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和歌山県の概要

■人口
99.4万人

■地形
平野部が少なく森林が
７７％を占める（全国第6位）
■特産
みかん、梅、柿
■世界遺産（平成16年登録）
「紀伊山地の霊場と参詣道」



和歌山県の風景の特性

■のびやかに広がる平野と市街地

■丘陸地を活かした景観

■リアス式海岸

■紀伊山地の山地景観

■熊野三山周辺の景観



和歌山県の景観の取り組み

■景観計画区域
県内全域
（和歌山市・高野町を除く）

■特定景観形成地域
「熊野参詣道（中辺路）地域」
「高野山町石道周辺地域」

高野山町石道からの眺望景観



景観形成の方針（特定景観形成地域）

熊野の地へいざなうアクセスルート

（国道311号）

景観形成のイメージ



屋外広告物条例及び景観条例の経緯

昭和59年：条例制定
（現行の形式）

平成8年 ：一部改正

（許可基準）

平成16年：一部改正
（業登録導入）

平成23年：一部改正
（大幅な見直し）

屋外広告物条例 景観条例

平成20年：条例制定

平成21年：景観計画施行



屋外広告物の課題

・条例を知らない人が多い・・・

・違反広告物が多数存在し、違反指導したくても出来ない・・・

・昭和59年以降、許可基準をほとんど改正していない・・・
（許可基準が実態にそぐわない・厳しすぎる面も）

高速道路沿い（禁止地域）の違反広告物 交差点付近に乱立した違反広告物



広告物の違反状況

■広告物の実態調査を実施

・半数近くが基準違反

・9割以上が許可申請書未提出

調査件数 違反件数 割合 許可済件数
独立広告物（自家用） 32 14 44% 4
独立広告物（一般） 8 4 50%
壁面広告物 50 22 44% 1
屋上広告物 11 6 55% 1
突出し広告物 3 0 0% 1

合計 104 51 49% 7

幹線道路沿線の一部地域の状況



県民意識調査

■広告物に対する具体的印象を調査（郵送による調査）

目的地の所在地が分かり便利である 35.6 34.7 16.4 6.2 4.22.8

24.0 26.0 30.8 10.2 6.5 2.5屋外広告物の数が多く形状が不ぞろ
いで景観を損ねている

15.5 23.4 37.0 13.0 7.3 3.7デザインや色彩が景観を損ねている

屋外広告物の大きさが大きく、景観を
損ねている

はり紙、のぼり、立て看板等が景観
を損ねている

13.6 16.7 43.5 13.6 9.9 2.8

27.7 26.6 26.6 9.9 6.8 2.5

12.1 24.3 33.1 14.1 13.8 2.5活気を与えている

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらともいえない どちらかといえばそう思わない

そう思わない 不明・無回答



許可基準の改正にあたっての協議

・和歌山県屋外美術協同組合と協議
平成22年～平成23年：3回

・市町村屋外広告物担当者ＷＧを設立
平成22年～平成23年：3回

・和歌山県景観審議会
平成22年～平成23年：６回



業者・市町村担当者などの意見

・観光地などでは一定の広告物は必要である

・広告主は規制がある事自体知らない

・きめ細かな規制が必要

・実態とかけ離れた規制になっている

・指導出来ないし、違反だと分かって広告物が建てられている
（悪質な業者が多い）

・違反指導が出来る制度・体制にして欲しい

・色彩など景観を守る規制は必要



屋外広告物の改正の方針

１．地域の特性に応じた、新たな地域区分の設定・
メリハリのある基準の設定

２．時代情勢に応じた基準の設定

１．地域の特性に応じた、新たな地域区分の設定・
メリハリのある基準の設定

２．時代情勢に応じた基準の設定

■改正の方針

■改正のポイント

・実態に沿った基準を設定し、違反指導を行う。
・景観が良いところでは厳しく、商業地では緩く

メリハリをつける

・実態に沿った基準を設定し、違反指導を行う。
・景観が良いところでは厳しく、商業地では緩く

メリハリをつける



地域の特性に応じた新たな地域区分の設定地域の特性に応じた新たな地域区分の設定地域の特性に応じた新たな地域区分の設定地域の特性に応じた新たな地域区分の設定

・許可地域を県下全域に拡大

・許可地域を３つの地域に細分化

第1種・第3種
以外の地域

景観の保全が
必要な地域

景観への配慮が
特に必要な地域

市街地や商業地

禁止地域 許可地域

禁止地域 第1種地域 第2種地域 第3種地域

規制
弱強



和歌山県規制概要図和歌山県規制概要図和歌山県規制概要図和歌山県規制概要図

：禁止地域

：第1種地域

：第2種地域

：第3種地域



■壁面広告物

地域の特性に応じた地域の特性に応じた地域の特性に応じた地域の特性に応じたメリハリのある基準メリハリのある基準メリハリのある基準メリハリのある基準設定設定設定設定

壁面面積に応じた許可基準を新たに設定

現行基準：壁面の大きさに関係なく一律の許可基準
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地域の特性に応じた地域の特性に応じた地域の特性に応じた地域の特性に応じたメリハリのある基準メリハリのある基準メリハリのある基準メリハリのある基準設定設定設定設定

現行基準現行基準現行基準現行基準

第第第第2222種種種種地域地域地域地域 第第第第3333種種種種地域地域地域地域



総量規制を新たに設定

時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定

総量規制→１の敷地における広告物の表示面積の合計
の基準
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【信号機等からの距離】
独立して設置される広告物は、踏切、横断歩道、信号機、
道路標識及びカーブミラーから10m以上離してください。

交差点に設置された広告物交差点に設置された広告物交差点に設置された広告物交差点に設置された広告物

自家用広告物→削除
一般広告物 →現行とおり



交差点に設置された広告物交差点に設置された広告物交差点に設置された広告物交差点に設置された広告物

交差点に設置された広告物は必要性が高い

信号機付近に設置された一般広告物を案内広告物に誘導



案内広告物の許可基準の改正内容案内広告物の許可基準の改正内容案内広告物の許可基準の改正内容案内広告物の許可基準の改正内容

■案内板における表示面積の割合を新たに設定
→案内に要する面積は表示面積の1/3以上であること

■案内板の面積基準を緩和
→現行2㎡→5㎡（第2種・第3種地域）3㎡（第1種地域）に改正

■集合化規定を設定
→ 3者以上の者が共同で表示する場合は、表示面積は10㎡以下（通常：2㎡以下）

（表示面積の割合） （集合化規定）

案内広告物を誘導するために許可基準を改正



■色彩基準

時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定

◇禁止地域、第1種地域

彩度が8を超える色彩を使用する面積は表示面積の1/3以下

不適合 適合

景観を保全するため、色彩規制を導入



■色彩基準

時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定

◇第2種地域、第３種地域

彩度が8を超える色彩を使用する面積は表示面積の1/3以下
の場合、面積基準を通常基準の1.5倍となる。

1.5倍に緩和

色彩に配慮された広告物の場合は、面積基準を緩和



■電光表示広告物

時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定時代情勢に応じた基準の設定

電光表示広告物
の総量30㎡以下

電光表示広告物の
総量20㎡以下

設置禁止

（0.5㎡以下は除く）

第3種地域第2種地域第1種地域禁止地域

設置基準：各広告物の一般広告物（面積、高さ等）

の基準を遵守

景観に与える影響が大きいために、基準を新たに設定



平成23年10月1日
（施行日）

経過措置について経過措置について経過措置について経過措置について

平成26年10月1日

新基準新基準新基準新基準旧基準 旧基準

許可更新日

許可期間3年の広告物

■経過措置期間を延長

延長期間

改正の旨について周知を実施



■許可基準の見直しを契機にして違反広告物対策を強化

今後について今後について今後について今後について

平成23年10月1日以降は県と市町村の

連携を密にし、違反広告物対策を強化

違反屋外広告物対策アクションプランを作成予定



違反広告物対策について違反広告物対策について違反広告物対策について違反広告物対策について

違反屋外広告物対策アクションプラン

○違反広告物処理要領の作成

○広告業者に対する処分要綱の作成

違反対策の手法

重点指導路線の設定

○違反広告物是正重点指導路線の設定

違反指導の連携強化

○違反広告物対策連絡協議会の設立


