
番号 都道府県 市町村 日時 イベント等の名称 主催 後援 テーマ イベント等の概要 場所 問い合わせ先

1 北海道
9月1日～
9月30日

令和３年度（2021年度）屋
外広告物クリーン強調月間

北海道 －
広告物の安全対策
ルールの普及啓発

条例の普及啓発、広告景観
形成意識の高揚、条例に違
反する広告物の是正指導。

道内全域
北海道建設まちづくり局都市計画課
TEL：011-231-4111（内線29-827）

2 北海道
9月1日～
9月30日

令和３年度（2021年度）官
民連携屋外広告物安全対
策パトロール

北海道、一般社団法人
北海道屋外広告業団
体連合会

－
危険な屋外広告物の調査、
確認。

道内各（総合）振
興局ごとに設定

北海道建設まちづくり局都市計画課
TEL：011-231-4111（内線29-827）

3 北海道 札幌市 9月7日、9日
札幌市屋外広告物安全パ
トロール

札幌市、協同組合札幌
広告美術協会

－
屋外広告物設置者に対する
安全管理の啓発、指導。

札幌市清田区、西
区にて実施

札幌市建設局総務部道路管理課
TEL：011-211-2452

4 秋田県 秋田市
9月1日～
9月10日

令和３年度屋外広告物適
正化旬間における啓蒙活
動

秋田市
秋田県屋外広告物美
術協同組合

秋田市屋外広告物条例と安
全点検の義務化

条例の普及啓発、広告物の
事故防止と安全管理の徹
底。

秋田市役所市民
ホール

秋田市都市計画課都市環境担当
TEL：018-888-5764

5 山形県 9月1日、2日
違反広告物簡易除却等パ
トロール

山形県 －
違反広告物の簡易除却及び
設置者に対する是正指導

パトロールを実施し、違反広
告物の簡易除却及び違反物
件設置者に対する是正指導
を行う。

山形県東南村山
地域

山形県村山総合支庁建設部建設総
務課
TEL：023-621-8188

6 山形県
9月1日～
9月10日

違反広告物簡易除却等パ
トロール

山形県 －
違反広告物の簡易除却及び
設置者に対する是正指導

パトロールを実施し、違反物
件設置者に対する是正指導
を行う。

山形県西村山地
域

山形県村山総合支庁建設部西村山
建設総務課
TEL：0237-86-8377

7 山形県 10月13日 安全点検啓発活動 山形県 －
安全点検の啓発・老朽広告
物の巡回パトロール

パトロールを実施し、屋外広
告物設置者に対し安全点検
義務について周知し、併せ
て、老朽広告物の是正指導
を実施する。

東根市温泉町地
域内、尾花沢市銀
山温泉町地内、尾
花沢市商店街等

山形県村山総合支庁建設部北村山
建設総務課
TEL：0237-47-8655

8 山形県
9月6日、8日、
9日

違反広告物是正指導パト
ロール

山形県 －
違反広告物の設置者に対す
る是正指導

パトロールを実施し、違反広
告物の設置者に対する是正
指導を行う。

山形県最上地域
山形県最上総合支庁建設部建設総
務課
TEL：0233-29-1376

9 山形県 9月2日、7日 安全点検啓発パトロール 山形県 －
安全点検の啓発
老朽広告物の巡回パトロー
ル

パトロールを実施し、屋外広
告物設置者に対し安全点検
義務について周知し、併せ
て、老朽広告物の是正指導
を行う。

山形県庄内地域
（主要道路沿線）

山形県庄内総合支庁建設部建設総
務課
TEL：0235-66-5586

10 山形県
9月1日～
9月10日

違反広告物是正指導パト
ロール

山形県 －
違反広告物の設置者に対す
る是正指導

パトロールを実施し、違反広
告物の設置者に対する是正
指導を行う。

山形県置賜地域
山形県置賜総合支庁建設部建設総
務課
TEL：0238-26-6069

11 山形県
9月7日、9日、
10日

違反広告物簡易除却等パ
トロール

山形県 －
違反広告物の簡易除却及び
設置者に対する是正指導

パトロールの実施
山形県西置賜地
域

山形県置賜総合支庁建設部西置賜
建設総務課
TEL：0238-88-8223

12 山形県
9月7日、9日、
10日

違反事業所への是正指導 山形県 －
違反広告物の設置者に対す
る是正指導

既知違反広告物の設置者を
訪問して是正指導を行った。

山形県西置賜地
域

山形県置賜総合支庁建設部西置賜
建設総務課
TEL：0238-88-8223

13 山形県
9月7日～
9月10日

条例の周知と安全点検の
啓蒙活動

山形県 －
屋外広告物の安全管理の普
及啓発

条例の周知と安全点検の重
要性を周知するためパンフ
レットとチラシを配布した。

山形県西置賜地
域

山形県置賜総合支庁建設部西置賜
建設総務課
TEL：0238-88-8223

14 山形県 山形市
9月1日～
9月3日

安全点検啓発活動 山形市 －
老朽危険広告物の巡回パト
ロール

緊急の補修を要する老朽危
険広告物がないか車両で巡
回パトロールを行う。

山形市内
山形市まちづくり政策部まちなみデ
ザイン課屋外広告物係
TEL：023-641-1212(内線525)

15 山形県 山形市
9月6日～
9月10日

違反指導活動 山形市 －
違反広告物設置者に対する
是正指導

違反物件設置者に対し是正
に向けた訪問及び文書送付
を行う。

山形市内
山形市まちづくり政策部まちなみデ
ザイン課屋外広告物係
TEL：023-641-1212(内線525)

16 山形県 山形市
9月8日 景観重点地区における屋

外広告物設置基準の周知
山形市 －

景観重点地区に指定された
山寺・蔵王温泉地区の設置
基準の周知

屋外広告業者へ山寺・蔵王
温泉地区の設置基準を定め
たチラシを送付する。

山形市内
山形市まちづくり政策部まちなみデ
ザイン課屋外広告物係
TEL：023-641-1212(内線525)

17 栃木県 宇都宮市
9月1日～
9月10日

屋外広告の日キャンペーン
栃木県屋外広告美術
共同組合ほか

宇都宮市ほか
9月10日屋外広告の日　《変
わりゆく人や未来を照らすサ
イン》

横断幕の設置による啓発。
JR宇都宮駅西口
ペデストリアンデッ
キ

栃木県屋外広告美術協同組合
TEL：028-636-1051

18 栃木県 宇都宮市
9月1日～
9月6日

屋外広告物適正化旬間 宇都宮市 －
ルールを守って美しい広告
景観を

栃木県屋外広告美術協同組
合の協力による条例の普及
啓発等のパネル展示。

宇都宮市庁舎1階
市民ホール

宇都宮市都市整備部建築指導課
TEL：028-632-2573

19 埼玉県 さいたま市
9月1日～
9月30日

令和３年度さいたま市屋外
広告物適正化キャンペーン

さいたま市 －
屋外広告物適正化の推進を
図る

関係業界団体への啓発文書
の送付。

さいたま市内
さいたま市都市局都市計画部都市
計画課まちなみ・景観係
TEL：048-829-1409

20 埼玉県 越谷市 9月7日 違反広告物の一斉除却
越谷市、越谷市屋外広
告物対策協議会

－
まちの良好な景観の形成及
び風致の維持

行政・民間と連携して簡易除
却対象の違反広告物の撤
去。

越谷市内全域
越谷市都市整備部都市計画課
TEL：048-963-9221

21 埼玉県 川口市 9月中 屋外広告物適正化旬間 川口市 －
チラシ配布による普及啓発。
広報誌での普及啓発。
市ＨＰによる普及啓発。

川口市内
川口市都市計画部都市計画課
ＴＥＬ：048-242-6333

令和３年度「屋外広告物適正化旬間」の実施内容（取組結果）
【イベント等の開催一覧】
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22 千葉県 11月24日
千葉県屋外広告物点検セ
ミナー

屋外広告物官民連携
事業実行委員会（千葉
県屋外広告美術協同
組合、千葉県、船橋
市、柏市）

国土交通省、千葉市
身につく屋外広告物の安全
点検知識

屋外広告物の安全点検に関
する技能や知識の普及。

オンライン形式に
よる開催

千葉県県土整備部都市整備局公園
緑地課景観づくり推進班
TEL：043-223-3279

23 千葉県 千葉市 11月24日
千葉県屋外広告物点検セ
ミナー

屋外広告物官民連携
事業実行委員会（千葉
県屋外広告美術協同
組合、千葉県、船橋
市、柏市）

国土交通省、千葉市 身につく屋外広告物の安全
点検知識

屋外広告物の安全点検に関
する技能や知識の普及。

オンライン形式に
よる開催

千葉市都市局都市部都市計画課都
市景観デザイン室
TEL：043-245-5307

24 千葉県 船橋市 11月24日
千葉県屋外広告物点検セ
ミナー

屋外広告物官民連携
事業実行委員会（千葉
県、船橋市、柏市、千
葉県屋外広告美術協
同組合)

国土交通省、千葉市
身につく屋外広告物の安全
点検知識

屋外広告物の安全点検に関
する技能や知識の普及。

オンライン形式に
よる開催

船橋市建設局都市計画部都市計画
課景観係
TEL：047-436-2528

25 千葉県 柏市 11月24日
千葉県屋外広告物点検セ
ミナー

屋外広告物官民連携
事業実行委員会（千葉
県屋外広告美術協同
組合、千葉県、船橋
市、柏市）

国土交通省、千葉市 身につく屋外広告物の安全
点検知識

屋外広告物の安全点検に関
する技能や知識の普及。

オンライン形式に
よる開催

柏市土木部道路総務課
TEL：04-7167-1299

26 東京都
9月1日～
10月31日

令和３年度共同除却キャン
ペーン

東京都
警視庁、各道路管理
者、各区市町、関係団
体ほか

屋外広告物方法７条第４項
の規定に基づく簡易除却の
一斉実施。

都内全域
東京都都市整備局都市づくり政策
部緑地景観課
ＴＥＬ：03-5388-3335

27 神奈川県
9月1日～
9月10日

神奈川県屋外広告物適正
化キャンペーン

神奈川県 －
屋外広告物制度の普及啓発
など

屋外広告物制度普及のため
のチラシ配布。
違反屋外広告物の除却。
目視等による屋外広告物の
安全性を高める取組。

神奈川県内市町
村の主要駅・商店
街地区、主要道路
沿線等

神奈川県県土整備局都市部都市整
備課
TEL：045-210-6209

28 神奈川県 川崎市
9月1日～
9月10日

屋外広告物適正化旬間の
取組

川崎市 －
屋外広告物のルールを守
り、安全・安心で美しいまち
づくり

市内一斉除却活動、屋外広
告物のルールに関するチラ
シ配布・各区役所デジタル
サイネージへの動画放映な
どの普及啓発活動の実施。

川崎市内全域
川崎市建設緑政局道路管理部路政
課
TEL：044-200-2814

29 神奈川県 相模原市
9月1日～
9月10日

「屋外広告の日」キャン
ペーン

一般社団法人神奈川
県広告美術協会ほか

相模原市ほか
条例の普及、都市景観の向
上、屋外広告物の安全性の
徹底を目的とした啓発活動。

市内
相模原市都市建設局まちづくり推進
部建築・住まい政策課
TEL：042-769-9252

30 神奈川県 藤沢市
9月1日～
9月7日

令和３年度神奈川県屋外
広告物適正化キャンペーン

藤沢市 －
「違反屋外広告物をなくして
きれいなまちに」

条例の普及啓発、広告景観
形成意識の高揚、条例に違
反する広告物の是正指導、
清掃活動。

9月1日～9月3日
は藤沢市内全域
9月6日は小田急
湘南台駅周辺
9月7日は藤沢駅
周辺

藤沢市計画建築部街なみ景観課
TEL：0466-50-3508

31 神奈川県 茅ヶ崎市 9月8日
違反屋外広告物一斉除却
キャンペーン

茅ヶ崎市 － 安全で美しいまちづくり
違反屋外広告物の簡易除
却。

茅ヶ崎市内一円
茅ヶ崎市都市部景観みどり課
TEL：0467-82-1111

32 神奈川県 大和市 9月10日
屋外広告物適正化キャン
ペーン

大和市

東京電力パワーグリッ
ド、NTT東日本、神奈
川県宅地建物取引業
協会ほか

良好な景観作りを目指して 違反屋外広告物の除却等。
大和市内主要駅
周辺及び市内の
幹線道路

大和市街づくり施設部街づくり推進
課
TEL：046-263-5483

33 長野県 飯田市 9月7日
令和３年度屋外広告物一
斉点検パトロール

飯田市 －

禁止物件に表示、掲出され
た違反広告物の簡易除却並
びに管理不全の広告物の調
査及び指導。

飯田市内
飯田市建設部地域計画課建築指導
係
TEL：0265-22-4511（内線3776）

34 新潟県
9月1日～
9月10日

令和３年度屋外広告物適
正化旬間におけるパトロー
ル及び簡易除却等

新潟県 －
令和３年度屋外広告物適正
化旬間におけるパトロール
及び簡易除却等。

新潟県内の国道、
主要地方道沿線

新潟県土木部都市局都市政策課
TEL：025-280-5426

35 新潟県 11月4日
タウンミーティングにいがた
2021

新潟県広告美術業協
同組合

－ パネルディスカッション プラーカ会議室
新潟県広告美術業協同組合
TEL：025-525-0171

36 富山県 11月15日
富山県景観づくりフォーラ
ム2021

富山県

富山県屋外広告美術
協同組合、富山県イベ
ントディスプレイ業協同
組合、富山県屋外広告
士会ほか

「景観広告とやま賞」及び「う
るおい環境とやま賞」の表彰
式、県民の景観づくりを促す
講演会。

タワー111スカイ
ホール

富山県土木部建築住宅課
TEL：076－444-9661

37 石川県 9月7日
第３４回いしかわ広告景観
賞

石川県、金沢市、屋外
広告業協同組合

石川県商工会議所連
合会ほか

優れた屋外広告物を表彰

石川県内の都市景観の向上
と屋外広告物に対する県民
の関心を高めることを目的
に、優れた屋外広告物に対
して、広告景観賞を授与す
るもの。

石川県庁
石川県土木部都市計画課景観形成
推進室
TEL：076-225-1759

38 石川県 金沢市 9月9日 サイン清掃ボランティア
石川県屋外広告業協
同組合

－ 金沢駅構内のサイン清掃。 金沢駅構内
石川県屋外広告業協同組合
TEL：076-222-6223
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39 石川県 金沢市 9月7日
いしかわ広告景観賞授賞
式

いしかわ広告景観賞実
行委員会（石川県、金
沢市、石川県屋外広告
業協同組合）

石川県市長会、石川県
町長会、石川県商工会
議所連合会、石川県商
工会連合会ほか

石川県内の都市景観の向上
と屋外広告物への関心を高
めることを目的に、優良な屋
外広告物を表彰。

石川県庁
いしかわ広告景観賞実行委員会事
務局
TEL：076-222-6223

40 石川県 金沢市 10月29日
金沢市広告景観協力賞授
賞式

金沢市 －
金沢らしい都市景観の向上
に大きく貢献した物件のする
広告主を表彰。

金沢市役所
金沢市都市整備局景観政策課
TEL：076-220-2364

41 岐阜県
9月1日～
9月10日

県下一斉除却及び街頭是
正指導、啓発事業

各地区美しいひだ・み
の景観づくり推進会議

－
違反広告物の是正指導、
ルールの啓発。

岐阜県内各地
岐阜県都市建築部都市政策課
TEL：058-272-8648

42 岐阜県 岐阜市 10月6日
簡易除却及び街頭是正指
導

岐阜市 －
違反広告物の簡易除却及び
街頭是正指導

違反広告物の簡易除却及び
道路上の違反広告物の是正
指導（のぼり旗や立看板等
簡易な広告物対象）。

岐阜市内中心部
岐阜市まちづくり推進部開発指導景
観課
TEL：058-265-3985

43 静岡県
9月1日～
9月10日

屋外広告物適正化旬間事
業（県下一斉の違反広告
物のパトロール）

静岡県
県内各市

－
・違反広告物のパトロール、
県内一斉の簡易除却活動や
安全管理の啓発活動を行う

違反広告物のパトロール、
簡易除却活動のほか、屋外
広告物の安全管理のPR活
動を実施する。

静岡県内全域
静岡県交通基盤部都市局景観まち
づくり課
TEL：054-221-3702

44 静岡県 静岡市 10月7日
令和３年度「屋外広告物制
度の普及啓発事業」

静岡市 －
屋外広告物制度および安全
管理について

屋外広告物制度の普及啓発
と、日常的な安全点検の重
要性についての出前講座。

各業界団体の事
務所等

静岡市都市局建築部建築総務課屋
外広告物係
TEL：054-221-1123

45 愛知県 岡崎市 12月2日
おかざきサインフォーラム
2021（第７回愛知広告景観
タウンミーティング）

愛知県広告美術業協
会
共催：愛知県、岡崎
市、愛知県屋外広告士
会

国土交通省

基調講演「屋外広告物が景
観に与える影響」京都市立
芸術大学　藤本教授
「街歩き」実施報告

愛知県及び県下各市の屋広
告物行政担当者と愛知県広
告美術業協同協会の組合員
が基調講演、「街歩き」実施
報告を通して官民連携によ
り屋外広告物の適正化を推
進する。

フォーラム開催：
岡崎市福祉会館
街歩き実施自治
体：岡崎市、豊川
市、知多市、日進
市

岡崎市都市政策部まちづくりデザイ
ン課屋外広告物係
TEL：0564-23-6658

46 福井県 福井市 11月23日 屋外広告物パトロール 福井市
福井県屋外広告美術
協同組合

屋外広告物の調査・パトロー
ル

西別院前通り商
店街、松本商店街
振興会

福井市建設部管理課課
TEL：0776-20-5555

47 福井県 敦賀市 8月中 違反広告物等の現地調査 敦賀市 －

商店街エリアにおける現地
調査を実施し、広告景観形
成の現況把握を図るとともに
今後の方向性を検討する。

敦賀市内商店街
敦賀市都市整備部都市政策課
TEL：0770-22-8137

48 福井県 大野市
9月1日～
9月30日

令和３年度屋外広告物適
正化旬間

大野市 －
屋外広告物条例及び屋外広
告物の安全管理の周知・啓
発

屋外広告物条例及び屋外広
告物の安全管理の周知・啓
発（広報・HP）。

広報誌・HP等
大野市くらし環境部交通住宅まちづ
くり課
TEL：0779-64-4815

49 福井県 勝山市
8月12日発行
9月7日

広報かつやま８月号へ屋
外広告物について掲載、パ
トロール

勝山市 － 安心、安全な広告物を。
県条例の普及啓発。
違反広告物の把握と是正指
導。

勝山市内
勝山市都市建設課都市施設整備係
TEL：0779-88-8107

50 福井県 鯖江市
9月1日～
9月10日

鯖江市ホームページで周
知

鯖江市 －
条例の普及啓発、安全点検
の重要性の周知。

－
鯖江市都市整備部都市計画課
TEL：0778-53-2239

51 福井県 越前市 9月15日
越前市広報に記事掲載し
全戸へ配布

越前市 － 安全点検の啓発
屋外広告物
適正化旬間のＰＲ

越前市内
越前市都市計画課
TEL：0778-22-3012

52 福井県 坂井市 9月9日、10日 屋外広告物パトロール 坂井市 －

屋外広告物危険物件、違反
広告物等について重点区域
をメインとしてパトロールを
行う。

坂井市内
坂井市建設部都市計画課
TEL：0776-50-3050

53 福井県 南越前町
9月1日～
9月3日

違反広告の適正化パトロー
ル

南越前町 －
違反広告物の調査パトロー
ル（直営）

－
南越前町建設整備課
TEL：0778-47-8003

54 福井県 越前町 9月1日発行
越前町広報誌「広報えちぜ
ん9月号」

越前町 －
ご存知ですか？
屋外広告物のルール

屋外広告物条例及び屋外広
告物の安全管理の周知・啓
発（広報・HP）。

広報誌・HP等
越前町役場定住促進課
TEL：0778-34-8727

55 福井県 美浜町
9月1日～
9月30日

屋外広告物の適正化に向
けた普及啓発活動

美浜町 －
未申請広告物の調査と是正
指導。

美浜町内
美浜町土木建築課
TEL：0770-32-6707

56 福井県 高浜町 9月中 屋外広告物適正化旬間 高浜町 －
屋外広告物の適正化につい
て

屋外広告物条例及び屋外広
告物の安全管理の周知・啓
発（広報・HP）。

広報誌・HP等
高浜町建設整備課
TEL：0770-72-7702

57 福井県 若狭町 9月1日、7日 屋外広告物パトロール 若狭町 －
屋外広告物の適正化につい
て

広告物の安全点検（目視な
ど）

若狭町内
若狭町建設水道課
TEL：0770‐45‐9103

58 福井県 永平寺町 9月3日 屋外広告物パトロール 永平寺町 －
屋外広告物の調査・パトロー
ル（直営）

永平寺町内
永平寺町建設課
TEL：0776-61-3948
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59 滋賀県 11月12日 びわこタウンミーティング
滋賀県広告美術協同
組合

滋賀県、野洲市
滋賀の屋外広告物の安全に
ついて考える

屋外広告物の安全点検に関
する講演、防災協定に関す
る講演、行政側からの情報
提供。

野洲市内
滋賀県土木交通部都市計画課景観
係
TEL：077-528-4184

60 滋賀県 彦根市
9月1日～
9月10日（内2
日間）

令和３年度屋外広告物ク
リーンアップ

彦根市 －
秩序ある良好な広告景観を
つくろう

市内を巡回し、簡易除却を
実施する。

彦根市内全域
彦根市景観まちなみ課
TEL：0749-30-6148

61 滋賀県 彦根市
9月1日～
9月10日（内1
日間）

令和３年度 未申請屋外広
告物の申請促進通知

彦根市 － 屋外広告物の申請をしよう
市内にある未申請屋外広告
物の所有者に、申請手続き
をするよう通知する。

彦根市内全域
彦根市景観まちなみ課
TEL：0749-30-6148

62 滋賀県 彦根市
9月1日～
9月10日（内1
日間）

令和３年度屋外広告物の
安全点検啓発

彦根市
滋賀県広告美術協同
組合彦根支部、商店街
組合

屋外広告物の安全点検をし
よう

商店街の店舗を訪問し、商
店街看板の安全点検の必要
性について周知啓発を行う。

商店街店舗
彦根市景観まちなみ課
TEL：0749-30-6148

63 滋賀県 近江八幡市 9月10日
令和３年度近江八幡市屋
外広告物クリーンキャン
ペーン

近江八幡市 －
基準を守り良好な景観形成
に寄与する広告物の掲出を

簡易除却、違反広告物調査
及び違反広告物に係る安全
点検。

近江八幡市内全
域

近江八幡市都市整備部都市計画課
都市計画グループ
TEL：0748-36-5510

64 滋賀県 守山市
9月1日～
9月10日（内1
日間）

令和３年度屋外広告物ク
リーンキャンペーン

守山市 －
その屋外広告物！ルールを
守っていますか？

違反広告物の是正指導。
広告物の安全点検の実施。

守山駅前とその
周辺商店街

守山市都市計画・交通政策課
TEL：077-582-1132

65 滋賀県 甲賀市
9月1日～
9月10日

令和３年度屋外広告物ク
リーン強化月間

甲賀市都市計画課 －
良好な景観の形成及び適切
な設置及び管理の維持

違反広告物のパトロール及
び違反指導。

甲賀市内
甲賀市建設部都市計画課
TEL：0748-69-2203

66 滋賀県 野洲市
9月1日～
9月10日

屋外広告物クリーンキャン
ペーン

野洲市 －
ルールを守り、安全で美しい
まちづくり

道路上に掲出された屋外広
告物法第7条第4項に定める
違反広告物（はり紙、はり札
等、広告旗、または立看板
等）の簡易除却。
その他違反広告物等の是正
指導及び規制内容の啓発。
パトロール時の目視による
安全点検。

野洲市内
野洲市都市建設部都市計画課
TEL：077-587-6324

67 滋賀県 東近江市
9月1日～
9月10日

令和３年度屋外広告物ク
リーンキャンペーン

東近江市 －
違反広告物指導
パトロール

能登川地区
東近江市都市整備部都市計画課
TEL：0748-24-5655

68 滋賀県 米原市
9月1日～
9月10日

令和３年度屋外広告物ク
リーン強調月間

米原市 －
その広告物ルールを守って
いますか？

条例の普及啓発、広告景観
形成意識の高揚、条例に違
反する広告物の違反指導。

米原市内
米原市都市計画課
TEL：0749-53-5144

69 京都府 10月13日
第３８回屋外広告物キャン
ペーン

京都府広告美術協同
組合、共催：京都府、
京都市

京都商工会議所等

屋外広告物による事故を未
然に防止するため、毎年
キャンペーンを実施し、広く
広告物の管理者・所有者に
呼びかけ安全点検を行い、
併せて府・市民にもアピール
する。

屋外広告物の安全点検。
京都府内
（モデル点検は京
都市）

京都府建設交通部都市計画課
TEL：075-414-5327

70 京都府 宇治市 10月6日 違反広告物一斉撤去 宇治市 －
市内を巡回し違反広告物の
撤去を行う。

宇治市内
宇治市都市整備部歴史まちづくり推
進課
TEL：0774-20-8918

71 京都府 八幡市
9月1日～
9月10日

違反広告物の一斉簡易除
却

八幡市都市整備課 －
屋外広告物適正化旬間に合
わせて、市内全域をパトロー
ルし、簡易除却を行う。

八幡市内全域
八幡市都市整備部都市整備課
TEL：075-983-5843

72 大阪府
10月1日～
10月31日

令和３年度クリーンキャン
ペーン

大阪府、大阪府内市町
村（政令指定都市、中
核市除く）

－

毎年10月4日の「都市景観
の日」にちなみ10月を「違法
屋外広告物クリーンキャン
ペーン月間」と位置づけ、広
く府民に違法屋外広告物の
追放に関する啓発を実施す
る。

大阪府、市町村及びボラン
ティアにより、集中的に簡易
除却、啓発リーフレットの配
布を実施する。

大阪府内

大阪府建築部建築指導室建築企画
課
調整グループ
TEL：06-6210-9718

73 大阪府 堺市
9月1日～
9月10日

令和３年度屋外広告物適
正化旬間における現地啓
発活動

堺市 －
看板の掲出には許可が必要
です！
安全点検を行いましょう

許可申請及び、安全点検の
普及啓発。

堺市内
堺市建築都市局都市計画部都市景
観室
TEL：072-228-7432

74 大阪府 豊中市 9月10日
屋外広告物啓発キャン
ペーン

豊中市、大阪広告美術
協同組合

－
屋外広告物許可制度の周知
良好な景観形成及び公衆へ
の危害防止の観点での啓発

屋外広告物許可制度の周知
及び安全管理の啓発。

阪急曽根駅周辺
豊中市都市計画推進部都市計画課
TEL：06-6858-2419

75 大阪府 枚方市 12月7日
枚方市域屋外広告物合同
パトロール

枚方市、大阪広告美術
協同組合

－
屋外広告物許可制度の周知
良好な景観形成及び公衆へ
の危害防止の観点での啓発

京阪枚方市駅周辺において
屋外広告物許可制度の周知
及び安全管理の啓発を実
施。

京阪枚方市駅周
辺

枚方市都市整備部住宅まちづくり課
TEL：072-841-1478

76 大阪府 吹田市
10月11日～
10月15日

屋外広告物パネル展 吹田市 － まちで見られるピクトグラム

景観行政、屋外広告物行政
の取り組みのパネル展示。
まちで見られるピクトグラム
紹介。
屋外広告物許可制度の周知
屋外広告物LINE通報の周知
令和2年度の適正化旬間パ
トロール紹介。

吹田市役所1階ロ
ビー

吹田市都市計画部都市計画室
TEL：06-6170-2337

77 大阪府 高槻市 9月6日
屋外広告物啓発キャン
ペーン

高槻市、大阪屋外広告
美術協同組合

－

(1)屋外広告物許可制度の
周知
(2)良好な景観形成及び公衆
への危害防止の観点での啓
発

屋外広告物の適正管理の意
識向上および定期的な安全
点検の促進。

ＪＲ摂津富田駅・
阪急富田駅周辺

高槻市都市創造部都市づくり推進
課
TEL：072-674-7552
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78 兵庫県 姫路市 10月5日
道路・屋外広告物パトロー
ル

姫路市 －

危険な屋外広告物の点検
条例の普及啓発。
道路上の違反広告物の是正
指導。

大手前通り周辺
姫路市都市局まちづくり部まちづくり
指導課
TEL：079-221-2541

79 岡山県
10月28日
11月24日

官民一体となって考える屋
外広告物対策モデル事業

岡山県 －
まちの良好な景観の形成及
び風致の維持

官民ワークショップ（サイン
ウォッチング、グループワー
ク）の実施。

笠岡市、真庭市
岡山県土木部都市局都市計画課
TEL：086-226-7490

80 岡山県 岡山市
10月18日、19
日

令和３年度路上違反広告
物一斉指導

岡山市 －
条例の普及啓発、路上の違
反広告物の指導。

岡山市内中心部
岡山市都市整備局都市・交通部
都市計画課
TEL：086-803-1373

81 徳島県 9月10日
令和３年度徳島県屋外広
告物条例広報イベント

徳島県、徳島県屋外広
告協同組合

－
簡易除却、パトロール及び
普及啓発。

徳島市内
徳島県県土整備部都市計画課
TEL： 088-621-2566

82 香川県
9月14日～
10月15日

違反広告物の県内一斉除
却

香川県
(協力)国土交通省、県
内市町

違反広告物のパトロール及
び簡易除却。

香川県内全域
香川県土木部都市計画課
TEL：087-832-3559

83 愛媛県
9月1日～
9月30日

屋外広告物適正化推進強
化月間

愛媛県・県内市町 －

美しい景観を保持するととも
に、来県者が再び訪れたい
と思える魅力あふれるまち
づくりを推進する。

県・市町連携事業として、屋
外広告物の適正化に向けた
普及啓発を実施。

愛媛県全域
愛媛県土木部道路都市局都市計画
課
TEL：089-912-2736

84 高知県 高知市 9月10日
令和３年度違反広告物等
一斉除去

高知市
高知県、高知県屋外広
告美術協同組合ほか

正しい屋外広告物で美しく安
全なまちづくり

簡易除去対象広告物等の一
斉除去。
市広報による啓発。
違反広告物等に対する是正
指導。

高知市内
高知市都市建設部都市計画課
TEL：088-823-9465

85 福岡県 久山町 7月10日
さわやか道路美化推進事
業

福岡県 久山町商工会
県道 21，35，
546，547 号線

福岡県都市計画課
TEL：092-643-3711

86 佐賀県
9月1日～
9月30日

屋外広告物適正化旬間の
取り組み

佐賀県 －

佐賀県屋外広告美術協同組
合との安全点検パトロール、
公共用看板の点検・撤去活
動、違反広告物の撤去活
動。

佐賀県内各地区
（9月1日～9月30
日）

佐賀県県土整備部まちづくり課
TEL：0952-25-7326

87 熊本県 9月9日

令和３年度「屋外広告物適
正化旬間」における違反広
告物の県内一斉指導取締
り

熊本県
（協力）熊本市、国土交
通省熊本河川国道事
務所

違反広告物の是正強化を図
るとともに、屋外広告物に対
する県民の関心を高め、良
好な景観の形成を促進す
る。

熊本県内の主要
な国道、県道、市
道

熊本県土木部道路都市局都市計画
課
TEL：096-333-2522
熊本市都市建設局都市政策部都市
デザイン課
TEL：096-328-2508

88 熊本県 熊本市 9月9日

令和３年度「屋外広告物適
正化旬間」における違反広
告物の県内一斉指導取締
り

熊本市
熊本県・国土交通省熊
本河川国道事務所

屋外広告物条例の普及・啓
発と是正指導

条例の普及啓発、条例に違
反する広告物の是正指導。

熊本市内主要国
道・市道

熊本市都市建設局都市デザイン課
TEL：096-328-2508

89 大分県 10月5日
令和３年度屋外広告物安
全点検研修

大分県 －

大分県広告美術協同組合の
協力のもと、実際に県内に
ある看板の写真を用いて、
劣化等が起こりやすい箇所
や点検のポイントを解説し、
制度の普及啓発を行う。

オンライン形式に
よる開催

大分県土木建築部都市・まちづくり
推進課
TEL：097-506-4655

90 宮崎県
9月1日～
9月10日

屋外広告物適正化旬間 宮崎県 宮崎市 屋外広告物の適正化

違反広告物の簡易除却、是
正勧告、是正指導を実施す
ることで、美しい宮崎づくりを
推進。

宮崎県内全域
宮崎県都市計画課美しい宮崎づくり
推進室
TEL：0985-24-0041

91 宮崎県
9月1日～
9月10日

美しい宮崎づくりパネル展 宮崎県 宮崎市 美しい宮崎づくりの推進
美しい宮崎づくりや景観、屋
外広告物に関するルールの
啓発。

イオンモール宮崎
宮崎県都市計画課美しい宮崎づくり
推進室
TEL：0985-24-0041

92 宮崎県 9月1日
屋外広告物適正化旬間に
ついて

宮崎県 － 屋外広告物適正化旬間
新聞を通じて屋外広告物に
関するルールの啓発と美し
い宮崎づくりの推進。

宮崎日日新聞
宮崎県都市計画課美しい宮崎づくり
推進室
TEL：0985-24-0041

93 宮崎県 8月31日
屋外広告物適正化旬間に
ついて

宮崎県 － 屋外広告物適正化旬間
ラジオを通じて屋外広告物
に関するルールの啓発と美
しい宮崎づくりの推進。

MRTラジオ
宮崎県都市計画課美しい宮崎づくり
推進室
TEL：0985-24-0041


