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＜劣化した屋外広告物の例

近年、老朽化等による看板の落下等の重大な事故が発生しており、屋外広告物の安全性

の確保が全国的な問題になっています。

万が一、

れた会社やお店の評判までもが台無しになってしまう大切な看板。

定期的な点検を行い、「万が一」を未然に防ぎましょう
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屋外広告物の種類
これらは

お問い合わせ先

和泉市 

許可手続きの詳細は

和泉市ホームページへ

自分敷地にあるものは？

営利目的でないものは？

はり紙、はり札は？

自分の敷地にあるものは？

営利目的でないものは？

はり紙、はり札は

屋外広告物の種類
屋外広告物に該当します。
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Q１ 屋外広告物とは？

A１ 常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

幕などの広告物をいいます。

こんなものも屋外広告物です！

・建物の壁面などに直接文字を貼

・移動できるもので、夜間は収納している場合も

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり

・営利目的でないものも対象です。

Q３ 小さな広告物でも許可が必要？

A３ １つの事業所につき合計の表示面積が

ません。

また、敷地外にある広告物（

 

※その事業所の営業している敷地内にあるものを、

敷地外にあるものは、

離れた場所にあるものは、

Q４ 許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？

A４ 和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

また、次のような規制の厳しい地域があります。

・禁止区域

合計７㎡以内

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

地域です。

Q２ 自分の敷地内で設置していても許可が必要？

A２ 許可が必要です。

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

一定の規制がもうけられています。

自分の敷地以外で設置する場合も、

Q５ 色の規制はある？

A５ 現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

デザインを心がけましょう。

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

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対して表示、設置される看板、広告塔、広告

幕などの広告物をいいます。

こんなものも屋外広告物です！

建物の壁面などに直接文字を貼

移動できるもので、夜間は収納している場合も

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり

・営利目的でないものも対象です。

小さな広告物でも許可が必要？

１つの事業所につき合計の表示面積が

ません。合計が７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

また、敷地外にある広告物（

その事業所の営業している敷地内にあるものを、

敷地外にあるものは、

離れた場所にあるものは、

許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

次のような規制の厳しい地域があります。

禁止区域…原則

合計７㎡以内など、可能なものもあります

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

地域です。この場所はどんな規制？

自分の敷地内で設置していても許可が必要？

許可が必要です。

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

一定の規制がもうけられています。

自分の敷地以外で設置する場合も、

色の規制はある？

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

デザインを心がけましょう。

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

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対して表示、設置される看板、広告塔、広告

幕などの広告物をいいます。

こんなものも屋外広告物です！

建物の壁面などに直接文字を貼

移動できるもので、夜間は収納している場合も

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり

・営利目的でないものも対象です。

小さな広告物でも許可が必要？

１つの事業所につき合計の表示面積が

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

また、敷地外にある広告物（

その事業所の営業している敷地内にあるものを、

敷地外にあるものは、非自家用

離れた場所にあるものは、非自家用

許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

次のような規制の厳しい地域があります。

原則屋外広告

など、可能なものもあります

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

この場所はどんな規制？

自分の敷地内で設置していても許可が必要？

許可が必要です。自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

一定の規制がもうけられています。

自分の敷地以外で設置する場合も、

色の規制はある？ 

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

デザインを心がけましょう。

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

幕などの広告物をいいます。 

こんなものも屋外広告物です！ 

建物の壁面などに直接文字を貼り付けたり、ペイントしているものも含まれます。

移動できるもので、夜間は収納している場合も

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり

・営利目的でないものも対象です。 

小さな広告物でも許可が必要？ 

１つの事業所につき合計の表示面積が

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

また、敷地外にある広告物（非自家用

その事業所の営業している敷地内にあるものを、

非自家用広告物です。

非自家用広告物です。

許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

次のような規制の厳しい地域があります。

屋外広告物を表示（設置）できない地域

など、可能なものもあります

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

この場所はどんな規制？

自分の敷地内で設置していても許可が必要？

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

一定の規制がもうけられています。ご理解、ご協力をお願いします。

自分の敷地以外で設置する場合も、許可が必要です。

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

デザインを心がけましょう。 

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

付けたり、ペイントしているものも含まれます。

移動できるもので、夜間は収納している場合も

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり

 （例）施設名の表示、標語などの横断幕

事業主のみなさんへ

 

１つの事業所につき合計の表示面積が 7㎡以下（

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

非自家用※）は、７㎡以下でも許可が必要です。

その事業所の営業している敷地内にあるものを、

広告物です。自己の所有地でも、その事業所から

広告物です。

許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

次のような規制の厳しい地域があります。

表示（設置）できない地域

など、可能なものもあります。

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

この場所はどんな規制？など、詳しくは

自分の敷地内で設置していても許可が必要？

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

ご理解、ご協力をお願いします。

許可が必要です。

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

２ 

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

付けたり、ペイントしているものも含まれます。

移動できるもので、夜間は収納している場合も対象です。

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり

（例）施設名の表示、標語などの横断幕

事業主のみなさんへ

㎡以下（自家用

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

）は、７㎡以下でも許可が必要です。

その事業所の営業している敷地内にあるものを、自家用

自己の所有地でも、その事業所から

広告物です。 

許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

次のような規制の厳しい地域があります。 

表示（設置）できない地域

。 

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

など、詳しくは市にお問い合わせください。

自分の敷地内で設置していても許可が必要？ 

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

ご理解、ご協力をお願いします。

許可が必要です。 

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

付けたり、ペイントしているものも含まれます。

です。 

（例）貼り紙、貼り札、立て看板、アドバルーン、のぼり 

（例）施設名の表示、標語などの横断幕

事業主のみなさんへ

自家用※）の場合は、許可は必要あり

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

）は、７㎡以下でも許可が必要です。

自家用広告物といいます。

自己の所有地でも、その事業所から

許可が必要ない地域はある？また、規制が厳しい地域は？ 

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

表示（設置）できない地域です。ただし

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

市にお問い合わせください。

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

ご理解、ご協力をお願いします。

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

付けたり、ペイントしているものも含まれます。

（例）施設名の表示、標語などの横断幕

事業主のみなさんへ ～

）の場合は、許可は必要あり

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。

）は、７㎡以下でも許可が必要です。

広告物といいます。

自己の所有地でも、その事業所から

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。

ただし、自家用で表示面積

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

市にお問い合わせください。

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

ご理解、ご協力をお願いします。 

現在のところ、大阪府屋外広告物条例に色彩の制限はありません。周辺景観と調和した

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

付けたり、ペイントしているものも含まれます。 

（例）施設名の表示、標語などの横断幕 

～ 知っておき

）の場合は、許可は必要あり

７㎡を超える場合は、全ての広告物について許可が必要です。 

）は、７㎡以下でも許可が必要です。 

広告物といいます。 

自己の所有地でも、その事業所から 

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

域が許可区域（許可が必要な区域）で、許可が必要ない地域はほとんどありません。 

、自家用で表示面積

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

市にお問い合わせください。 

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

周辺景観と調和した

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、広告塔、広告

知っておき

）の場合は、許可は必要あり

和泉市では大阪府屋外広告物条例により、規制が定められています。和泉市内のほぼ全

、自家用で表示面積

・表示方法の制限区域…指定された道路の沿道などで、主に非自家用広告物の規制が厳しい

自分の敷地内で自由に広告物を設置できる状態では、屋外広告物が氾

濫し、街の景観が損なわれたり、落下や飛散など安全性が損なわれたりする恐れがあるため、

周辺景観と調和した

また、別の制度で「周辺環境との調和」の規定がある地域がありますので、注意が必要です。 

たい！屋外広告物の必要な手続き

Q６

A６

屋外広告物の許可は、許可期間は最長

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

Q８

A８

ほど金額が高くなります。

は

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、

Q７

A７

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

るか、広告業者に確認するようにしてください。

Q９

A９

録業者）」

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

への許可申請手続きなども業者が代理で行

にしてください。

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

Q

A

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

に、有資格者による

＜条例に定められた有資格者＞

・屋外広告士

・特殊電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者

・屋外広告業の

！屋外広告物の必要な手続き

６ 広告物を設置するときに許可をとっていれば大丈夫？

６ 設置するときだけではなく、

屋外広告物の許可は、許可期間は最長

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

８ 許可申請に、費用はかかる？

８ 許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

ほど金額が高くなります。

は 2,000 円です。

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、

７ 貸し看板（野立て看板）も、許可が必要？

７ 許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

るか、広告業者に確認するようにしてください。

９ 屋外広告物の工事は、どの業者に頼んでもよい？

９ 屋外広告物の設置（表示）工事は、

録業者）」に依頼してください

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

への許可申請手続きなども業者が代理で行

にしてください。

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

Q１０ 広告物の点検は誰がするの？

A１０ まずは、広告物の所有

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

に、有資格者による

＜条例に定められた有資格者＞

・屋外広告士  

・特殊電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者

・屋外広告業の

「屋外広告物点検技能講習

！屋外広告物の必要な手続き

広告物を設置するときに許可をとっていれば大丈夫？

設置するときだけではなく、

屋外広告物の許可は、許可期間は最長

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

許可申請に、費用はかかる？

許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

ほど金額が高くなります。

円です。また、有資格者による

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、

貸し看板（野立て看板）も、許可が必要？

許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

るか、広告業者に確認するようにしてください。

屋外広告物の工事は、どの業者に頼んでもよい？

屋外広告物の設置（表示）工事は、

に依頼してください

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

への許可申請手続きなども業者が代理で行

にしてください。登録業者であっても、

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

広告物の点検は誰がするの？

まずは、広告物の所有

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

に、有資格者による安全

＜条例に定められた有資格者＞

   

・特殊電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者

・屋外広告業の事業者団体が、公益認定を受けて実施する

「屋外広告物点検技能講習

！屋外広告物の必要な手続き

広告物を設置するときに許可をとっていれば大丈夫？

設置するときだけではなく、

屋外広告物の許可は、許可期間は最長

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

許可申請に、費用はかかる？

許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

ほど金額が高くなります。例えば、８

また、有資格者による

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、

貸し看板（野立て看板）も、許可が必要？

許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

るか、広告業者に確認するようにしてください。

屋外広告物の工事は、どの業者に頼んでもよい？

屋外広告物の設置（表示）工事は、

に依頼してください。和泉市内での屋外広告物の設置（表示）工事は、

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

への許可申請手続きなども業者が代理で行

登録業者であっても、

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

広告物の点検は誰がするの？

まずは、広告物の所有者等が日常的に、見回りをすることが重要です。

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

安全点検を行い、その結果報告書の添付が義務づけられています。

＜条例に定められた有資格者＞ 

・特殊電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者

事業者団体が、公益認定を受けて実施する

「屋外広告物点検技能講習」の修了者

！屋外広告物の必要な手続き

広告物を設置するときに許可をとっていれば大丈夫？

設置するときだけではなく、その後も

屋外広告物の許可は、許可期間は最長 2年（簡易な広告物は最長

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

許可申請に、費用はかかる？ 

許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

例えば、８㎡の広告板を

また、有資格者による点検

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、

貸し看板（野立て看板）も、許可が必要？

許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

るか、広告業者に確認するようにしてください。

屋外広告物の工事は、どの業者に頼んでもよい？

屋外広告物の設置（表示）工事は、必ず「大阪府に

。和泉市内での屋外広告物の設置（表示）工事は、

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

への許可申請手続きなども業者が代理で行

登録業者であっても、勝手に手続きしてくれるわけではありません！

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

広告物の点検は誰がするの？ 

者等が日常的に、見回りをすることが重要です。

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

点検を行い、その結果報告書の添付が義務づけられています。

・特殊電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者

事業者団体が、公益認定を受けて実施する

」の修了者 

！屋外広告物の必要な手続き ～ 

広告物を設置するときに許可をとっていれば大丈夫？

その後も２年ごとに継続許可の手続きが必要です。

年（簡易な広告物は最長

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

㎡の広告板を 1

点検費用、報告書の作成費用

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、

貸し看板（野立て看板）も、許可が必要？ 

許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

るか、広告業者に確認するようにしてください。 

３ 

屋外広告物の工事は、どの業者に頼んでもよい？

必ず「大阪府に

。和泉市内での屋外広告物の設置（表示）工事は、

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

への許可申請手続きなども業者が代理で行うのか、ご自身で手続きするのか、相談するよう

勝手に手続きしてくれるわけではありません！

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

者等が日常的に、見回りをすることが重要です。

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

点検を行い、その結果報告書の添付が義務づけられています。

・特殊電気工事資格のうちネオン工事にかかる資格取得者 

事業者団体が、公益認定を受けて実施する 

＜

 

広告物を設置するときに許可をとっていれば大丈夫？ 

２年ごとに継続許可の手続きが必要です。

年（簡易な広告物は最長

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

1基設置している場合、

、報告書の作成費用

出・受取りなどの手続きを代理人に依頼した場合は、その費用も

許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看

板）への広告掲載を依頼するときには、注意が必要です。市への許可申請は、広告業者が行

ってくれる場合が多いですが、許可申請を行ってくれているか、

屋外広告物の工事は、どの業者に頼んでもよい？ 

必ず「大阪府に屋外広告業登録をしている業者

。和泉市内での屋外広告物の設置（表示）工事は、

ないと請負うことができません。工事を依頼する際には、必ず登録業者かどうか確認し、市

のか、ご自身で手続きするのか、相談するよう

勝手に手続きしてくれるわけではありません！

大阪府のホームページに、登録業者の一覧が掲載されています

者等が日常的に、見回りをすることが重要です。

いとわからない不具合もあるため、定期的に有資格者に点検を依頼することが必要です。

大阪府屋外広告物条例では、高さが４ｍ以上の広告物については、２年ごとの継続許可の際

点検を行い、その結果報告書の添付が義務づけられています。

 

 

＜高さの考え方＞

２年ごとに継続許可の手続きが必要です。

年（簡易な広告物は最長 30 日）です。

継続許可の手続きをせずに許可期間が切れてしまうと、違法状態になってしまいます。

可期間が切れてしまった場合でも、許可申請をしていただくとまた許可することが

ご自身の事業所が継続できているか確認したい方は、市にお問い合わせください。

許可申請手数料が必要です。手数料は、広告物の大きさによって変わり、大きな広告物

基設置している場合、

、報告書の作成費用、申請書類の作成や提

その費用も必要です。

許可が必要です。貸し看板（野立て看板）は、非自家用広告物といい、小さいものでも

全て許可が必要です。また、規制により設置できない地域もあるので、貸し看板（野立て看
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