高崎市 広告 掲載 要綱
（目的 ）
第１条

こ の要 綱は 、本市 の資 産等 に 広告掲 載を 行う こと で、本 市の 新た な 財源を 確保 し、

財政 の健 全な 運営 に資 する こと によ り 、市 民サ ービ スの 向上 及び 地域 経済 の 活性 化を 図
ること を目 的と する 。
（定義 ）
第２条

こ の要 綱に おい て、次 の各 号 に掲げ る用 語の 意義 は、 それぞ れ当 該 各号に 定め る

ところ によ る。
（１） 広告 媒体

本 市の 印刷物 、施 設 、ＷＥ Ｂペ ージ その 他の 資産等 で広 告 の掲載 又は 掲

出が可 能な もの をい う。
（２） 広告 掲載

広 告媒 体に広 告を 掲 載し、 又は 掲出 する こと をいう 。

（３） 広告 掲載 者

本市 と契約 を締 結 し、広 告掲 載を 行う もの をいう 。

（申 込者 の範 囲）
第３条

広 告掲 載の 申込 みをす るこ と ができ るも の（以 下「申 込者」とい う。）は、次 のと

おりと する 。
（１） 企業 、個 人の 事業 者又は 商店 街 等の連 合体
（２） 公共 的団 体そ の他 これに 類す る 事業者
（３） その 他適 当と 認め る事業 者
２

前 項の 規定 にか かわ らず、 次の 各 号のい ずれ かに 該当 する ものは 、広 告 掲載の 申込 み
をする こと がで きな い。

（１） 会社 更生 法（ 平成 １４年 法律 第 １５４ 号） 第４ １条第 1 項 の規 定に よ る更生 手続 開
始 の決 定 が な され た 者 又 は民 事 再 生 法 （ 平成 １ １ 年 法律 第 ２ ２ ５号 ） 第 ３ ３ 条 第１ 項
の規定 によ る再 生手 続開 始の決 定が な された 者
（２） 本市 又は 他の 地方 公共団 体に お ける一 般競 争入 札等 の参 加を制 限さ れ ている 者
（３ ）個 人に あっ ては 指定 暴力 団の 構 成員 又は 指定 暴力 団の 利益 とな る活 動 を行 う者 、団
体に あっ ては 指定 暴力 団又 は団 体の 代 表者 若し くは 構 成 員が 指定 暴力 団の 構 成員 若し
くは指 定暴 力団 の利 益と なる活 動を 行 う者で ある もの
（４） 市税 につ いて 滞納 がある もの
（５） 法令 又は 例規 に違 反して いる も の
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（６） 行政 機関 から の行 政指導 を受 け 、改善 がな され てい ない もの
（７） 前各 号に 掲げ るも ののほ か市 長 が不適 当と 認め るも の
（広告 の範 囲）
第４条

次 の各 号の いず れかに 該当 す る広告 は、 広告 掲載 をし ない。

（１） 法令 若し くは 例規 に違反 し、 又 は抵触 する おそ れが ある もの
（２） 公の 秩序 若し くは 善良な 風俗 を 害し、 又は 害す るお それ がある もの
（３） 政治 活動 、宗 教活 動、意 見広 告 、個人 的宣 伝、 名刺 広告 又は人 材募 集 に類す るも の
（４） 本市 が広 告の 対象 となる もの を 推奨し てい るか のよ うな 誤解を 与え る 表現の もの
（５） 美観 風致 を害 する おそれ があ る もの
（６） 公衆 に不 快の 念又 は危害 を与 え るおそ れが ある もの
（７） 青少 年の 保護 及び 健全育 成の 観 点から 適当 でな いと 認め られる もの
（８） 表示 その 他表 現方 法等が 適切 で ないと 認め られ るも の
（９） 前各 号に 掲げ るも ののほ か広 告 媒体に 掲載 する 広告 とし て適当 でな い と認め るも の
（広告 掲載 の方 法）
第５条

広 告掲 載は 、次 に掲げ る方 法 により 行う 。

（１） 市が 広告 掲載 を行 う方法
（２） 広告 掲載 者が 広告 を掲載 した 広 告媒体 を作 成し 、及 び納 入し、 市が 当 該広告 媒体 を
使用す る方 法
（３ ）市 が広 告掲 載者 に広 告の 募集 、 広告 を掲 載し た広 告媒 体の 作成 、納 入 等を 一括 して
行わせ 、市 が当 該広 告媒 体を使 用す る 方法
（４） 前３ 号に 掲げ るも ののほ か市 長 が適当 と認 める 方法
（募 集方 法等 ）
第６ 条

市長 は、 広告 掲載 者を 募集 し よう とす ると きは 、そ の旨 及び 次に 掲 げる 事項 につ

いて高 崎市 ホー ムペ ージ 、広報 高崎 等 を活用 し、 広く 周知 する ものと する 。
（１） 広告 媒体 の規 格及 び仕様
（２） 募集 の方 法
（３） 広告 料
（４） 選定 方法
（５） 前各 号に 掲げ るも ののほ か広 告 掲載に 関す る事 項
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２

申 込者 は、 広告 掲載 の申込 みを し ようと する とき は、 次に 掲げる 書類 を 提出し なけ れ
ばなら ない 。

（１） 掲載 する 広告 の内 容に関 する 書 類
（２） 宣誓 書
（３） 申込 者の 実施 して いる事 業の 概 要に関 する 書類
（４） 申込 者が 法人 の場 合にあ って は 定款又 は寄 附行 為の 写し 及び登 記事 項 証明書 、法 人
以外の 場合 にあ って は会 則等
（５） 前各 号に 掲げ るも ののほ か市 長 が必要 と認 める 書類
３

市 長は 、前 項の 規定 による 申込 み があっ たと きは 、そ の内 容を審 査し 、 適当と 認め る
ときは 、広 告掲 載者 を決 定する もの と する。

４

市 長は 、前 項の 決定 をする 場合 に おいて 、必 要が ある と認 めると きは 、 広告掲 載に 関
し必要 な条 件を 付す こと ができ る。
（その 他）

第７ 条

広告 掲載 に当 たっ ては 、広 告 媒体 及び 広告 の態 様に 応じ 、地 方自 治 法（ 昭 和 ２２

年法律 第６ ７号）、群 馬県 屋外 広告 物条 例（昭 和３ ９年 群馬 県条 例第８ １号 ）及び高 崎市
公有 財産 規則 （昭 和３ ９年 高崎 市規 則 第１ ５号 ）そ の他 関係 法令 及び 関係 例 規の 規定 に
従うも のと する 。
２

こ の要 綱に 定め るも ののほ か、 広 告掲載 に関 し必 要な 事項 は、別 に定 め る。

附

則

この 告示 は、 平成 １９ 年１０ 月１ 日 から施 行す る。
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