m 以下×横 0.6m 以下
道路上に突き出さない

特定地域
屋上利用広告

屋上利用広告（自家広告物に限る） 「新三郷ららシティ地区」

「三郷中央駅地区」

○ 表示面積（一の壁面ごとに屋上利用広告の面積を算定）
一壁面面積の 1／10 以下（木造建築の場合は 10 ㎡以下）

屋上利用広告
を設置してはならない

許可地域内で、
景観計画重点地域と
連携する地域

※一壁面面積：当該広告物の向いている方向からの
一の壁面最大投影面積

○ 広告物の上端の高さ 地上からの高さが軒高の 5／3 以下
で、かつ 48m 以下（木造建築の場合は地上から 12m 以下）
○ 建物の壁面から突き出さない

48m 以下

壁面から
突き出さない

ｈ≦Ｈ×5/3≦48m

突出し広告（自家広告物に限る）
○ 広告物の上端の高さ 壁面の高さ以下
○ 道路上に突き出さない
○ 壁面からの突き出し幅 1.2m 以下

壁面の髙さ
以下

道路上に
突き出さない

道路上に
突き出さない

ｈ

10 ㎡以下

Ｈ

（自家広告物は
40 ㎡以下）

1.2m 以下

2 面ある場合は
片面 5 ㎡以下
（自家広告物は
片面 20 ㎡以下）

10m 以下

5m 以上

道路

建造物から独立した広告

壁面利用広告（自家広告物に限る）

広告幕

○ 表示面積 広告物を出す壁面の面
積（開口部を含む）の 1／5 以下
（近隣商業地域、商業地域にあっ
ては 3／10 以下）
○ 3 階以上の窓又は開口部の全部又
は一部はふさがない

○ 長さ・幅
15m 以下×1.2m 以下
○ 路面から下端までの高さ
5m 以上

はり紙・はり札

掛看板

○ 表示面積 10 ㎡以下
（自家広告物は 40 ㎡以下）
○ 広告物の上端の高さ 地上から 10m 以下
○ 道路上に突き出さない
○ 表示面積が一面で 30 ㎡を超える場合には、使
用されている色のうち、面積が最大のものの彩
度は R・YR・Y 系では 8 以下、その他は 6 以下
○ 広告内容以外の部分（サインポールの柱部分な
ど）に使用されている色の彩度は、R・YR・Y
系では 6 以下、その他は 3 以下

広告旗

立看板

（基準追加）

0.6m 以下
0.6m 以下
１㎡以下

２㎡以下

自家広告物は
2 ㎡以下
1.8m 以下

3m 以下
1.8m 以下

5m 以上
（3 個以下の場合を除く）
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その他の屋外広告物の許可の基準
その他の屋外広告物の許可の基準は、以下のとおりです。
基準の変更はありません

区分

許可の基準
1.2m 以下×0.6m 以下

縦・出幅
路面からの下端までの高さ
電柱
街灯柱
利用広告

袖付広告
その他
巻付広告

標識利用広告

アーチ利用広告

上端の高さ
下端の高さ
表示面積
アーチ部分
利用

アドバルーン

路面から下端までの高さ

上端までの高さ
下端までの高さ
広告宣伝用自動車
広告宣伝用自動車以外
気球の大きさ
広告幕（網）の長さ・幅
上端の高さ
支柱部分
利用

自動車利用広告

路面から上端までの高さ

歩道上：3m 以上
車道上：4.5m 以上
車道寄りの歩道部分に位置する電柱
等を利用する場合は、歩道の中央部
分に向けて突き出すこと
地上から 3.2m 以下
地上から 1.2m 以上
0.5 ㎡以下／面
歩道上：5.5m 以下
車道上：7.5m 以下
歩道上：3.5m 以下
車道上：5m 以上
地上から 3m 以下
地上から 1.2m 以上
広告宣伝用自動車であること
各側部 1 ㎡以下 後部 0.3 ㎡以下
直径 3m 以下
15m 以下×1.5m 以下
地上から 45m 以下

※その他、適用除外となる屋外広告物の基準についても、埼玉県屋外広告物条例の基準から変更はありません。
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