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汚水及び
雨水を排除

安佐南区 八木五丁目，緑井一丁目及び
沼田町大字伴の各一部

分流式

佐伯区
五日市町大字上河内，坪井二
丁目，五日市中央二丁目及び
五日市四丁目の各一部

汚水を排除

西区 己斐西町の一部

安佐南区

緑井八丁目，東野三丁目，古
市一丁目，祇園六丁目，山本
六丁目及び山本八丁目の各一
部

安佐北区
小河原町，大林四丁目，三入
南二丁目及び亀山七丁目の各
一部

安芸区
瀬野五丁目，矢野東四丁目，
上瀬野南一丁目及び畑賀町の
各一部

佐伯区 五日市町大字下河内及び五日
市町大字上小深川の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７３号

平成２６年１１月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２６年１１月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置及
び名称区名 町名

西区 己斐西町の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区

八木五丁目，緑井一丁目，緑
井八丁目，東野三丁目，古市
一丁目，祇園六丁目，山本六
丁目，山本八丁目及び沼田町
大字伴の各一部

安佐北区
小河原町，大林四丁目，三入
南二丁目及び亀山七丁目の各
一部

佐伯区

五日市町大字上河内，五日市
町大字下河内，五日市町大字
上小深川，坪井二丁目，五日
市中央二丁目及び五日市四丁
目の各一部

安芸区
瀬野五丁目，矢野東四丁目，
上瀬野南一丁目及び畑賀町の
各一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

代表者の交代のため

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

未定小売業者が決定したため

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２６年１１月１７日から平成２７年３月１７日まで。

ただし，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日及び平成２６年１２

月２９日から平成２７年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２７年３月１７日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７２号

平成２６年１１月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２６年１１月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名
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競輪事務局 サテライトしおさ
い鹿島 石川　悟

競輪事務局 宇都宮競輪場 夏葉　恭弘
競輪事務局 大宮競輪場 齋田　克巳　
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 齊藤　憲悟
競輪事務局 立川競輪場 久保　義彦
競輪事務局 サテライト中越 福家　賢三
競輪事務局 サテライト双葉 大野　孝之
競輪事務局 松戸競輪場 赤坂　久郎
競輪事務局 サテライト船橋 廣瀬　英樹
競輪事務局 千葉競輪場 大堀　嘉昭
競輪事務局 サテライト成田 齋藤　敬一
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 サテライト鴨川 井上　馨
競輪事務局 サテライト水戸 生田目　好
競輪事務局 川崎競輪場 大石　陳郎
競輪事務局 平塚競輪場 天利　和彦
競輪事務局 伊東温泉競輪場 冨士　一成
競輪事務局 静岡競輪場 川口　英紀
競輪事務局 一宮競輪場 苅谷　素宏
競輪事務局 岐阜競輪場 青木　俊仁
競輪事務局 大垣競輪場 高橋　武
競輪事務局 豊橋競輪場 荒川　克己
競輪事務局 富山競輪場 黒田　光晴
競輪事務局 四日市競輪場 石田　康郎
競輪事務局 福井競輪場 南　裕之
競輪事務局 岸和田競輪場 藤井　宗孝
競輪事務局 小倉競輪場 富高　正雄
競輪事務局 別府競輪場 伊藤　雅一

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７６号

平成２６年１１月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２６年１１月２９日

４　委任期間

平成２６年１１月２９日から平成２７年２月２６日まで

別紙

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

広島市告示第５７４号

平成２６年１１月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２６年１１月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字井原の一部 井原高南農業集落排水処理施
設

安佐北区白木町大字三田の一部 下三田農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７５号

平成２６年１１月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２６年１１月２５日

４　委任期間

平成２６年１１月２５日から平成２７年２月２６日まで

別紙

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 函館競輪場 中村　謙三 Ｈ26．11．25～
Ｈ27．２．26競輪事務局 いわき平競輪場 鹿野　康夫

競輪事務局 サテライト大和 太田　裕人

競輪事務局 サテライトかしま 久保木　隆広

競輪事務局 サテライトあだたら 根本　茂信

競輪事務局 弥彦競輪場 熊木　克也

競輪事務局 サテライト会津 本多　正

競輪事務局 サテライト新潟 水澤　正一

競輪事務局 サテライト阿賀野 斎藤　雄希

競輪事務局 前橋競輪場 中林　靖夫

競輪事務局 取手競輪場 酒井　郁夫
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競輪事務局 サテライト横浜 石川　寿幸
競輪事務局 名古屋競輪場 藤田　吉克
競輪事務局 サテライト大阪 根耒　慶悟
競輪事務局 久留米競輪場 豊福　浩二
競輪事務局 サテライト北九州 岡崎　明美
競輪事務局 サテライト中洲 石橋　克彦
競輪事務局 佐世保競輪場 松本　浩二
競輪事務局 熊本競輪場 山浦　英樹
競輪事務局 サテライト阿久根 山下　泉

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７８号

平成２６年１１月２５日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及

び第１１５条の１５第２項の規定により，次に掲げる者から指定

地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事

業の廃止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号及び第

１１５条の２０第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

医療法人社
団たくみ会
きむらクリ
ニック

安芸ひまわ
り

広島県安芸郡
海田町日の出
町２番９号

平成26年
11月30日

認知症対応
型共同生活
介護及び介
護予防認知
症対応型共
同生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示５７９号

平成２６年１１月２５日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８０号

平成２６年１１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により，平成２６年７月１１日付けで届出された次の大

規模小売店舗について，同法第８条第２項の規定により意見書の

提出がありましたので，同条第３項の規定により，その概要を公

告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　（仮称）広島駅南口Ｂブロック第一種市街地再開

競輪事務局 小松島競輪場 坂東　大介 Ｈ26．11．29～
Ｈ27．２．26競輪事務局 サテライト札幌 村田　剛

競輪事務局 サテライト石狩 野澤　和雄
競輪事務局 サテライト男鹿 松村　めぐみ
競輪事務局 青森競輪場 内山　儀彦
競輪事務局 サテライト六戸 渡邊　和則
競輪事務局 サテライト石鳥谷 小山　和紀
競輪事務局 松阪競輪場 久保　秀朗
競輪事務局 奈良競輪場 米田　憲司
競輪事務局 京都向日町競輪場 岸本　勇雄
競輪事務局 和歌山競輪場 西　正也
競輪事務局 武雄競輪場 小田　修
競輪事務局 サテライト宮崎 永尾　征也
競輪事務局 サテライト三股 黒尾　聖洋
競輪事務局 サテライトみぞべ 幸尾　大基
競輪事務局 サテライト鹿児島 松尾　博文

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７７号

平成２６年１１月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年１月３０日

４　委任期間

平成２７年１月３０日から同年２月２６日まで

別紙

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二 Ｈ27．１．30～

Ｈ27．２．26競輪事務局 サテライト笠岡 若松　秀敏
競輪事務局 防府競輪場 小阪　一人
競輪事務局 サテライト宇部 酒井　孝子
競輪事務局 高松競輪場 櫻又　浩
競輪事務局 サテライト徳島 増井　稔人
競輪事務局 高知競輪場 川村　幸久
競輪事務局 サテライト南国 木村　祐介
競輪事務局 サテライト安田 武田　昌史
競輪事務局 松山競輪場 沖廣　善久
競輪事務局 サテライトこまつ 大原　文博
競輪事務局 サテライト西予 内藤　雅英
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４　提出された意見書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２６年１１月２６日から平成２６年１２月２６日ま

で。ただし，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８１号

平成２６年１１月２６日

　景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱を定め

たので告示し，平成２７年１月１日から施行します。

広島市長　　松　井　一　實

景観法に基づく届出等に係る事前協議に関する取扱要綱

（目的）

第１条　この要綱は，良好な都市景観の形成を図るため，市民，

事業者，行政が，計画段階からその場の持つ景観上の特性や景

観形成の方向性について理解し共通認識を持ち，景観法に基づ

く届出等に先立って行う事前協議について必要な事項を定める

ものとする。

（美観形成基準）

第２条　この要綱に基づく建築物，工作物，開発行為等又は屋外

広告物若しくは屋外広告物を掲出する物件（以下「掲出物件」

という。）の美観形成の指針として定める基準（以下「美観形

成基準」という。）は，次のとおりとする。

⑴　建築物，工作物及び開発行為等にあっては，広島市景観計

画（平成２６年広島市告示第３８６号）における景観計画重

点地区（以下「景観計画重点地区」という。）又は同計画に

おける一般区域（以下「一般区域」という。）ごとに定める

景観形成の方針及び形態意匠の基準並びに別図第１又は第２

に定める高さの基準（景観計画重点地区のうち，原爆ドーム

及び平和記念公園周辺地区（Ｂ地区及びＣ地区に限る。）及

び縮景園周辺地区に限る。以下これらの地区を「高さの基準

を有する地区」という。）

⑵　屋外広告物又は掲出物件にあっては，景観計画重点地区の

うち別表第１の１の左欄の地区等又は別表第１の２の左欄の

区域の区分に応じて各表の右欄に示す基準

（事前協議の対象及び時期）

第３条　市長は，次に掲げる行為を行おうとする者（以下「建築

主等」という。）に対し，当該行為の計画（以下「建築計画

等」という。）について，市長と事前協議を行うよう指導する

ものとする。

⑴　景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」とい

う。）第１６条第１項若しくは第２項の規定による届出又は

同条第５項の規定による通知が必要な行為

⑵　別表第１の１の左側の地区等における同表の中欄に掲げる

屋外広告物の表示又は掲出物件の設置

⑶　前２号のほか，景観計画重点地区のうち原爆ドーム及び平

発事業施設建築物

⑵　所在地　広島市南区松原町１００番地

２　提出された意見の概要

⑴　交通関係

ア　交通渋滞の緩和

届出者より「検証の結果，店舗開設に伴う渋滞は発生し

ない」旨，説明があったが，現場の実態とは異なる印象を

受けた。

特に「広島駅前」交差点から駅前大橋北詰に至る区間

は，全ての店舗入場車両（広島東郵便局方面から右折し，

駅前大橋手前より左折入場する車両，店舗北側の道路を東

方面から左折し，駅前大橋手前を再左折する車両）が通る

ルートになっており，車両の滞留が懸念される区間であ

る。加えてマンション住民や荷搬車両等，多くの施設利用

車両が通る区間である。

これらの車両が道路を塞ぎ，バス，タクシー等の公共交

通機関や，「駅前大橋南詰」交差点を左折し段原方面へ抜

ける一般車両等，周囲の交通に影響が出ない様，適切な渋

滞緩和対策が必要である。

また，駅前大橋北詰は，猿猴川沿いの道路を通り左折す

る退店車両と施設入場車両が輻輳するため，車両の滞留が

懸念されると同時に「出会い頭」の接触事故に注意が必要

なポイントでもあり，適切な対策が求められる。

イ　歩行者と自転車に対する，十分な安全配慮

届出者の検証通りに車両がスムーズに流れ，仮に周囲へ

影響を及ぼすような渋滞が発生しないとしても，周囲を通

行する歩行者と自転車の，安全面への懸念が残る。

特に，店舗南東側の車両出口に面する道路は，猿猴橋を

渡り，南方面から来店する車両の入場ルート及び退店時に

全車両が通行するルートとなっている。また，駐輪場の出

入口とも隣接し，人，自転車，自動車が輻輳するポイント

であり，特に安全に対する配慮が求められる。

届出者より「出口付近に誘導員をつけることで対応す

る」との説明を受けたが，適切な誘導に加え，一時停止ラ

インや注意喚起を促す標識の設置，見通しの確保等，自転

車および歩行者の安全確保のための設置が必要である。

⑵　その他（街並みづくり等）

ア　開店後の定期的な検証と実態に即した改善

店舗周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項

について，これまで十分な検証を重ねてきたとの説明を受

けたが，今後，周辺地域の再開発に伴う環境変化等によ

り，予測とは異なる結果になる事も考えられる。周囲の交

通渋滞や不慮の事故等を惹き起こさないためにも，開店後

も定期的な検証を行い，実態に即した対応を強く求める。

３　提出された意見書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課
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２　市長は，第３条第３項の協議書等の提出があった場合におい

ては，建築主等と建築物又は工作物等の美観形成に関する協議

を行うものとする。なお，この場合において，別表第１の２の

左欄の地区で建築物又は工作物に付帯等する屋外広告物又は掲

出物件がある場合は，建築物又は工作物に係る協議と併せて当

該屋外広告物又は当該掲出物件についても協議を行うものとす

る。

３　市長は，前項の協議が調った場合においては，速やかに，当

該協議に係る所定の協議済証を，建築主等に交付するものとす

る。

４　市長は，前条第２項の協議書等の提出があった場合において

は，建築主等と建築物又は工作物の高さに関する協議を行うも

のとする。

５　市長は，前項の協議が調った場合においては，速やかに，当

該協議に係る所定の協議済証を，建築主等に交付するものとす

る。

６　第２項及び第４項の協議は，第２条に規定する美観形成基準

に基づいて行うものとする。

（広島市景観計画の届出に関する事項）

第６条　市長は，別表第３の左欄に掲げる行為の種類に応じて同

表の右欄に掲げる手続が必要なものついては，建築主等に対

し，これらの手続の前に，法第１６条第１項若しくは第２項の

規定による届出又は同条第５項の規定による通知を行うよう指

導するものとする。

２　景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下

「法施行規則」という。）第１条第３項の規定により，行為の

内容に全く変更がない場合に限り，第５条第３項の協議済証の

写しを添付することにより，法施行規則第１条第２項又は広島

市景観条例（平成１８年広島市条例第３９号）第９条第２項に

定める図書の添付を省略できるものとする。

３　第５条第２項の協議が調った場合において，市長は，法第

１６条第１項又は第２項の規定による届出に係る行為につい

て，法第１８条第１項の規定による行為の着手の制限期間を同

条第２項の規定により7日に短縮するものとする。

（その他）

第７条　この要綱の実施に関して必要な事項は別に定める。

附則

　この要綱は，平成２７年１月１日から施行する。，ただし，第

６条第３項の規定は，平成２７年２月５日以降に法第１６条第１

項又は第２項の規定による届出に係る行為に着手するものについ

て適用する。

　この要綱の施行に伴い，「建築物等景観協議（一般都市美協

議）制度」，「平和大通り沿道建築物等美観形成要綱」，「リバ

ーフロント建築物等美観形成協議制度」，「西風新都アーバンデ

ザイン推進要綱」，「原爆ドーム及び平和記念公園周辺建築物等

美観形成要綱」及び「縮景園周辺建築物等美観形成要綱」は廃止

する。

和記念公園周辺地区（Ａ地区，Ｂ地区及びＤ地区に限

る。），平和大通り沿道地区及び縮景園周辺地区における平

和記念公園，平和大通り又は縮景園からの景観に影響を及ぼ

すおそれのある行為（景観法第８条第２項第４号ロの「景観

重要公共施設」の整備に関する事項が定められた施設に係る

ものを除く。）

２　事前協議は，次に掲げる日の１４日前（高さが４５メートル

を超える建築物又は工作物にあっては，６０日前）までに開始

するものとする。

⑴　法第１６条第１項若しくは第２項の規定による届出又は同

条第５項の規定による通知が必要な行為にあっては，当該届

出又は通知の日

⑵　屋外広告物の表示又は掲出物件の設置のうち，広島市屋外

広告物条例（昭和５４年広島市条例第６５号）第３条の規定

による許可が必要な行為にあっては当該申請の日，その他の

行為にあっては行為着手の日

⑶　景観計画重点地区のうち原爆ドーム及び平和記念公園周辺

地区（Ａ地区，Ｂ地区及びＤ地区に限る。），平和大通り沿

道地区及び縮景園周辺地区における平和記念公園，平和大通

り又は縮景園からの景観に影響を及ぼすおそれのある行為に

あっては，行為着手の日

３　第１項の事前協議を行う場合においては，建築主等は，所定

の協議書に，別表第２の左欄に掲げる行為の内容に応じて同表

の右欄に掲げる図書を添付して提出するものとする。

（高さに関する建築計画等についての事前協議）

第４条　高さの基準を有する地区において，建築物又は工作物の

高さ（塔屋等を含む。以下同じ。）が，別図第１又は第２に定

める高さの基準を超える場合においては，市長は，建築主等に

対し，前条第１項の規定による事前協議に先立ち，建築物又は

工作物の基本設計を行おうとするときなどできるだけ早い時期

に，建築計画等について市長と事前協議を行うよう指導するも

のとする。

２　前項の規定による事前協議を行う場合においては，建築主等

は，所定の協議書に，景観シミュレーションの結果及び別表第

２に定める図書のうち，建築物又は工作物の敷地の位置及び当

該敷地の周辺の状況を表示する図面，当該敷地及び当該敷地の

周辺の状況を示す写真，当該敷地内における建築物又は工作物

の位置を表示する図面，建築物又は工作物の彩色が施された二

面以上の立面図，当該行為後の建築物又は工作物及び当該建築

物又は工作物の周辺の状況を示す図面を添付して提出するもの

とする。この場合において，当該敷地内における建築物又は工

作物の位置を表示する図面については植栽等の外構の記載を，

建築物又は工作物の彩色が施された二面以上の立面図について

は各部仕上げ等建築物又は工作物の高さに関わりのないものの

記載を，それぞれ省略することができるものとする。

（協議等）

第５条　建築主等が，第３条第１項及び前条第１項の事前協議の

対象となる行為を行う場合は，第２条に規定する美観形成基準

に適合するよう努めるものとする。



平成２７年１月５日� 第１０１５号　―２１―広　　島　　市　　報

別表第１の１（第２条，第３条第１項関係）

地区等
対象となる屋
外広告物又は
掲出物件

基準

共通事項 屋上広告物等 突き出し看板 窓面広告

原爆ドーム及
び平和記念公
園周辺地区

全て

原則，平和記念
公園に面しては
屋外広告物を表
示しない。

原則，ビル名称
等自己看板以外
は表示しない。

表示面積及び掲
出数は，必要最
小限とする。

けばけばしい色
は使用せず，壁
面の色彩との調
和を図る。

表示文字・マー
ク等，デザイン
の工夫に努め
る。

原則，屋上広告
物は設置しな
い。搭屋への設
置も避け，壁面
を利用するなど
建築物等との調
和を図る。

原則，テナント
ビルの突き出し
看板は，敷地内
にまとめて共同
表示するよう努
める。

原則，窓面広告
物は表示しな
い。

平和大通り沿
道地区 ―

縮景園周辺地
区

原則，縮景園に
面しては屋外広
告物を表示しな
い。

リバーフロン
ト・シーフロ
ント地区のエ
リア

対岸からの景
観に影響を及
ぼすおそれが
あるもの

―

河岸から見える
場所，駅前通
り，相生通り，
平和大通り沿い
の場所には，原
則，ビル名称等
自己看板以外は
表示しない。

塔状の屋外広告
物なるべく避
け，建物と一体
化したデザイン
となるよう，大
きさ，材質，色
彩などを工夫す
る。

― ―

備考：�この表において，「リバーフロント・シーフロント地区のエリア」とは，市街地内の主要河川の区域及び護岸から２００ｍ以
内の区域で景観計画に示すエリアであるが，ここでは，原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区，平和大通り沿道地区並びに縮
景園周辺地区と重複する部分を除いたエリアとする。

別表第１の２　屋外広告物又は掲出物件の一般基準（第２条，第５条２項関係）

区域 基準

広島市域のうち別表第１の１の左欄
に掲げる地区等以外の区域

できる限り最小限の設置個所数及び大きさとする。
文字等のデザイン・色は，ごちゃごちゃしたものやけばけばしいものは避け，建築物又は工作
物との調和に配慮する。
原則，屋上広告物は設けない。
テナント名は，建築物又は工作物の入り口付近にパネル等により集合表示する。

別表第２（第３条第３項，第４条第２項関係）

行為の内容 図書

法第１６条第１項若しくは第２項に
よる届出又は同条第５項による通知
が必要な行為

⑴�　当該行為の種類（建築物に係る行為，工作物に係る行為，開発行為等の別）に応じて，法
施行規則第１条第２項又は景観条例第９条第２項に定める図書

⑵�　第５条第２項の規定により，建築物又は工作物に係る協議と併せて屋外広告物又は掲出物
件についても協議を行う場合は，屋外広告物又は掲出物件の図面（大きさ，色彩等の分かる
もの　縮尺５０分の１以上）

⑶�　高さが４５メートルを超える建築物又は工作物に係る行為の場合，景観シミュレーション
の結果等の当該行為による都市景観に与える影響の分かるもの

屋外広告物の表示又は掲出物件の設
置

⑴　配置図（縮尺２００分の１以上）
⑵　屋外広告物又は掲出物件の図面（大きさ，色彩等の分かるもの　縮尺５０分の１以上）

景観計画重点地区のうち原爆ドーム
及び平和記念公園周辺地区（Ａ地
区，Ｂ地区及びＤ地区に限る。），
平和大通り沿道地区及び縮景園周辺
地区における平和記念公園，平和大
通り又は縮景園からの景観に影響を
及ぼすおそれのある行為

行為の内容を表す図面

別表第３（第６条第１項関係）
行為の種類 手続

建築物に係る行為 建築基準法
（昭和２５年法律第２０１号）

第６条第１項又は第６条の２第１項の規定による建築確認申請
第１８条第２項の規定による計画通知

工作物に係る行為 建築基準法
（昭和２５年法律第２０１号）

第８８条第１項又は第２項において準用する同法第６条第１項又は第６
条の２第１項の規定による確認申請（工作物）
第８８条第１項又は第２項において準用する同法第１８条第２項の規定
による計画通知（工作物）
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開発行為 都市計画法
（昭和４３年法律第１００号）

第２９条第１項又は第２項の規定による許可の申請
第３４条の２第１項の規定による協議

土石の採取

採石法
（昭和２５年法律第２９１号）

第３３条の規定による認可の申請
第４２条の２の規定による協議

砂利採取法
（昭和４３年法律第７４号）

第１６条の規定による認可の申請
第４３条の規定による協議

鉱物の掘採 鉱業法
（昭和２５年法律第２８９号）

第６３条第１項の規定による届出又は同条第２項の規定による認可の申
請

土地の形質の変更 宅地造成等規制法
（昭和３６年法律第１９１号）

第８条第１項の規定による許可の申請
第１１条の規定による協議

屋外における土石の堆積

広島県土砂の適正処理に関する
条例
（平成１６年広島県条例第１号）

第１６条の規定による許可の申請

広島市土砂堆積等規制条例
（平成１６年広島市条例第３６
号）

第５条の規定による許可の申請

廃棄物等の物件の堆積
廃棄物の処理及び清掃に関する
法律
（昭和４５年法律第１３７号）

第７条第１項の規定による許可の申請
第１４条第１項の規定による許可の申請


