岐 阜 競 輪 広 告 掲 載 要 綱
平成１９年９ 月１３日 決裁
平成２１年 ７ 月１７日 改正
平成２３年 ９ 月２９日 改正
平成２６年３ 月１１ 日 改正
（目的）
第1条

この要綱 は、岐 阜競輪の資産 を広告及 び宣伝媒体と して有効 活用を図るた めに 、

必要な事項を 定めるも のとする。
（広告掲出の 申請手続 ）
第2条

広告、宣 伝等（以下「 広告」と いう。）を掲出し ようとす る 者は、広告 の意匠、

掲出方法等に ついて、 あらかじめ市 長と協議 したうえで、 岐阜競輪 広告掲出申請 書
（様式第1号）に 掲出 する広告の原 稿を添え 、市長に提出 しなけれ ばならな い。
2

市長は、前項 の申 請を受けたと きは、広 告の内容を審 査し 、掲 出の可否を決 定する
ものとする。 この場合 において、 掲 出を認め ないと決定し たときは 、その旨を通 知
するものとす る。
（契約期間）

第3条

契約期間 は 、1年以内とする 。た だし 、岐阜競 輪広告掲 出更 新申請 書（様式第2

号）の提出に より 、 1年を超えない 範囲でそ の期間を更新 すること が できる。
（広告掲出の 制限）
第4条

次の各号 のい ずれかに該当 する場合 は、広告の掲 出を認め ない。

(1)

申請書の 記載に 虚偽があると 認められ るもの

(2)

法令又は 条例若 しく はこれに 基づく 規 則に 違反し 、又は違 反 するおそれの ある

もの
(3)

公の秩序 又は善 良な風俗に反 するもの

(4)

政治活動 、宗教 活動又は選挙 活動に関 するもの

(5)

意見広告 又は個 人的な宣伝に 関するも の

(6)

風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23年 法 律 第 122号 ）

第2条第1項に規定する 風俗営業に関 するもの
(7)

貸金業法 （昭和 58年法律第32号）第2条第1項に規定する 貸金 業に関するも の

(8)

暴力団員 による 不当な行為の 防止 等に 関する法律（平 成3年法律第 77号）第2条

第2号に規定する 暴力 団及び同条第6号 に規 定する暴力団 員の利益 になると認め ら
れるもの
（広告物の検 査）
第5条

第2条の規定に よる広告掲出 の申請を した者（以下「 申請者 」という。）は、当

該申請にかか る広告物 について 、広告掲 出を しようとする 日の 1週 間前までに市 長が
指定する場所 において 、市長の検査 を受けな ければならな い。
2

前項の検査の 結果 、当該広告物に ついて 市長が不適当 と認めた 場合は、当該申 請者
は市長の指示 に従い、 必要な措置を 講じなけ ればならない 。
（広告掲出料 ）

第6条

広告を掲 出す る者（以下「 広告主」 という。）は、別 表に 定める 掲出料 を市長

が指定する期 日までに 納付しなけれ ばならな い。ただし、 次の各号 のいずれかに 該
当する場合は 、掲出料 を減免する こ とができ る。

2

(1)

市の主 催又は 市と共同主催 に係る広 告を掲出する 場合

(2)

国又は 他 の地 方公共団体の 主催に係 る広告を掲出 する場合

(3)

前2号に掲げ る もののほか、 市長が特 に必要がある と認めた 場合

前項ただし書 の規 定による掲出 料の減免 を受けようと する者は 、あらか じめ岐阜 競
輪広告掲出料 減免申請 書（様式第 3号） によ り、市長に申 請しなけ ればならない 。

3

契約期間が1年に満 たな い場合は 、 前項に 定める掲出料 を日割り 計算した額で 納付
しなければな らない。
（原状回復）

第7条

広告主は 、広 告掲出を終わ ったとき 及び 第9条の規定 によ り契約解除に なった

ときは、市長 の指定す る期日までに 原状に回 復し、市長の 検査を受 けなければな ら
ない。
（損害賠償）
第8条

広告主は 、競 輪場の施設 、設備 等を 損傷し、又は滅失 した ときは、市長の指 示

に従い、これ を原状に 回復し、又は 損害を賠 償しなければ ならない 。ただし、市 長
が特別の事由 があると 認めたときは 、その全 部又は一部を 免除する ことができる 。
（契約解除）
第9条

市長は、次 の 各号のいずれ かに該当 するときは、広 告の掲 出期間中であ っても

広告掲出に係 る契約を 解除すること ができる 。

(1)

指定する 日まで に掲出料の納 付がない とき。

(2)

広告主が 社会的 信用を著しく 損なうよ うな不祥事を 起こした とき。

(3)

広告主が 書面に より 、掲載の 取下げを 申し出たとき 。

(4)

広告主の 倒産、 解散等により 広告を掲 載する事由が なくなっ たとき。

(5)

前各号に 掲げる もののほか、 市の業務 上やむを得な い事由が 生じたとき。

（広告物の撤 去等）
第10条

市長 は、次の 各号のいずれ かに該当 するときは、 広告物の 撤去を行うこ とが

できる。
(1)

広告主が 、広告 掲出の期間満 了後にお いても広告物 を撤去し ないとき。

(2)

前条の規 定によ り広告掲出に 係る契約 を解除された 広告主が 、広告物を 撤去し

ないとき。
2

前項の広告物 の撤 去に要する費 用は、前 条第 5号に規定す る場 合を除き、広 告主の
負担とする。
（審査機関）

第11条

掲出 する広告 について疑義 が生じた 場合にその可 否を審査 するため、岐 阜競

輪広告審査会 （以下「 審査会」とい う。）を 設置する。
2

審査会の委員 は、 次の職にある 者をもっ て充てる。
(1)

行政部長

(2)

行政部行 政課長

(3)

行政部競 輪事業 課長

(4)

行政部競 輪事業 課各 係長

3

審査会に委員 長及 び副委員長を 置き、委 員の中から互 選する。

4

委員長は、審 査会 を代表し、会 務を統括 する。
（審査会の会 議）

第12条

審査 会の会議 は、委員長が 必要に応 じて招集する 。

2

審査会の会議 は、 委員長がその 議長とな る。

3

委員長は、や むを 得ず会議に出 席できな い委員に対し 、書面に より審査を行 わせ 、
当該審査をす ることが できる。
（その他）

第13条

この 要綱に定 めるもののほ か、必要 な事項は、別 に定める 。

附

則

この要綱は、 平成１９ 年９月１３日 から施行 する。
附

則

この要綱は、 平成２１ 年 ７月１７日 から施行 する。

附

則

この要綱は、 平成２３ 年 ９月２９日 から施行 する。
附

則

この要綱は、 平成２６ 年４月１日か ら施行す る。

