
 

 

新      旧      対      照      表 

新 

高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

施行条例（抜粋） 

 

旧 

高知県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

施行条例（抜粋） 

 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、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。以下「法」という。）の施行に

関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は、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。以下「法」という。）の施行に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） （用語の定義） 

第２条 この条例において、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。 

第２条 この条例において、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) 第一種地域 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条

第１項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二

種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居

地域（第三種地域を除く。）その他これらに準ずる地域として

公安委員会規則で定める地域 

(１) 第一種地域 都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条

第１項の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二

種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高

層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居

地域（第三種地域を除く。）その他これらに準ずる地域として

高知県公安委員会規則（以下「公安委員会規則」という。）で

定める地域 

(２) 第二種地域 都市計画法第８条第１項の規定により定めら

れた近隣商業地域、商業地域その他これらに準ずる地域として

公安委員会規則で定める地域 

(２) 第二種地域 都市計画法第８条第１項の規定により定めら

れた近隣商業地域、商業地域その他これらに準ずる地域として

公安委員会規則で定める地域 

(３) 第三種地域 道路法（昭和27年法律第180号）第３条に規

定する一般国道又は県道の各一側について幅50メートルの区域

内にある都市計画法第８条第１項の規定により定められた第一

(３) 第三種地域 道路法（昭和27年法律第180号）第３条に規

定する一般国道又は県道の各一側について幅50メートルの区域

内にある都市計画法第８条第１項の規定により定められた第一



 

 

種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域 

(４) 第四種地域 第一種地域、第二種地域及び第三種地域以外

の地域 

(４) 第四種地域 第一種地域、第二種地域及び第三種地域以外

の地域 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、

法において使用する用語の例による。 

 

（風俗営業の営業所の設置を制限する地域） （営業所の設置を制限する地域） 

第４条 法第４条第２項第２号に規定する条例で定める地域は、次

に掲げるとおりとする。 

第４条 法第４条第２項第２号に規定する条例で定める地域は、次

に掲げるとおりとする。 

(１) 第一種地域 (１) 第一種地域 

(２) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学

校、図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定す

る図書館若しくは児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条

第１項に規定する児童福祉施設（以下この項において「学校

等」という。）の敷地（これらの用に供するものと決定した土

地を含む。以下この項において同じ。）の周囲25メートル又は

医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する

病院若しくは同条第２項に規定する診療所であって患者を入院

させるための施設を有するもの（以下「病院等」という。）の

敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含む。以下こ

の項において同じ。）の周囲10メートルの区域内にある第二種

地域（別表第１に定める地域を除く。） 

(２) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学

校、図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定す

る図書館若しくは児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条

第１項に規定する児童福祉施設（以下この項において「学校

等」という。）の敷地（これらの用に供するものと決定した土

地を含む。以下この項において同じ。）の周囲25メートル又は

医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５に規定する病院若

しくは診療所であって患者を入院させるための施設を有するも

の（以下「病院等」という。）の敷地（これらの用に供するも

のと決定した土地を含む。以下この項において同じ。）の周囲

10メートルの区域内にある第二種地域（別表第１に掲げる地域

を除く。） 

(３) 学校等の敷地の周囲75メートル又は病院等の敷地の周囲50

メートルの区域内にある第三種地域 

(３) 学校等の敷地の周囲75メートル又は病院等の敷地の周囲50

メートルの区域内にある第三種地域 

(４) 学校等の敷地の周囲50メートル又は病院等の敷地の周囲25

メートルの区域内にある第四種地域 

(４) 学校等の敷地の周囲50メートル又は病院等の敷地の周囲25

メートルの区域内にある第四種地域 



 

 

２ 前項の規定は、３月以内の期間を限って営む風俗営業であっ

て、良好な風俗環境を害するおそれがないものとして公安委員会

規則で定めるもの又は営業する場所が常態として移動する風俗営

業に係る営業所については、適用しない。 

２ 前項の規定は、３月以内の期間を限って営む風俗営業であっ

て、良好な風俗環境を害するおそれがないものとして公安委員会

規則で定めるもの又は営業する場所が常態として移動する風俗営

業に係る営業所については、適用しない。 

（風俗営業の営業時間の制限等の特例） （営業時間の制限の特例） 

第５条 第５条 

法第13条第１項ただし書に規定する午前零時以後において条例

で定める時は、午前１時とする。 

 

２ 法第13条第１項第１号に規定する習俗的行事その他の特別な事

情のある日として条例で定める日は次の各号に掲げる日とし、同

号に規定する当該事情のある地域として条例で定める地域はそれ

ぞれ当該各号に定める地域とする。 

法第13条第１項に規定する習俗的行事その他の特別な事情のあ

る日として条例で定める日及び当該事情のある地域として条例で

定める地域は次に掲げる日及び地域とし、午前零時以後において

条例で定める時は午前１時とする。 

(１) １月１日及び12月21日から同月31日までの各日 県の全域 (１) １月１日及び12月21日から同月31日までの各日 県の全域 

(２) 前号に掲げるもののほか、高知県公安委員会（以下この号

において「公安委員会」という。）が定める日 公安委員会が

定める地域及びその他の地域であって次項に定める地域に該当

する地域 

(２) 前号に掲げるもののほか、高知県公安委員会（以下この号

において「公安委員会」という。）が定める日 公安委員会が

定める地域及びその他の地域であって次項に掲げる地域に該当

する地域 

３ 法第13条第１項第２号に規定する午前零時以後において風俗営

業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定

める地域は、別表第２に定める地域とする。 

２ 法第13条第１項に規定する午前１時まで風俗営業を営むことが

許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別

表第２に掲げる地域とする。 

（風俗営業に係る騒音及び振動の数値） （風俗営業に係る騒音及び振動の数値） 

第６条 法第15条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、次の

表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に

応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。 

第６条 法第15条に規定する条例で定める騒音に係る数値は、次の

表の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に

応じ、それぞれ同欄に定める数値とする。 

地   域 数         値 
 

地   域 数         値 



 

 

 昼   間 夜   間 深   夜 

第一種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル 

第二種地域 65デシベル 55デシベル 50デシベル 

第三種地域及び

第四種地域 
60デシベル 50デシベル 45デシベル 

備考    

１ 「昼間」とは、午前６時後午後６時前の時間をいう。 

２ 「夜間」とは、午後６時から翌日の午前零時前の時間を

いう。 

３ 「深夜」とは、午前零時から午前６時までの時間をい

う。 
 

 昼   間 夜   間 深   夜 

第一種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル 

第二種地域 65デシベル 55デシベル 50デシベル 

第三種地域及び

第四種地域 
60デシベル 50デシベル 45デシベル 

備考    

１ 「昼間」とは、日出時から日没時までの時間をいう。 

２ 「夜間」とは、日没時から翌日の午前零時までの時間を

いう。 

３ 「深夜」とは、午前零時から日出時までの時間をいう。

以下同じ。 

２ 法第15条に規定する条例で定める振動に係る数値は、55デシベ

ルとする。 

２ 法第15条に規定する条例で定める振動に係る数値は、55デシベ

ルとする。 

（風俗営業者の遵守事項） （風俗営業者の遵守事項） 

第７条 風俗営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 第７条 風俗営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 営業所において卑わいな行為その他善良の風俗を害する行

為をし、又はさせること。 

(１) 営業用家屋等（営業の用に供する家屋又は施設をいう。以

下この項において同じ。）において卑わいな行為その他善良の

風俗を害する行為をし、又はさせること。 

(２) 営業所（旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条第１項

の規定により許可を受けた旅館業の施設を除く。）に客を宿泊

させること。 

(２) 営業用家屋等（旅館業法（昭和23年法律第138号）第３条

第１項の規定により許可を受けた旅館業の施設を除く。）に客

を宿泊させること。 

(３) 営業所において店舗型性風俗特殊営業、受付所営業（法第

31条の２第４項ただし書に規定する受付所営業をいう。以下同

じ。）又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませるこ

と。 

(３) 営業用家屋等において店舗型性風俗特殊営業、受付所営業

（法第31条の２第４項に規定する受付所営業をいう。以下同

じ。）又は店舗型電話異性紹介営業を営み、又は営ませるこ

と。 



 

 

(４) 客の求めない飲食物を提供し、又は従業者に売上競争をさ

せること。 

(４) 客の求めない飲食物を提供し、又は従業者に売上げ競争を

させること。 

(５) 客の不払に係る遊興飲食代金を従業者に立て替えさせる等

いかなる名義をもってするかを問わず、従業者に対し不当の負

担をかけること。 

(５) 客の不払に係る遊興飲食代金を従業者に立て替えさせる等

いかなる名義をもってするを問わず、従業者に対し不当の負担

をかけること。 

２ 前項に定めるもののほか、法第２条第１項第４号の営業を営む

風俗営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

２ 前項に定めるもののほか、法第２条第１項第７号の営業に係る

風俗営業者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行

為をし、又はさせること。 

(１) と博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行

為をし、又はさせること。 

(２) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営むこ

と。 

(２) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営むこ

と。 

(３) 客に提供した賞品を買い取らせること。 (３) 客に提供した賞品を買い取らせること。 

(４) 営業所（まあじゃん屋に係る営業所を除く。）において飲

酒させること。 

(４) 営業所（まあじゃん屋に係る営業所を除く。）において飲

酒させること。 

(５) 営業所に賞品として陳列した物品で客が要求したものにつ

いて、正当な理由がなく客に提供することを拒むこと。 

(５) 営業所に賞品として陳列した物品で客が要求したものにつ

いて、正当な理由がなく客に提供することを拒むこと。 

(６) 公安委員会規則で定める種類の賞品を提供すること。 (６) 公安委員会規則で定める種類の賞品を提供すること。 

３ 第１項に定めるもののほか、法第２条第１項第５号の営業を営

む風俗営業者は、前項第１号及び第２号に掲げる行為をしてはな

らない。 

３ 第１項に定めるもののほか、法第２条第１項第８号の営業に係

る風俗営業者は、前項第１号及び第２号に掲げる行為をしてはな

らない。 

（風俗営業に係る年少者の立入りの制限） （年少者の立入りの制限） 

第８条 法第２条第１項第５号の営業を営む風俗営業者は、午後６

時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として

立ち入らせるときは、保護者（親権を行う者、未成年後見人その

他の者で、当該者を現に監護するものをいう。第26条第４号にお

第８条 法第２条第１項第８号の営業に係る営業所に関し、法第22

条第５号に規定する条例で定める年齢は16歳とし、その定める時

は午後６時とする。 



 

 

いて同じ。）の同伴を求めなければならない。 

（店舗型性風俗特殊営業の禁止地域） （店舗型性風俗特殊営業の禁止地域） 

第10条 次の各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業は、当該各号に掲

げる地域以外の地域においては、これを営んではならない。 

第10条 次の各号に掲げる店舗型性風俗特殊営業は、当該各号に掲

げる地域以外の地域においては、これを営んではならない。 

(１) 法第２条第６項第１号から第３号まで、第５号及び第６号

の営業 別表第３に定める地域 

(１) 法第２条第６項第１号から第３号まで、第５号及び第６号

の営業 別表第３に掲げる地域 

(２) 法第２条第６項第４号の営業（次号に掲げるものを除

く。） 都市計画法第８条第１項の規定により定められた商業

地域及び第四種地域（第四種地域のうち、良好な風俗環境を保

全するため必要があるものとして公安委員会規則で定める地域

を除く。） 

(２) 法第２条第６項第４号の営業（次号に掲げるものを除

く。） 都市計画法第８条第１項の規定により定められた商業

地域及び第四種地域（第四種地域のうち、良好な風俗環境を保

全するため必要があるものとして公安委員会規則で定める地域

を除く。） 

(３) 法第２条第６項第４号の営業のうち個室に自動車の車庫が

個々に接続する施設であって、次のいずれかに該当する構造設

備を有するものに係る営業 別表第３に定める地域 

(３) 法第２条第６項第４号の営業のうち個室に自動車の車庫が

個々に接続する施設であって、次のいずれかに該当する構造設

備を有するものに係る営業 別表第３に掲げる地域 

ア 個室に接続する車庫（２以上の側壁（カーテン、ついたて

等を含む。）及び屋根を有するものに限る。以下この号にお

いて同じ。）の出入口が扉等によって遮蔽することができる

もの 

ア 個室に接続する車庫（２以上の側壁（カーテン、ついたて

等を含む。）及び屋根を有するものに限る。以下この号にお

いて同じ。）の出入口が扉等によって遮へいできるもの 

イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若

しくは昇降機が設けられているもの 

イ 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若

しくは昇降機が設けられているもの 

ウ 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあ

っては、当該通路の内部を外部から見ることができないもの

ウ 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあ

っては、当該通路の内部が外部から見えないもの 

（店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限） （店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限） 

第11条 法第28条第４項に規定する店舗型性風俗特殊営業は、深夜

（午前零時から午前６時までの時間をいう。以下同じ。）におい

第11条 法第28条第４項に規定する店舗型性風俗特殊営業は、深夜

においては、これを営んではならない。 



 

 

ては、これを営んではならない。 

（店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域） （店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域） 

第12条 法第28条第５項第１号ロに規定する、第10条に規定する店

舗型性風俗特殊営業の禁止地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業

の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次

の表の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別に応じ、それぞ

れ同表の右欄に定める地域とする。 

第12条 法第28条第５項第１号ロに規定する条例で定める地域は、

次の表の左欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別に応じ、それ

ぞれ同表の右欄に定める地域とする。 

店舗型性風俗特殊営業の種別 地域 

法第２条第６項各号の営業（第

10条第２号に掲げる営業を除

く。） 

別表第３に定める地域以外の

地域 

第10条第２号に掲げる営業 第10条第２号に掲げる地域以

外の地域 
 

店舗型性風俗特殊営業の種別 地域 

法第２条第６項各号の営業（第

10条第２号の営業を除く。） 

別表第３に掲げる地域以外の

地域 

第10条第２号の営業 
第10条第２号に掲げる地域以

外の地域 

（無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域） （無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域） 

第13条 法第31条の３第１項において読み替えて準用する法第28条

第５項第１号ロに規定する、第10条に規定する店舗型性風俗特殊

営業の禁止地域のうち無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を

制限すべき地域として条例で定める地域は、法第２条第７項各号

の営業のいずれについても、別表第３に定める地域以外の地域と

する。 

第13条 法第31条の３第１項において準用する法第28条第５項第１

号ロに規定する条例で定める地域は、法第２条第７項各号の営業

のいずれについても、別表第３に掲げる地域以外の地域とする。 

（受付所営業の禁止区域に係る施設） （受付所営業の禁止区域に係る施設） 

第14条 法第31条の３第２項の規定により受付所営業について適用

する法第28条第１項に規定する条例で定める施設は、病院等とす

る。 

第14条 法第31条の３第２項の規定により適用する法第28条第１項

に規定する条例で定める施設は、病院等とする。 

（受付所営業の禁止地域） （受付所営業の禁止地域） 



 

 

第15条 受付所営業は、別表第３に定める地域以外の地域において

は、これを営んではならない。 

第15条 受付所営業は、別表第３に掲げる地域以外の地域において

は、これを営んではならない。 

（映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域） （映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域） 

第17条 法第31条の８第１項において読み替えて準用する法第28条

第５項第１号ロに規定する、第10条に規定する店舗型性風俗特殊

営業の禁止地域のうち映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝

を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第３に定める

地域以外の地域とする。 

第17条 法第31条の８第１項において準用する法第28条第５項第１

号ロに規定する条例で定める地域は、別表第３に掲げる地域以外

の地域とする。 

（店舗型電話異性紹介営業の禁止地域） （店舗型電話異性紹介営業の禁止地域） 

第19条 店舗型電話異性紹介営業は、別表第３に定める地域以外の

地域においては、これを営んではならない。 

第19条 店舗型電話異性紹介営業は、別表第３に掲げる地域以外の

地域においては、これを営んではならない。 

（店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域） （店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域） 

第21条 法第31条の13第１項において準用する法第28条第５項第１

号ロに規定する、第10条に規定する店舗型性風俗特殊営業の禁止

地域のうち店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき

地域として条例で定める地域は、別表第３に定める地域以外の地

域とする。 

第21条 法第31条の13第１項において準用する法第28条第５項第１

号ロに規定する条例で定める地域は、別表第３に掲げる地域以外

の地域とする。 

（無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域） （無店舗型電話異性紹介営業の広告制限地域） 

第22条 法第31条の18第１項において読み替えて準用する法第28条

第５項第１号ロに規定する、第10条に規定する店舗型性風俗特殊

営業の禁止地域のうち無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝

を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第３に定める

地域以外の地域とする。 

第22条 法第31条の18第１項において準用する法第28条第５項第１

号ロに規定する条例で定める地域は、別表第３に掲げる地域以外

の地域とする。 

（特定遊興飲食店営業の営業所の設置が許容される地域）  

第23条 法第31条の23において読み替えて準用する法第４条第２項  



 

 

第２号に規定する条例で定める地域は、別表第２に定める地域の

うち、児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設（深夜に

おいても入所又は入院をさせる施設に限る。）の敷地（これらの

用に供するものと決定した土地を含む。）の周囲25メートル又は

病院等の敷地（これらの用に供するものと決定した土地を含

む。）の周囲10メートルの区域内にある地域（別表第１に定める

地域を除く。）以外の地域とする。 

（特定遊興飲食店営業の営業時間の制限）  

第24条 特定遊興飲食店営業は、県の全域において、午前５時から

午前６時までの時間においては、これを営んではならない。 

 

（深夜における特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の数値）  

第25条 法第31条の23において読み替えて準用する法第15条に規定

する条例で定める騒音に係る数値は、第６条第１項の表の左欄に

掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値

とする。 

 

２ 法第31条の23において読み替えて準用する法第15条に規定する

条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。 

 

（特定遊興飲食店営業者の遵守事項）  

第26条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる行為をしてはならな

い。 

 

(１) 第７条第１項第１号及び第３号並びに第２項第１号及び第

２号に掲げる行為 

 

(２) 客の求めない飲食物を提供すること。  

(３) 営業中において、営業所の客室に施錠をし、又はさせるこ

と。 

 



 

 

(４) 午後６時後午後10時前の時間において保護者の同伴を求め

ないで18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。 

 

（深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の数値） （深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動の数値） 

第27条 法第32条第２項において読み替えて準用する法第15条に規

定する条例で定める騒音に係る数値は、第６条第１項の表の左欄

に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数

値とする。 

第23条 法第32条第２項において準用する法第15条に規定する条例

で定める騒音に係る数値は、第６条第１項の表の左欄に掲げる地

域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とする。 

２ 法第32条第２項において読み替えて準用する法第15条に規定す

る条例で定める振動に係る数値は、55デシベルとする。 

２ 法第32条第２項において準用する法第15条に規定する条例で定

める振動に係る数値は、55デシベルとする。 

（深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域） （深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域） 

第28条 酒類提供飲食店営業は、第一種地域においては、深夜にお

いて、これを営んではならない。 

第24条 酒類提供飲食店営業は、第一種地域においては、深夜にお

いてこれを営んではならない。 

（特に良好な風俗環境の保全を図る必要がある地域）  

第29条 法第38条の４第１項に規定する条例で定める地域は、別表

第２に定める地域とする。 

 

（委任） （委任） 

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定

める。 

第25条 この条例の施行について必要な事項は、公安委員会規則で

定める。 

別表第１（第４条、第23条関係） 別表第１（第４条関係） 

地                域 

高知市のうち 追手筋一丁目（３番街区、６番街区、７番街

区、10番街区及び11番街区を除く。） 

帯屋町一丁目（１番街区、６番街区、７番街区

及び10番街区から13番街区までを除く。） 
 

地                域 

高知市のうち 追手筋一丁目（３番街区、６番街区、７番街

区、10番街区及び11番街区を除く。） 

帯屋町一丁目（１番街区、６番街区、７番街区

及び10番街区から13番街区までを除く。） 

別表第２（第５条、第23条、第29条関係） 別表第２（第５条関係） 



 

 

地                域 

高知市のうち 本町一丁目（１番街区及び２番街区に限る。）

帯屋町一丁目（11番街区を除く。） 

追手筋一丁目（11番街区を除く。） 

廿代町（９番街区から16番街区まで及び18番街

区を除く。） 

はりまや町一丁目（１番街区から３番街区まで

に限る。） 

はりまや町二丁目（１番街区及び２番街区に限

る。） 

はりまや町三丁目（１番街区及び２番街区に限

る。） 
 

地                域 

高知市のうち 本町一丁目（１番街区及び２番街区に限る。） 

帯屋町一丁目（11番街区を除く。） 

追手筋一丁目（11番街区を除く。） 

廿代町（９番街区から16番街区まで及び18番街

区を除く。） 

はりまや町一丁目（１番街区から３番街区まで

に限る。） 

はりまや町二丁目（１番街区及び２番街区に限

る。） 

はりまや町三丁目（１番街区及び２番街区に限

る。） 

別表第３（第10条、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条、第

21条、第22条関係） 

別表第３（第10条、第12条、第13条、第15条、第17条、第19条、第

21条、第22条関係） 

地                域 

高知市のうち 堺町（１番街区から９番街区までを除く。） 

与力町（１番街区、８番街区及び９番街区に限

る。） 
 

地                域 

高知市のうち 堺町（１番街区から９番街区までを除く。） 

与力町（１番街区、８番街区及び９番街区に限

る。） 

 


