都道府県(47)
TEL/FAX
TEL：011-231-4111

令和３年４月１日現在
郵便番号/住所
〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

TEL：017-734-9681

〒030-8570 青森市長島一丁目1番1号

TEL：019-629-5891

〒020-8570 盛岡市内丸10番1号

TEL：022-211-3132

〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3-8-1

TEL：018-860-2441

〒010-8570 秋田市山王四丁目1番1号

団体名
北海道

担当課
建設部まちづくり局都市計画課

青森県

県土整備部都市計画課都市計画・景観グ
ループ

岩手県

県土整備部都市計画課

宮城県

都市計画課

秋田県

建設部都市計画課

山形県

県土整備部県土利用政策課

福島県

土木部都市計画課

茨城県

土木部都市局都市計画課

栃木県

県土整備部都市計画課

群馬県

県土整備部都市計画課まちづくり室

埼玉県

都市整備部田園都市づくり課

千葉県

県土整備部都市整備局公園緑地課景観づくり
TEL：043-223-3279
http://www.pref.chiba.lg.jp/cate/km/machizuk
推進班
uri/keikan/kisei/index.html

〒260-8667 千葉市中央区市場町1－1

東京都

都市づくり政策部緑地景観課

TEL：03-5388-3335

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

TEL：045-210-6209

〒231-8588 横浜市中区日本大通1

TEL：055-223-1325

〒400-8501 甲府市丸の内1－6－1

TEL：026-235-7348

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692－2

TEL：025-280-5426

〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4－1

TEL：076-444-9661

〒930-8501 富山市新総曲輪1-7

TEL：076-225-1759

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1－1

神奈川県 県土整備局都市部都市整備課

山梨県

県土整備部景観づくり推進室

長野県

建設部 都市・まちづくり課

新潟県

土木部都市局都市政策課

富山県

土木部建築住宅課

石川県

土木部都市計画課景観形成推進室

岐阜県

都市政策課

静岡県

交通基盤部都市局景観まちづくり課

愛知県

都市・交通局都市基盤部公園緑地課景観グ
ループ

屋外広告物HPアドレス
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/tki/mdr/kou
koku/koukoku.htm
http://www.pref.aomori.lg.jp/life/keikan/keika
n-okugai.html
https://www.pref.iwate.jp/kendozukuri/toshig
esui/index.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tosikei/okug
ai.html
http://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/1438
0

https://www.pref.yamagata.jp/180032/kurashi TEL：023-630-2660
/kendo/keikan/yamagatanookugaikoukokubut
u/index.html
TEL：024-521-7508
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41055a/t
oshi-koukoku.html
http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/toshikei/ko
ukokubutu.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h08/town/machid
ukuri/keikan/071.html
https://www.pref.gunma.jp/06/h58g_00124.ht
ml
http://www.pref.saitama.lg.jp/a1104/okugaitop/

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku
/koukoku/index.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/x2n/cnt/f
692/
https://www.pref.yamanashi.jp/kendosui/okug
aitoppu.html
http://www.pref.nagano.lg.jp/kurashi/sumai/k
okoku/index.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/toshiseisaku/119
7216942701.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1507/kj0
0010180.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/toshi/tetsuzuki.
html

〒990-8570 山形県山形市松波二丁目8番1号

〒960-8670 福島市杉妻町2－16

TEL：029-301-4579

〒310-8555 水戸市笠原町978番6

TEL：028-623-2463

〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1－1－20

TEL：027-226-3652

〒371-8570 前橋市大手町1－1－1

TEL：048-830-5528

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号

http://www.pref.gifu.lg.jp/shakaiTEL：058-272-1111
kiban/kendo/keikanokugai/11654/okugai_kokoku/index_18608.htm
l
TEL：054-221-3702
http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke530a/okugaikoukokubutsu.html

〒500-8570 岐阜市藪田南2－1－1

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9－6

TEL：052-954-6612

〒460-8501 名古屋市中区三の丸3－1－2

TEL：059-224-2748

〒514-8570 三重県津市広明町13番地

TEL：0776-20-0497

〒910-8580 福井市大手3丁目17番1号

TEL：077-528-4184

〒520-8577 滋賀県大津市京町4－1－1

TEL：075-414-5327

〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

TEL：06-6210-9718

〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号

http://www.pref.aichi.jp/koen/

三重県

県土整備部都市政策課

福井県

土木部 都市計画課

滋賀県

土木交通部都市計画課

京都府

建設交通部都市計画課

大阪府

建築企画課 調整グループ

兵庫県

県土整備部まちづくり局都市政策課景観形成
TEL：078-362-3642
https://web.pref.hyogo.lg.jp/wd23/wd23_0000
室
00020.html

http://www.pref.mie.lg.jp/KEIMACHI/HP/6411
4007095.htm
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/tokei/koukoku
/koukokutop.html
http://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/
machizukuri/
http://www.pref.kyoto.jp/toshi/okugaikoukoku
butu.html
http://www.pref.osaka.jp/kenshi_kikaku/okugai
koukoku/
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〒650-8657 神戸市中央区下山手通5丁目10-1

都道府県(47)
団体名
奈良県

担当課
水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課

令和３年４月１日現在
屋外広告物HPアドレス

TEL/FAX
TEL：0742-27-8752

郵便番号/住所
〒630-8501 奈良市登大路町30番地

TEL：073-441-3228

〒640-8585 和歌山市小松原通1－1

TEL：0857‐26‐7363

〒680‐8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220番地

TEL：0852-22-6143

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地

TEL：086-226-7491

〒700-8570 岡山県岡山市北区内山下2－4－6

TEL：082-513-4111

〒730-8511 広島市中区基町10－52

TEL：083-933-3720

〒753-8501 山口市滝町1－1

TEL：088-621-2565

〒770-8570 徳島県徳島市万代町1－1

TEL：087-832-3559

〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号

TEL：089-912-2736

〒790-8570 愛媛県松山市一番町四丁目4－2

TEL：088-823-9863

〒780-8570 高知市丸ノ内1丁目2番20号

http://www.pref.nara.jp/45231.htm
和歌山県 都市政策課

鳥取県

生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
景観・建築指導室

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/08090
0/index.html
http://www.pref.tottori.lg.jp/70123.htm

島根県

土木部都市計画課景観グループ

岡山県

土木部都市局都市計画課

広島県

土木建築局都市計画課

山口県

都市計画課

徳島県

県土整備部都市計画課

香川県

土木部都市計画課総務グループ

愛媛県

土木部道路都市局都市計画課

高知県

都市計画課

福岡県

建築都市部都市計画課

佐賀県

県土整備部まちづくり課景観担当

長崎県

都市政策課

熊本県

都市計画課

大分県

土木建築部都市・まちづくり推進課

宮崎県

県土整備部都市計画課美しい宮崎づくり推進
TEL：0985-24-0041
https://www.pref.miyazaki.lg.jp/utsukushii/sha
室美しい宮崎づくり推進担当
kaikiban/toshikekaku/page00022.html

鹿児島県 都市計画課

沖縄県

土木建築部都市計画・モノレール課

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/nature/k
eikan/okugai/
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/kakuka.ht
ml?sec_sec1=67
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/outdoorsign/
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18400
/city-plan/okugaikoukokur2.html
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/
kendozukuri/toshikeikaku/5040021
http://www.pref.kagawa.lg.jp/toshikei/okugai/i
ndex.htm
http://www.pref.ehime.jp/h40800/2643/kouko
ku/koukoku-main.html
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/kou
kokusinsei.html

TEL：092-643http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/06070 3711/3712
30okugaikoukokubutu.html
http://www.pref.saga.lg.jp/web/kurashi/_1261
/kk-matidukuri/keikan/_30098.html

TEL：0952-25-7326

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machiduk TEL：095-894-3151
uri/toshikeikakukokudoriyo/kokokubutu/kokokubutu-2/
TEL：096-333-2522
http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_10086.html
http://cms.ncsv.pref.oita.jp/soshiki/17510/ok
ugai.html

http://www.pref.kagoshima.jp/infra/toshi/oku
gai/index.html

TEL：097-506-4671

TEL：099-286-3683

http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/toshi TEL：098-866-2408
mono/keikan/okugaikoukokubutujyoureinituite.
html
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〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内一丁目1－59

〒850-8570 長崎県長崎市尾上町３番１号

〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号

〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1

〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10番1号

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

指定都市(20)
団体名
北海道

担当課
建設局総務部道路管理課

札幌市
宮城県
仙台市

都市整備局 計画部 都市景観課

埼玉県 都市局都市計画部 都市計画課
さいたま市
千葉県

都市計画課都市景観デザイン室

千葉市
神奈川県 都市整備局景観調整課
横浜市

屋外広告物HPアドレス
http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/dokan/k
okoku/index.html

http://www.city.sendai.jp/kekan/jigyosha/tais TEL：022-214-8288
aku/kenchiku/toshikekan.html
http://www.city.saitama.jp/001/010/004/inde TEL：048-829-1409
x.html
TEL：043-245-5307
http://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/keikaku/
keikan/index_oku.html
http://www.city.yokohama.lg.jp/toshi/keicho/
okugaikoukoku/

神奈川県 建設緑政局道路管理部路政課

神奈川県 都市建設局まちづくり推進部建築・住まい政
策課
相模原市
新潟県
新潟市

都市政策部都市計画課

静岡県

都市局建築部建築総務課屋外広告物係

静岡市
都市整備部土地政策課

浜松市
愛知県 住宅都市局都市景観室
名古屋市

令和３年４月１日現在
郵便番号/住所
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目

〒980-8671 宮城県仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1－1

TEL：045-671-2648

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10

TEL：044-200-2814

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町12－1
川崎駅前タワー・リバーク14階

TEL：042-769-9252

〒252-5277 相模原市中央区中央2丁目11－15

http://www.city.kawasaki.jp/530/soshiki/104-1-0-0.html

川崎市

静岡県

TEL/FAX
TEL：011-211-2452

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shis
ei/machitsukuri/kaihatsu/koukoku/index.html
http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/tokei/keika TEL：025-226-2825
nnituite/okugai/index.html
TEL：054-221-1123
http://www.city.shizuoka.jp/556_000101.html
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/tochi
/city/toshikai/koukoku/index.htm

TEL：053-457-2344

〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ﾙﾌﾙ
5階
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号

〒435-8652 静岡県浜松市中区元城町103番地の2

http://www.city.nagoya.jp/jigyou/category/39 TEL：052-972-2735
-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
都市計画局都市景観部広告景観づくり推進課 https://www.city.kyoto.lg.jp/menu4/category/ TEL：075-222-4136
53-28-0-0-0-0-0-0-0-0.html
建設局総務部管理課
https://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0 TEL：06-6615-668７
000372127.html
都市景観室
TEL：072-228-7432
https://www.city.sakai.lg.jp/smph/shisei/toshi
/toshikeikan/index.html

〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

兵庫県
神戸市

建設局道路管理課

TEL：078-595-6389

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-7 コンコルディア神戸
４Ｆ

岡山県

都市整備局 都市・交通部 都市計画課

TEL：086-803-1373

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号

TEL：082-504-2277

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号

TEL：093-582-2271

〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号

TEL：092-711-4395

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目８番１号

TEL：096-328-2508

〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号

京都府
京都市
大阪府
大阪市
大阪府
堺市

岡山市
広島県

熊本市

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM
棟6階
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/okugaikokoku/
建設局道路部管理課

北九州市
福岡県 住宅都市局都市景観室
福岡市
熊本県

https://www.city.okayama.jp/jigyosha/categor
y/5-4-12-0-0-0-0-0-0-0.html

都市整備局 都市計画課

広島市
福岡県

https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/business/
kaihatsu/okugai/index.html

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488
番地 分庁舎2階

都市建設局 都市政策部 都市デザイン課

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kensetu/ken
-kanri.html
http://www.city.fukuoka.lg.jp/fuba/
https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/List.
aspx?c_id=5&class_set_id=2&class_id=3079
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中核市(62)

令和３年４月１日現在

団体名
北海道

建築部建築総務課

旭川市
北海道

都市建設部まちづくり景観課

担当課

屋外広告物HPアドレス
http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/500/52
2/527/529/index.html

FAX：0166-25-9788
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/20 TEL：0138-21-3389
14031800162/

函館市
都市整備部建築営繕課

青森市
青森県

まちづくり推進課

八戸市
岩手県

都市整備部景観政策課

盛岡市
秋田県

都市計画課

秋田市

〒040-8666 函館市東雲町4番13号

〒030-8555 青森市中央一丁目22-5

〒031-8686 八戸市内丸一丁目１－１

〒020-8532 盛岡市津志田14-37-2

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
TEL：018-888-5764
FAX：018-888-5763

TEL：023-641-1212

〒990-8540 山形県山形市旅篭町二丁目3番25号

https://www.city.yamagatayamagata.lg.jp/kakuka/machizukuri/matinami/
都市政策部都市計画課

都市整備部開発建築指導課

郡山市
福島県

都市建設部都市計画課

いわき市
茨城県 都市計画部都市計画課

都市整備部建築指導課
(許可申請窓口）

宇都宮市 都市整備部景観みどり課
（屋外広告物条例所管）
群馬県

TEL：017-752-8964

FAX：017-752-9006
https://www.city.hachinohe.aomori.jp/soshikik TEL：0178-43-9425
arasagasu/machizukuribunkasuishinshitsu/oku
gaikoukokubutu/index.html
FAX：0178-41-2302
TEL：019-601-5078
http://www.city.morioka.iwate.jp/shisei/toshis
eibi/okugaikokokubutsu/1010244.html
FAX：019-637-1919

まちづくり政策部まちなみデザイン課

福島市
福島県

水戸市
栃木県

http://www.city.aomori.aomori.jp/shiseijouhou
/matidukuri/keikan-okugaikoukoku/index.html

http://www.city.akita.akita.jp/city/ur/im/kikak
u/okugaikoukoku/default.htm

山形市
福島県

郵便番号/住所
〒070-8525 旭川市6条通9丁目46番地

FAX：0138-27-3778

青森県

山形県

TEL/FAX
TEL：0166-25-9708

FAX:023-624-8903
http://www.city.fukushima.fukushima.jp/toshi- TEL：024-573-4979
keikan/download/keikann/okugaikoukokubutu.
html
FAX：024-533-0026
TEL：024-924-2371
https://www.city.koriyama.lg.jp/shiseijoho/tos
hiseibi/1/10422.html
FAX：024-938-2720
TEL：0246-22-7512
http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/100
1000001336/index.html
FAX：0246-24-4306
TEL：029-224-1111
http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/00
0288/000361/001887/p001252.html
FAX：029-224-1117
TEL：028-632-2573

https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/t
oshikeikakubu/toshikeikaku/gyomu/3/1/index
.html

群馬県

都市整備部都市計画課景観室

高崎市
埼玉県

都市景観課

川越市
埼玉県

都市計画課

〒963-8601 福島県郡山市朝日一丁目23番7号

〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地

〒310-8610 水戸市中央1丁目4番1号

〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5

https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/
TEL：028-632-2558
machizukuri/keikan/1005824.html

都市計画部都市計画課

前橋市

〒960-8601 福島市五老内町3番1号

http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/tos
hikeikaku/index.htm
http://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/tos
hi_machizukuri/machizukuri/toshikeikan/okug
aikokokubutsu/

FAX：028-632-5421
TEL：027-898-6974

〒371-8601 前橋市大手町二丁目12番1号

FAX：027-221-2361
TEL：027-321-1350

〒370-8501 高崎市高松町35-1

FAX：027-323-5296
TEL：049-224-8811

〒350-8601 埼玉県川越市元町1－3－1

FAX：049-225-9800
TEL：048-963-9221

〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番１号

FAX：048-965-0948
TEL：048-242-6333

〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3

FAX：048-285-2003
TEL：047-436-2528

〒273-8501 船橋市湊町2－10－25

FAX：047-436-2544
TEL：04-7167-1299

〒277-8505 千葉県柏市柏5丁目10番1号

FAX：04-7160-1788
TEL：042-620-7267

〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号

FAX：042-626-3616
TEL：046-822-8127

〒238－8550 横須賀市小川町11番地

http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_
shisei/kurashi/sumai/keikan/okugai.html
越谷市
埼玉県

都市計画課

川口市
千葉県

都市計画部都市計画課

http://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01130
/020/1/2176.html
http://www.city.funabashi.lg.jp/machi/keikan/
005/index.html

船橋市
千葉県

土木部道路総務課

柏市
東京都

まちなみ整備部まちなみ景観課

http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/120100/
p000752.html

https://www.city.hachioji.tokyo.jp/jigyosha/00
5/10104/p003097.html
八王子市
神奈川県 都市部まちなみ景観課

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4821/
tokei/sumai/sumai_top.html
FAX：046-826-0420

横須賀市
山梨県
甲府市

まちづくり部都市計画課

http://www.city.kofu.yamanashi.jp/toshikekak TEL：055-237-5829
u/machi/kekaku/kekan/documents/okugai.ht
ml
FAX：055-232-4834
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〒400-8585 甲府市丸の内1－18－1

中核市(62)
団体名
長野県

担当課
都市整備部都市政策課

長野市
長野県

都市政策課

松本市
富山県

活力都市創造部都市計画課屋外広告物係

屋外広告物HPアドレス
http://www.city.nagano.nagano.jp/life/1/17/1
51/

TEL/FAX
TEL：026-224-7179

FAX：026-224-7297
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/shisei/ TEL：0263-34-3015
matidukuri/keikan/okugaikoukokubutujyourei.h
tml
FAX：0263-33-2939
TEL：076-443-2109

令和３年４月１日現在
郵便番号/住所
〒380-8512 長野県長野市大字鶴賀緑町1613番地

〒390-8620 長野県松本市丸の内３番７号

〒930-8510 富山市新桜町7番38号

http://www.city.toyama.toyama.jp/toshiseibib
u/toshiseisakika/toshikeikan/tosikeikangakari.
html

富山市

FAX：076-443-2190
石川県

都市整備局景観政策課

金沢市

岐阜県

開発指導景観課

愛知県

建築相談課

豊田市
愛知県

都市計画部 都市計画課

豊橋市

TEL：058-265-3985

〒500-8701 岐阜市今沢町18番地

FAX：058-264-1760
TEL：0565-34-6649

http://www.city.toyota.aichi.jp/shisei/soshiki/
toshiseibi/1004526.html

〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地

FAX：0565-34-6948
TEL：0532-51-2615

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地

FAX：0532-56-5108
TEL：0564-23-7252

〒444-8601 愛知県岡崎市十王町二丁目9番地

FAX：0564-23-6514
TEL：0586-28-8636

〒491-8501 愛知県一宮市本町2丁目5番6号

FAX：0586-73-9218
TEL：0776-20-5555

〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10番1号

FAX：0776-20-5563
TEL：077-528-2956

〒520-8575 大津市御陵町3－１

http://www.city.toyohashi.lg.jp/13441.htm

都市政策部まちづくりデザイン課
http://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1184/1169
/p008568.html

岡崎市
愛知県

〒920-8577 石川県金沢市広坂1丁目1番1号

http://www.city.gifu.lg.jp/4134.htm

岐阜市

愛知県

TEL：076-220-2364
https://www4.city.kanazawa.lg.jp/29020/keika
n/index.html
FAX：076-224-5046

まちづくり部公園緑地課
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/shisei/ke
nsetsu/1012529/1000198/index.html

一宮市
福井県

建設部 監理課

福井市
滋賀県

都市計画部都市計画課

大津市
大阪府

都市創造部都市づくり推進課

高槻市
大阪府

土木部みどり景観課

東大阪市
大阪府 都市計画推進部都市計画課景観形成係
豊中市

大阪府

http://www.city.otsu.lg.jp/machi/keikan/okuga
i/1390283168242.html

FAX：077-527-1028
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/tos TEL：072-674-7552
hi/toshiduk/gyomuannai/okugaikokoku/okugai
kokoku.html
FAX：072-661-7008
TEL：06-4309-3227
http://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000005149
.html
FAX：06-4309-3836
TEL：06-6858-2419
http://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/tosh
FAX：06-6854-9534
ikeikan/okugaikoukoku/index.html

都市整備部 住宅まちづくり課

枚方市

大阪府

http://www.city.fukui.lg.jp/dept/d380/kanri/in
dex.html

TEL:072-841-1478

〒569-8501 高槻市桃園町2－1

〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号

〒561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号

〒573-0027 枚方市大垣内町2丁目9番15号
枚方市役所分館2階

https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/18
-7-0-0-0_8.html

都市整備部都市政策課

FAX：072-841-5101
TEL:072-924-3850

〒581-0003 八尾市本町一丁目１番１号

FAX:072-924-0207
TEL：072-824-1181

〒572-8555 寝屋川市本町1番1号

FAX：072-825-2618
TEL:06-6170-2337

〒564-8550 吹田市泉町１丁目３番４０号

TEL：079-221-2541

〒670-8501 姫路市安田4-1

FAX：079-221-2757
TEL：0798-35-3950

〒662-8567 西宮市六湛寺町10-3

FAX：0798-34-6638
TEL：06-6489-6606

〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号

http://www.city.yao.osaka.jp/0000041622.html
八尾市
大阪府

都市基盤整備部審査指導課
https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organizati
on_list/toshikibanseibi/sinsa/keikan/index.htm
l

寝屋川市

大阪府

都市計画部都市計画室

吹田市
兵庫県

まちづくり指導課都市景観指導室

姫路市
兵庫県

政策局都市計画部都市デザイン課

https://www.city.himeji.lg.jp/soshiki/9-1-2-00_13.html
https://www.nishi.or.jp/kotsu/keikan/okugaiko
kokubutsu/index.html

西宮市

兵庫県

https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/
div-toshikeikaku/toshikeikaku/_90764.html

都市整備局都市計画部開発指導課
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/tosi_seibi/
kentiku/29092/076okugai_a/index.html

尼崎市
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中核市(62)
団体名
兵庫県

担当課
都市局都市整備室都市総務課

明石市
奈良県

都市整備部 都市計画課 景観係

https://www.city.akashi.lg.jp/machizukuri/tos
hi/keikan/koukoku/index.html

TEL/FAX
TEL：078-918-5037

郵便番号/住所
〒673-8686 明石市中崎１‐5‐1

FAX：078-918-5109
TEL：0742-34-5209

〒630-8580 奈良市二条大路南1丁目1番1号

https://www.city.nara.lg.jp/site/keikan/54070.
html

奈良市

奈良県

令和３年４月１日現在
屋外広告物HPアドレス

都市建設局都市計画部まちなみ景観課

和歌山市
鳥取県 都市整備部都市企画課都市計画係
鳥取市
松江市

歴史まちづくり部まちづくり文化財課

岡山県

建設局都市計画部都市計画課都市景観室

http://www.city.wakayama.wakayama.jp/kuras TEL：073-435-1082
hi/douro_kouen_machi/1001122/1028958/100
2285.html
FAX：073-435-1367
TEL：0857-30-8342
http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/11
92175053974/index.html
FAX：0857-20-3953
TEL：0852-55-5696
http://www1.city.matsue.shimane.jp/machiduk
uri/keikan/okugaiindex/
FAX：0852-55-5658
TEL：086-426-3494

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

〒680-8571 鳥取県鳥取市幸町71番地

〒690-8540 島根県松江市末次町86番地

〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田640番地

http://www.city.kurashiki.okayama.jp/keikan/
倉敷市
広島県

都市計画課

FAX：086-421-1600
TEL:0823-25-3366

〒737-8501 広島県呉市中央4丁目1番6号

FAX：0823-24-6831
TEL：084-928-1079

〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号

FAX：084-928-1734
TEL：083-231-1225

〒750-8521 山口県下関市南部町1番1号

FAX：083-231-4799
TEL：087-839-2455

〒760-8571 香川県高松市番町一丁目8番15号

FAX：087-839-2452
TEL：089-948-6848

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2

FAX：089-934-1807
TEL：088-823-9465

〒780-8571 高知市本町5丁目1番45号

FAX：088-823-9454
TEL：0942-30-9083

〒830-8520 福岡県久留米市城南町15番地3

FAX：0942-30-9714
TEL：095-829-1177

〒850-8685 長崎県長崎市桜町2番22号

FAX：095-829-1175
ＴＥＬ：0956-24-1111

〒857-8585 長崎県佐世保市八幡町1番10号

ＦＡＸ：0956-25-9678
TEL：097-537-5968

〒870-8504 大分市荷揚町2番31号

FAX：097-534-6120
TEL：0985-21-1817

〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1－1

FAX：0985-21-1816
TEL：099-216-1425

〒892-8677 鹿児島市山下町11番1号

FAX：099-216-1398
TEL：098-951-3246

〒900-8585 那覇市泉崎1丁目1番1号

http://www.city.kure.lg.jp/soshiki/49/okugai--koukoku.html
呉市
広島県

土木管理課
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki
/dobokukanri/

福山市
山口県

都市計画課 景観係
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/conte
nts/1283928756425/index.html

下関市
香川県

都市計画課
https.//www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosh
a/toshikeikaku/okugai/koukoku/index.html

高松市
愛媛県

都市デザイン課

松山市
高知県

都市計画課

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/m
achizukuri/toshikeikaku/koukoku/koukokutop.
html
http://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/52/kou
kokusinsei.html

高知市
福岡県

都市建設部都市計画課

久留米市
長崎県

http://www.city.kurume.fukuoka.jp/1500soshik
i/9097toshikei/3020shinsei/2007-1214-2016432.html

まちづくり部景観推進室
http://www.city.nagasaki.lg.jp/sumai/660000/
669000/index.html

長崎市
長崎県

都市整備部まち整備課

佐世保市
大分県 都市計画部まちなみ企画課景観推進担当班
大分市
宮崎県

http://www.city.sasebo.lg.jp/machizukuri/keka
n/okugaikokokubutsu/index.html
http://www.city.oita.oita.jp/o170/machizukuri
/toshi/1440743619476.html

都市整備部景観課屋外広告物指導係

宮崎市
鹿児島県 都市景観課

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/city/poli
cy/landscape/2232.html
https://www.city.kagoshima.lg.jp/machizukuri/
kekan/okugai/index.html

鹿児島市
沖縄県 都市計画課都市デザイン室
那覇市

https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetudu
ki/collabo/tosi/dezain/okugai/index.html
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屋外広告物条例制定済みのその他の市町村(96)
団体名
北海道

担当課
建設部新幹線・まちづくり推進室
（景観まちづくりグループ）

小樽市

青森県

令和３年４月１日現在
屋外広告物HPアドレス

郵便番号/住所
〒047-8660 小樽市花園２丁目１２番１号

https://www.city.otaru.lg.jp/docs/2020111800 FAX：0134-32-3963
526/

都市整備部都市計画課
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/jouhou/keik
aku/keikan/2015-0113-1606-46.html

弘前市
岩手県

TEL/FAX
TEL：0134-32-4111

平泉町建設水道課

TEL：0172-35-1111(代) 〒036-8551 弘前市大字上白銀町1-1
TEL：0172-34-3219(直)

FAX：0172-35-3765
TEL：0191-46-5569

〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2

FAX：0191-46-3080
TEL：0192-54-2111

〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字鳴石４２番地５

FAX：0192-54-3888
TEL：0182-32-2408

〒013-8502 秋田県横手市旭川一丁目3番41号

TEL：0242-39-1261

〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号

FAX：0242-39-1450
TEL：0248-22-1111

〒961-8602 白河市八幡小路7-1

FAX：0248-24-1854
TEL：029-826-1111

〒300-8686 土浦市大和町９－１

FAX：029-826-3401
TEL：029-883-1111

〒305-8555 つくば市研究学園一丁目１番地１

FAX：029-868-7595
TEL：0297-45-1111

〒302-0198 守谷市大柏950番地の1

http://www.town.hiraizumi.iwate.jp/
平泉町
岩手県

陸前高田市都市計画課

陸前高田市

秋田県

建設部都市計画課
http://www.city.yokote.lg.jp/toshikei/page000
039.html

横手市
福島県

http://www.city.rikuzentakata.iwate.jp/kategor
ie/fukkou/toshikei/boukoku/kokukoku.html

建設部都市計画課

会津若松市

福島県

建設部都市計画課

白河市
茨城県

都市産業部都市計画課

土浦市
茨城県

都市計画部都市計画課

つくば市
茨城県 都市整備部都市計画課

https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/
docs/2009020200030/
http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/page/
page000630.html
http://www.city.tsuchiura.lg.jp/page/page0005
51.html
http://www.city.tsukuba.lg.jp/jigyosha/machin
ami/machinami/1002115.html

http://www.city.moriya.ibaraki.jp/shikumi/proj
ect/keikan_ryokka/koukoku.html
守谷市
栃木県
日光市
栃木県

FAX：0297-45-2804
建設部都市計画課
http://www.city.nikko.lg.jp/toshikeikaku/gyous
ei/shisei/okugaikoukoku/index.html
建設課

TEL：0288-21-5102

〒321-1292 日光市今市本町1番地

FAX：0288-21-5176
TEL：0287-72-6907

〒329-3292 那須郡那須町大字寺子丙3-13

http://www.town.nasu.lg.jp/0083/info0000000209-1.html
那須町
栃木県

FAX：0287-72-1009
建設部都市計画課

TEL:0287-62-7159

〒325-8501 那須塩原市共墾社108-2

FAX:0287-62-7224
TEL:0277-46-1111

〒376-8501 桐生市織姫町1番1号

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/23/008313.
html
那須塩原市

群馬県

都市整備部都市計画課
http://www.city.kiryu.lg.jp/shisei/machi/10183
68/keikan/1011173.html

桐生市
群馬県

都市計画部都市計画課

群馬県

都市政策部都市計画課

太田市
群馬県

都市建設部都市計画課

藤岡市
群馬県

建設水道部都市計画課

富岡市
群馬県

建設水道課

https://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_to
shikei2/okugaikoukokubutu.html

http://www.town.shimonita.lg.jp/gasusuidou/m05/550.html
http://www.town.nakanojo.gunma.jp/

中之条町
群馬県

むらづくり振興課

川場村
埼玉県

都市計画課景観デザイン係

新座市

http://www.city.ota.gunma.jp/005gyosei/0100
-001tosi-plan/okugai-koukokubutsu_top.html

http://www.city.tomioka.lg.jp/www/contents/
1000000000843/index.html

下仁田町
群馬県 建設課

八潮市
埼玉県

TEL：0270-27-2767
http://www.city.isesaki.lg.jp/www/contents/1
000000323000/index.html

伊勢崎市

FAX:0277-45-0088

http://www.vill.kawaba.gunma.jp/gyosei/b_tets
uduki/attach/koukoku_jyourei.pdf
https://www.city.yashio.lg.jp/shinsei/machizu
kuri/kokokubutsu/jorei.html

都市整備部建築開発課
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/34/okugaiko
kokubutsu.html
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〒372-8501 伊勢崎市今泉町2丁目410

FAX：0270-23-0601
TEL：0276-47-1839

〒373-8718 太田市浜町2番35号

FAX：0276-47-1883
TEL：0274-40-2824

〒375-8601 藤岡市中栗須327

FAX：0274-22-6444
TEL：0274-62-1511

〒370-2392 富岡市富岡1460-1

FAX：0274-62-0357
TEL：0274-64-8807

〒370－2601 下仁田町大字下仁田682

FAX：0274-82-5766
TEL：0279-75-8828

〒377-0494 吾妻郡中之条町大字中之条町1091

FAX：0279-75-6562
TEL：0278-52-2111

〒378-0101 利根郡川場村大字谷地2390-2

FAX：0278-52-2333
TEL：048-996-2111

〒340-8588 八潮市中央一丁目2番地１

FAX：048-997-7669
TEL：048-477-4309

〒352-8623 埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

FAX：048-481-0500

屋外広告物条例制定済みのその他の市町村(96)
団体名
埼玉県

担当課
都市整備部都市計画課

屋外広告物HPアドレス

TEL/FAX
TEL：048-441-1800

令和３年４月１日現在
郵便番号/住所
〒335-8588 埼玉県戸田市上戸田一丁目18番1号

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/271/t
FAX：048-433-2200
osikei-k-koukoku-jyourei.html
戸田市
埼玉県

都市整備部都市計画課景観担当

TEL：048-736-1111

〒344-8577 埼玉県春日部市中央六丁目2番地

FAX：048-736-1974
TEL：048-953-1111

〒341-8501 埼玉県三郷市花和田648番地1

http://www.city.kasukabe.lg.jp/machi/kenchik
u/keikan/okugaikokoku.html
春日部市
埼玉県 まちづくり推進部都市デザイン課住宅景観係
http://www.city.misato.lg.jp/7551.htm
三郷市
埼玉県
熊谷市
千葉県
流山市

都市整備部都市計画課

まちづくり推進部 都市計画課

神奈川県 まちづくり政策部まちづくり政策課
平塚市

FAX：048-953-8981
http://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/ TEL：0493-39-4813
toshi/toshikeikaku/kyokatodokede/okugaikou
kokubutu.html
FAX：0493-39-5603
httpswww.city.nagareyama.chiba.jpinformation TEL：04-7150-6087
FAX：04-7159-0954
100711610073651019404index.html
TEL：0463-21-8781
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/machiz
ukuri/page-c_02929.html
FAX：0463-21-9769

神奈川県 計画建築部街なみ景観課

TEL：0466-25-1111

〒360-0195 埼玉県熊谷市中曽根654番地1（大里庁舎）

〒270-0192 流山市平和台１－１－１
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9-1

〒251-8601 藤沢市朝日町1-1

http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/keikan/i
ndex.html
藤沢市

FAX：0466-50-8223

神奈川県 都市部まちづくり交通課
小田原市
神奈川県 都市部景観みどり課

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municip
ality/c-planning/keikan/koukoku_kisei.html

神奈川県 建築指導課
秦野市
神奈川県 街づくり施設部街づくり推進課

建設水道課

小布施町
長野県 地域計画課
飯田市
長野県
諏訪市
長野県

建築住宅課

建築課

建設課

佐渡市

高山市
岐阜県

http://www.town.obuse.nagano.jp/soshiki/11/

http://www.city.iida.lg.jp/site/tochi/todokede
-index.html

http://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/36
/10896.html

〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1

TEL：0463-83-0883

〒257-8501 秦野市桜町1-3-2

FAX：0463-82-7410
TEL：046-260-5483

〒242-8601 大和市下鶴間1丁目1-1

FAX：046-264-6105
TEL：026-214-9105

〒381-0297 長野県上高井郡小布施町大字小布施1491-2

FAX：026-247-3113
TEL：0265-22-4511

〒395-8501 飯田市大久保町2534

FAX：0265-52-1133
TEL：0266-52-4141

〒392-8511 長野県諏訪市高島一丁目２２番３０号

FAX：0266-52-8164
TEL：0263-71-2242

〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000

FAX：0263-72-3569
https://www.city.komagane.nagano.jp/gyosei/ ＴＥＬ：0265-83-2111
shiseijoho/toshikeikaku_keikan/keikan_okugaik 内線523
okokubutsu/4514.html
ＦＡＸ：0265-83-1278
http://www.town.iijima.lg.jp/soshikiichiran/ken ＴＥＬ：0265-86-3111
setsusuidoka/chosakeikakukakari/keikan/258. 内線146
html
ＦＡＸ：0265-86-2051
TEL：0254-26-3557

TEL：0259-63-5118
https://www.city.sado.niigata.jp/life/1/22/109 FAX：0259-63-3765
/

建築指導課

各務原市
岐阜県 建設総務課
下呂市
岐阜県

FAX：0465-33-1579
TEL：0467-82-1111

〒399-4192 長野県駒ヶ根市赤須町20番1号

〒399-3797 長野県上伊那郡飯島町飯島2537

〒957-0053 新発田市中央町5丁目2番13号

http://www.city.shibata.lg.jp/machidukuri/mac
FAX：0254-26-3559
hidukuri/koukokubutsu/index.html

新発田市

岐阜県

http://www.city.yamato.lg.jp/web/tseibi/okugai.html

http://www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp
?id=2569

駒ヶ根市
長野県 建設水道課

新潟県

http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/con
tents/10010000000422/index.html

都市計画課

安曇野市
長野県 都市計画課

飯島町
新潟県

〒250-8555 小田原市荻窪300

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/machid
ukuri/okugai/index.html
FAX：0467-57-8377

茅ヶ崎市

大和市
長野県

TEL：0465-33-1593

TEL：058-383-1111
FAX：058-383-1406
http://www.city.gero.lg.jp/departmentTop/nod TEL：0576-53-2010
e_1057/node_1113/node_29172
令和３年度中に仕様変更につき変更予定
http://www.city.takayama.lg.jp/shisei/100006
1/1005212/1003996.html

多治見市
岐阜県 都市整備課

〒504-8555 各務原市那加桜町1-69

http://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/s
hinseisho/189/001443.html

建築住宅課

都市政策課

〒952-1292 佐渡市千種232番地

https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/toshikeka
ku/fuke/okugaikokoku/

FAX：0576-52-3676
TEL：0577-35-3159

〒506-8555 高山市花岡町2-18

FAX：0577-35-3168
TEL：0572-22-1321

〒507-8703 多治見市日ノ出町2-15

FAX：0572-25-6436
TEL：0575-33-1122

〒501-3792 美濃市1350

http://www.city.mino.gifu.jp/pages/2315
美濃市

FAX：0575-31-0052
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〒509-2506 下呂市萩原町羽根2605-1

屋外広告物条例制定済みのその他の市町村(96)
団体名
岐阜県
恵那市
静岡県

担当課

令和３年４月１日現在
屋外広告物HPアドレス

都市住宅課
https://www.city.ena.lg.jp/kanko_sangyo_busin
ess/sangyo/shokogyo/2834.html
都市計画部まちづくり指導課

TEL/FAX
TEL：0573-26-2111

郵便番号/住所
〒509-7292 恵那市長島町正家1-1-1

FAX：0575-25-8294
TEL：055-934-4762

〒410-8601 沼津市御幸町16-1

FAX：055-933-1412
TEL：0557-86-6383

〒413-8550 熱海市中央町1-1

FAX：0557-86-6416
TEL：055-983-2631

〒411-8666 三島市北田町4-47

FAX：055-973-7241
TEL：0544-22-1408

〒418-8601 富士宮市弓沢町150

FAX：0544-22-1208
TEL：0545-55-2909

〒417-8601 富士市永田町１丁目100

FAX：0545-53-2773
TEL：0550-82-4231

〒412-8601 御殿場市萩原483

FAX：0550-82-4232
TEL：0538-44-3122

〒437-8666 袋井市新屋１丁目１-１

FAX：0538-44-3145
TEL：055-995-1829

〒410-1192 裾野市佐野1059

http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/kei
kaku/various/keikan/index.htm
沼津市
静岡県

観光建設部まちづくり課都市計画室

熱海市
静岡県

計画まちづくり部都市計画課

三島市
静岡県

http://www.city.atami.lg.jp/shisei/machidukuri
/1001391/1001393.html
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/maincat
egory0406.html

都市整備部都市計画課
http://www.city.fujinomiya.lg.jp/citizen/visuf8
0000014y3q.html

富士宮市
静岡県 都市整備部建築指導課
http://www.city.fuji.shizuoka.jp/machi/c1402/
fmervo0000001g9l.html
富士市
静岡県

都市建設部都市計画課

御殿場市
静岡県 都市建設部都市計画課

http://city.gotemba.shizuoka.jp/gyousei/g3/g-3-4/1656.html

http://www.city.fukuroi.shizuoka.jp/kurashi/so
shiki/17/01/okugai_kokokubutsu/index.html
袋井市
静岡県

建設部まちづくり課
http://www.city.susono.shizuoka.jp/machizuku
ri/1/3271.html

裾野市
静岡県

都市整備部都市計画課

伊豆の国市

福井県

くらし環境部 交通住宅まちづくり課

大野市
滋賀県

歴史まちづくり部景観まちなみ課

彦根市
滋賀県

都市建設部都市計画課

長浜市
滋賀県

都市整備部 都市計画課

近江八幡
市
滋賀県
都市計画部 都市計画課

FAX：055-994-0272
TEL：055-948-2909
https://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/tosikei
/okugaikoukokubutu/okugaikoukokubutunituit
e.html
FAX：055-948-1468
TEL：0779-64-4815
https://www.city.ono.fukui.jp/kurashi/kankyosumai/keikan-okugai/okugaikoukokubutu.html
FAX：0779-66-1118
TEL:0749-30-6148
https://www.city.hikone.lg.jp/
FAX:0749-24-8517
TEL：0749-65-6562
https://www.city.nagahama.lg.jp/soshiki/116-0-0-0_1.html
FAX：0749-65-6760
TEL:0748-36-5510
https://www.city.omihachiman.lg.jp/soshiki/to
shi/okugaikoukoku/708.html
FAX:0748-32-5032
TEL：077-561-6507

〒410-2211 伊豆の国市長岡340-1

〒912-8666 福井県大野市天神町1-1

〒522-8517 滋賀県彦根市元町4-2

〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地

〒521-1392 滋賀県近江八幡市安土町小中1番地8

〒525-8588 草津市草津3丁目13番30号

http://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/toshi
keikaku/keikan/okugaikokoku/index.html
草津市
滋賀県

都市経済部都市計画・交通政策課

FAX：077-561-2486
TEL：077-582-1132

〒524-8585 守山市吉身2丁目5－22

FAX：077-582-6947
TEL:077-551-0116

〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号

FAX:077-552-7000
ＴＥＬ：0748-69-2203

〒528-8502 滋賀県甲賀市水口町水口6053番地

ＦＡＸ：0748-63-4601
TEL：077-587-6324

〒520－2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地１

FAX：077-586-2176
TEL:0748-71-2348

〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地

FAX:0748-72-7964
TEL：0740-25-8571

〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑565番地

FAX：0740-25-8572
TEL:0749-53-5144

〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地

TEL:0749-53-5138
TEL:0748-24-5655

〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号

FAX:0748-24-1249
TEL：0774-20-8918

〒611-0013 宇治市宇治琵琶33

FAX：0774-21-0400
TEL：0772-32-0502

〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651

http://www.city.moriyama.lg.jp/index.shtml
守山市
滋賀県

建設部 都市計画課

栗東市
滋賀県

建設部都市計画課

http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kensetsu/to
kei/gyoumu/okugaikoukokubutu/9158.html

http://www.city.koka.lg.jp/9861.htm
甲賀市
滋賀県

都市建設部都市計画課

野洲市
滋賀県

建設経済部都市政策課

湖南市
滋賀県

都市整備部 都市政策課

高島市
滋賀県

まち整備部 都市計画課

http://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/toshikeikak
u/keikan_machidukuri/1450767727194.html
http://www.city.konan.shiga.jp/cgi/list.php?KK
BN=1315
http://www.city.takashima.lg.jp/www/contents
/1272012641147/index.html
http:/www.city.maibara.lg.jp/sangyo/kaihatsu/
koukoku/7932.html

米原市
滋賀県

土木部 都市計画課

東近江市
京都府 都市整備部歴史まちづくり推進課
宇治市
京都府
伊根町

企画観光課

http://www.city.higashiomi.shiga.jp/000000109
4.html
https://www.city.uji.kyoto.jp/soshiki/88/4948.
html
http://www.town.ine.kyoto.jp/topics/1482389
172506.html
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FAX：0772-32-1333

屋外広告物条例制定済みのその他の市町村(96)
団体名
兵庫県

担当課
まちづくり部地域計画課景観室

令和３年４月１日現在
屋外広告物HPアドレス

TEL/FAX
TEL：079-552-1118

郵便番号/住所
〒669-2397 丹波篠山市北新町41

FAX：079-552-0619
TEL:0796-23-1712

〒668-8666 豊岡市中央町2番4号

FAX:0796-24-8254
TEL：0797-38-2109

〒659-8501 芦屋市精道町7番6号

https://www.city.tambasasayama.lg.jp/jigyosh
anohohe/machizukuri_keikan/8876.html
丹波篠山
市
兵庫県
都市整備部都市整備課
豊岡市
兵庫県

都市建設部都市計画課

芦屋市
奈良県

まちづくり部緑地景観課

橿原市
鳥取県

建設部管理計画課管理調整係

倉吉市
広島県

都市部まちづくり推進課

尾道市
広島県

建設部都市計画課

廿日市市
山口県 土木建築部都市計画課

萩市
愛媛県

https://www.city.toyooka.lg.jp/shisei/keikaku/
toshikeikaku/1003048/1003052.html
http://www.city.ashiya.lg.jp/toshikeikaku/kouk
oku/jourei.html

FAX：0797-38-2164
TEL：0744-47-3516(内 〒634-8586
http://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5 線152）
c352474f1a7f00f31b1e2c0
FAX：0744-24-9715
TEL：0858-22-8174
〒682-8611
http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/
kensetsu/kanri/42/
FAX：0858-22-8179
TEL：0848-38-9223
〒722-8501
https://www.city.onomichi.hiroshima.jp/soshiki
/33/1017.html
FAX：0848-38-9295
TEL：0829-30-9190
〒738-8501
https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/sos
hiki/51/51759.html
FAX：0829-31-0999
TEL：0838-25-3647
〒758-8555
http://www.city.hagi.lg.jp/soshiki/56/

建設部・都市整備課

橿原市八木町1丁目1-18

鳥取県倉吉市葵町722

広島県尾道市久保一丁目15番1号

広島県廿日市市下平良一丁目11番1号

山口県萩市大字江向510番地

FAX：0838-25-4011
TEL：0893-24-1719

〒795-8601 愛媛県大洲市大洲６９０－１

FAX：0893-24-1736
TEL：0895-49-7027

〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町１番地

FAX：0895-25-3130
TEL：0894-22-3111

〒796-0292 愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

FAX：0894-37-2646
TEL：0893-44-2111

〒795-3392 愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地

http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/toshiseib
i/0007.html
大洲市
愛媛県

都市整備課
https://www.city.uwajima.ehime.jp/site/tosikei
kaku/okugaikoukoku2.html

宇和島市
愛媛県 建設課
なし
八幡浜市
愛媛県 総務課
なし
内子町
福岡県

都市整備部土木管理課

大牟田市
福岡県 建設産業部都市計画課

FAX：0893-44-4300
http://www.city.omuta.lg.jp/hpKiji/pub/detail.a TEL：0944-41-2788
spx?c_id=5&id=5878&class_set_id=1&class_id=7
3
FAX：0944-41-2795
TEL：093-246-6261

〒836-8666 福岡県大牟田市有明町2丁目3番地

〒809-8501 福岡県中間市中間一丁目１番１号

http://www.city.nakama.lg.jp
中間市
福岡県

都市建設部都市計画課

FAX：093-244-1342
FAX：0940-37-1242

〒８１１－３４９２ 福岡県宗像市東郷一丁目1番1号

FAX：0940-37-1242
TEL：092-921-2121

〒818-0198 福岡県太宰府市観世音寺1丁目1番1号

FAX：092-928-7415
TEL：0940-62-5036

〒811-3293 福岡県福津市中央1丁目１番１号

FAX：0940-43-9005
TEL：0942‐72‐2111

〒838-0198 福岡県小郡市小郡２５５番地1

FAX：0942‐73‐0571
092-942-1119

〒811-3102 古賀市駅東1-1-1

092-942-3758
TEL：0952-40-7172

〒840-8501 佐賀市栄町1-1

https://www.city.munakata.lg.jp/w028/040/04
0/0010/201501270071.html
宗像市
福岡県

都市整備部都市計画課
http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/to
shi_seibi/181/355/461/9162.html

太宰府市
福岡県 都市整備部都市管理課
https://www.city.fukutsu.lg.jp/shisei/seisaku/
1/2156.html
福津市
福岡県

都市建設部都市計画課

小郡市
福岡県

建設産業部都市整備課

古賀市
佐賀県

建築指導課景観係

https://www.city.ogori.fukuoka.jp/1139/2078/
2120
https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/wor
k/toshikeikaku/057.php
https://www.city.saga.lg.jp/main/2500.html

佐賀市
長崎県

FAX：0952-40-7392
ＦＡＸ：0957-54-9595
都市計画課

大村市
長崎県

〒856-8686/長崎県大村市玖島1丁目25

http://www.city.omura.nagasaki.jp/keikan/mac
hi/toshi/okugai/kyoka.html
ＦＡＸ：0957-54-9595
TEL：0959-56-3111

建設課建設管理班

〒857-4701 長崎県北松浦郡小値賀町笛吹郷2376-1

なし
小値賀町
長崎県 都市計画課
松浦市
鹿児島県 都市・海岸整備課
指宿市

FAX：0959-56-4185
ＴＥＬ：0956-72-1111
http://www.citymatsuura.jp/www/contents/1539240806391/i
ＦＡＸ：0956-72-2292
ndex.html
TEL：0993-22-2111
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/machi/sya
kaikiban/kokoku/
FAX：0993-22-2160
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〒859-4598 長崎県松浦市志佐町里免365

〒89１-0497 指宿市十町2424番地

