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平成２１年度 第１回豊田市景観審議会 会議録 

 

開 催 日 時：平成２１年１２月１５日（火） 午前１０時００分～正午 

開 催 場 所：市役所南庁舎５階 南５１会議室 

出 席 委 員：建部 謙治   岡田 憲久   長縄 久子   荏原 温子 

 （敬称略）  倉地 忠雄   矢頭 達也   上田 享二   田口 栄治 

石田 真典   浅井 恒和   田端 朋子   大塚 一郎 

 

 

以上 １２名 

欠 席 委 員：小松  尚   鶴見 恒夫   杉浦  巌   土居 友二    

 

市     長：鈴木 公平 

 

事 務 局 出 席 者： 都市整備部長  山田 正秋 

          都市計画課   羽根 博之      近藤 保之   島村  勲 

                岡田 俊枝   森  友義   岡田 好史 

                神谷 和磨    

          

 

（開会時間 午前１０時００分） 

 開  会 

 

１ 審議会委員委嘱状伝達 

 

２ 委員自己紹介 

 

３ 会長及び副会長選出 

 

○事務局 

 それでは、豊田市景観規則第１２条第１項に基づき、皆様より、当審議会の会長及び副

会長の選出をしていただきたいと思いますが、どなたか推薦していただけないでしょうか。 

 はい、倉地委員、お願いします。 

 

○倉地委員 

 倉地でございます。私から今までの経過によりまして、会長などを推薦させていただき

ます。 

 私は、会長に建部委員を、副会長に岡田委員を推薦させていただきます。建部委員は、

愛知工業大学教授で、建築環境学を専攻されております。昨年度まで、当景観審議会の会

長を務められております。 
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また、岡田委員は、名古屋造形大学教授で、工業デザインを専攻し、建部委員同様、

昨年度までの本審議会の委員を２年間務めておられます。 

ご両人とも適任であると思いますので、私から推薦させていただきます。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございました。ただいま、会長に建部委員、副会長に岡田委員が適任

であるというご推薦をいただきましたが、皆様いかがでございましょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 では、採決いたします。 

 それでは、豊田市景観審議会の会長に建部委員、副会長に岡田委員をお願いすることに

賛成の方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○事務局 

 はい、ありがとうございます。挙手全員ということで、建部委員を会長に、そして岡田

委員を副会長に選出させていただきます。 

 建部委員におかれましては、会長席の方へご移動をお願いいたします。 

 それでは、ここで建部会長に就任のごあいさつを一言お願いいたします。 

 

○建部会長 

 それでは、一言ごあいさつさせていただきます。 

学生に、よく言うことなのですが、喜劇王のチャップリンが、それぞれの国とか地域

を回られるときに、１番最初に行ったところはどこかという質問をします。実は、チャッ

プリンが、１番最初に行ったところは、刑務所なのです。刑務所に行くと、その国の人に

対する扱いがどの程度か、その刑務所の建物を見ることによってわかるということでござ

います。 

先ほども委員の中から、建築、それから景観、そういったものが大事だということを

言われましたけれど、１番最初に見えるのは、やはり建築とか景観なのです。そして、そ

れを見ると、大体、その自治体の品格がわかるというか、そこに住んでおられる地域の人

たちの様子がわかるということでございます。建築や景観は、それほど大事なものでござ

いまして、ヨーロッパでは、美しいことというのは非常に大事とされているようです。私

どももそういうことに気づいております。あとは、それをどうやって実施に移すかという

ことが大事かと思います。 

さまざまな制度ができてもいいのですが、それをどう運用していくのか、実行していく

のか、そこが私どもに問われていることかと思います。市長をリーダーとして、市、それ

から地域住民、関係業界、それから応援団体である私ども、それぞれが、見守りながら育

てていきたいと思います。ぜひ、これからの当審議会での充実した話し合い、意見をいた

だきますようにお願いしたいと思います。 
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簡単でございますが、あいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

４ 諮問書伝達及び市長あいさつ 

 

５ 説明事項・豊田市景観審議会の概要について 

  

６ 会議録署名者の指名 

 

○建部会長 

 それでは、これから、私が議事の進行役を努めさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

 まず、会議録署名者の指名をさせていただきたいと思います。指名の順序につきまして

は、特にご意見がないようでしたら、名簿順に２名ずつお願いしていきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

 

（全員挙手） 

 

○建部会長 

 ありがとうございました。 

 それでは、今回は、小松委員が欠席されていますので、岡田委員と長縄委員にお願いし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

７ 議  事 

 

 議題１ 豊田景観計画の変更について 

 

○建部会長 

 それでは、これから議案の審議に入ります。 

 第１号議案、「豊田市景観計画の変更」でございます。内容の説明が長くなるようです

ので、幾つかに分けて説明していただき、その都度皆様からご意見、ご質問をいただきた

いと思います。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

 まず、豊田市景観計画の変更につきましては、これまで豊田市景観計画の中で、景観重

点地区の候補地として選定しておりました「足助地区」を、豊田市景観条例第１５条第１

項の規定に基づき、正式に景観重点地区として指定するものでございます。 

本日の別添資料に「審議会の諮問根拠」として、豊田市景観条例の抜粋がございます。

ご確認をいただきたいと思いますが、この規定に基づき、本日、担当の方から、何回かに
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分け、ご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

 おはようございます。都市計画課の景観担当の岡田と申します。 

 本日は、私から内容について説明させていただきます。 

なお、本日は、初めて景観審議会委員として出席いただいている委員もいらっしゃい

ますので、まず、豊田市景観計画の概要、それから、足助地区に関する豊田市の取組につ

いて、説明させていただいた後、第１号議案について説明させていただきます。 

 では、豊田市景観計画の概要について説明させていただきます。 

 豊田市景観計画とは、市民や事業者との共働により、豊田市らしい魅力ある景観づくり

に取り組んでいくため、良好な景観形成を推進するための基本目標や基本方針及び行為の

制限などを定めたものです。計画に示されている内容は、主に、豊田市景観計画の区域、

良好な景観形成に関する基本目標と基本方針及び良好な景観形成のための行為の制限です。 

 豊田市景観計画の区域は市内全域としており、豊田市の今後の良好な景観形成を進めて

いくため、目指すべき景観像と「生命をはぐくみ環境を守る自然景観づくり」、「豊かな

心をはぐくむ生活景観づくり」、「活力を生み出す産業景観づくり」、「文化を培う歴史

景観づくり」の４つの基本目標を定めています。 

 続いて、良好な景観形成の方針及び行為の制限です。皆さんも御存じのように、豊田市

には地域によって市街地や農村、山林など、さまざまな景観上の特色がみられます。この

ことから、景観行政を進めていく上で、これらを一律に考えていくのではなく、大きく４

つのゾーンに分け、ゾーンごとに景観形成の方針や行為の制限を定め、緩やかな規制をか

けることで、極端に景観を阻害するような建築物などを制限していきます。 

 なお、このゾーンは、景観形成と土地利用に密接な関係があることから、豊田市の第７

次総合計画の土地利用構想に基づき区分しています。景観形成の基本方針や行為の制限に

ついては、ゾーンごとに定めておりますが、時間の関係もございますので、本日お配りし

ております資料、「豊田市景観計画のあらまし」と「豊田市景観計画」本編でご確認くだ

さい。 

 そのほかに、豊田市景観計画には景観重点施策を定めております。これは、行政と市民、

事業者が共働により事業を進めることで、確実な効果を得ることが期待できる施策を整理

したもので、「市民活動の推進」、「景観学習の推進」、「重点地区の整備」、「屋外広

告物の規制」など、８つの施策を位置づけております。 

 ここで、重点地区とは、豊田市らしさを演出する、あるいは、豊田市を特徴づけるため

市を代表するような地区に、独自の景観形成に関する基準を定め、積極的な景観づくりを

図っていくもので、良好な景観形成を重点的に図る必要がある、もしくは市民、事業者が

良好な景観形成を望み、その実現を推進しようとする地区のことです。現在、豊田市景観

計画では、市の顔や、玄関口に位置づける地区として、中心市街地地区及び国道２４８号

地区、歴史的なまち並みのある地区として足助地区を候補地としております。 

今回、後ほどご説明させていただくのは、この足助地区の景観重点地区の指定に関す

るものとなっております。 

 以上で、簡単ではございますが、豊田市景観計画の概要について説明を終わります。 
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○建部会長 

 ただいま事務局より概要の説明がございました。どなたかご意見ご質問がありましたら、

よろしくお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、続いて、次の説明を事務局お願いいたします。 

 

○事務局 

 では、続きまして、足助地区に関する豊田市の取組について説明をさせていただきます。 

 豊田市第７次総合計画では、基本構想に掲げる将来都市像と、それを実現するための目

指すべき姿を設定しています。 

 また、土地利用構想においては、足助地区を複合地域核として位置付け、地域レベルの

生活機能を維持するための行政、生活サービスのための機能の集約を図る地区、過疎、山

村地域における医療サービスや複合行政サービスの機能を確保する地区として、位置付け

ております。 

 また、第７次総合計画の実践計画においては、目指すべき姿の原動力となる重点テーマ

の一つとして「都市と農山村の共生」を定め、前記の４つを設定しています。そして、足

助地区はこの重点テーマを受けて、重点的に戦略的に展開する施策を整理した分野別計画

で、「足助地区まちづくり事業、歴史的なまち並みと周辺景観の保全・活用を行う」と設

定しております。 

 足助地区は、中馬街道の宿場町として栄え、紅葉で有名な「香嵐渓」や「宿場町のまち

並み」、農山村の伝統文化を保存した「三州足助屋敷」、各家に行灯を灯す「たんころり

ん」、さまざまな年代の表情豊かなお雛様が民家等に飾られる「中馬のおひなさん」など、

地域の個性を育んでいます。 

こうした資源を活かした取組が見られる一方で、昭和５２年と平成２０年の足助地区

の中馬街道沿道の家屋調査結果を比較すると、調査対象全３０３軒中、図中赤の位置、現

在の建築様式で建てられた家屋が５６軒、また図中黄色の位置、取り壊された家屋が３２

軒にのぼるなど、歴史的なまち並み、家屋が、この３０年で８８軒、約２９％減少してお

ります。 

また、足助地区は、都市計画法や建築基準法等による建築物等の規模や意匠への制限

はなく、景観法等による歴史的まち並み景観の保全に有効な規制はありません。このこと

から、この写真のように高層のアパートやマンションが建つことも可能であり、足助地区

の地域固有のまち並み景観が失われていくことが危惧されます。 

 こうした背景から、第７次総合計画の将来都市像の目指すべき姿の実現に向け、古いま

ち並みを中心とした地域においては、重要伝統的建造物群保存地区の選定に向けた取組の

推進、それから、電線類の地中化、周辺山々には山並み整備、針葉樹や竹の伐採、それか

ら、広域的には下水道整備など、さまざまな事業を展開しております。 

そして、こうした個別事業や足助の地域固有の特性を踏まえ、地域力の向上を図るた

め、足助地区景観計画の策定に取り組んできました。 

 なお、足助地区景観計画の策定は、この取組により地域力を高め、今後の都市と農山村

の交流機会の拡大や山村地域の定住、交流人口の確保につなげていきたいと考えておりま
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す。 

 以上で、足助地区に関する豊田市の取組について、簡単ではございますが、説明を終わ

ります。 

 

○建部会長 

 それでは、これにつきまして、何かご意見、ご質問ございましたか。お願いいたします。 

 ございませんでしょうか。 

 ないようですので、引き続きお願いします。 

 

○事務局 

 それでは、第１号議案「豊田市景観計画の変更、景観重点地区足助地区の指定」につい

て説明をさせていただきます。 

 お手元の議案書では、１ページから１０ページまでとなりますが、説明は前方スクリー

ンと、本日お配りしております「別資料」を用いて説明させていただきます。 

なお、本日お手元にございます議案書は、内容が案となっておりますので、今後、細

かな文章の修正等があることをご了承ください。 

 本議案の内容は、これまで住民等で組織する足助まちづくり推進協議会や足助商工会、

観光協会などと共働で取り組んできた内容を踏まえ、豊田市景観計画に足助地区を景観重

点地区として指定し、足助地区景観計画を策定するものです。なお、足助地区景観計画の

内容は、景観形成の方針、建築物・工作物に関する行為の制限、屋外広告物に関する行為

の制限、届け出等の対象行為を記載します。 

 まず始めに、足助地区景観計画の区域、景観形成の方針、建築物・工作物に関する行為

の制限について説明させていただきます。 

 画面上、赤でお示しした位置が足助地区の位置となります。現在、豊田市景観計画の森

林環境共生ゾーンに位置しております。 

 では、足助地区の区域です。足助地区の区域は、江戸時代から明治時代に栄えた中馬街

道と周辺の山々の稜線を含んだ小字の境界までを範囲としております。これは、足助地区

のまち並みが周囲の山々に囲まれることにより、特徴ある景観を形成していることからま

ち並みと山並みを一体的に捉え、取り組んでいくものです。 

 続きまして、景観形成の方針です。足助地区のまち並みは、江戸から明治、大正、昭和

にかけて建てられ、それぞれの特徴を残した家屋が川沿いに広がっていることに加えて、

通りから見える山の景観も特色の一つです。この周囲の自然、まち並み、そしてこれらが

一体となった景観を保全・継承することが足助地区固有の景観形成に求められます。 

このことから、この三つの景観形成、三つを景観形成の方針として定めます。一つ目

は、「山並み景観を守る」です。周囲を取り囲む山々は町並みの背景となり、足助地区の

風景を印象づけ、自然の四季さまざまな彩りが足助地区の表情豊かな景観を演出していま

す。この、美しい山並み景観を保全します。 

二つ目は「まち並みを活かす」です。中馬街道の町並みには、宿場町の趣を残す家屋や

歴史的資源が地域固有の歴史的まち並みを形成しています。これらを活かした足助地区固

有の景観形成を進めます。 
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三つ目は、「足助らしさを育む」です。まち並みは、自然豊かな山々に囲まれ、まち並

みからはその山々の頂を臨むことができるなど、人々の生活と豊かな自然が一体となった

景観が形成されています。これを、足助らしさと捉え、これを育みます。 

 続きまして、行為の制限についてです。足助地区は、江戸時代に中馬街道、塩の道とし

て栄えたまち並みや香嵐渓を中心とした観光地、国道沿いのまち並みなど、さまざまな特

色がみられます。このことから、足助地区の歴史的なまち並みを活かし、かつ、一体的な

景観形成を図るため、足助地区全域の共通の基準と、その区域の特色に合わせた基準の設

定が求められます。 

このことから、住民の方々と議論の結果、足助地区を川や道路などの地形、地物と景

観の特色に応じてこの８つのゾーンに区分しています。ゾーン区分については、本日お配

りしました「別資料」の１ページをご覧ください。これらの各区域の特色を踏まえ、足助

地区全域にかかる共通の基準と区域ごとの基準を定め、各区域の特色を踏まえながらも一

体となった良好な景観形成を進めます。 

 まず、建築物・工作物の足助地区全域の共通基準について説明します。 

 字が小さくなっておりますので、こちらの表は「別資料」の２ページをご覧ください。

建築物に関する共通基準は、高さが１３ｍ以下、屋根は和風で傾斜屋根、外壁・建具等は 

木を用いる場合は素地色、その他の場合は無彩色、白から黒としております。 

また、工作物については、高さは１３ｍ以下とし、その他周辺の建築物やまち並み等

の状況を十分把握し、良好な景観の連続性やまとまりを損なわないようにするなどと定め

ております。 

これらを基本的な基準とし、足助地区全域において一定の調和を図ります。そのうえ

で、中馬街道のまち並みの伝統的な家屋の特徴に基づき、より一層の足助らしさを演出す

るための基準を、次のように整理します。 

 各区域の特色に応じ、この基準を適用します。整理した基準と基準の適用状況は、この

表のとおりとなっております。この表につきましても字が小さくなっておりますので「別

紙料」の３ページをごらんください。 

 では、整理した基準について、いくつか抜粋して説明させていただきます。まず、壁面

の位置です。「道路に面する壁面の位置は、隣接する家屋と違和感のないようにする。」

としています。この写真のように、壁面の位置が多少ずれていることも足助のまち並みの

特徴ですので、隣接する家屋に揃えるという表現ではなく、違和感のないようにするとし

ております。 

 次に、屋根です。屋根の形式は、原則として切妻としております。写真のように切妻の

家屋が妻入り、平入りと混在していることも足助の魅力です。また、屋根の勾配について

は、現存する足助地区の建築物の多くが４．５寸から６寸勾配であることから、これに準

ずるものと定めております。さらに、材料ですが原則として日本瓦としております。そし

て、道路に面した部分には日本瓦を用いた庇を設けるよう定めております。 

 外壁については、原則として、白又は黒の漆喰塗りか板張りとしています。ただし、大

正から昭和戦前以前の建築様式を用いる場合、例えば、当時、多くみられたタイル貼りの

建築物も現存しておりますので、その場合は、必ずしも漆喰塗りや板張りにこだわらず、

まち並みに調和するものであれば可能としております。 
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 続いて、建具等です。建具等とは、引き戸、窓枠、格子などを言いますが、道路又は河

川に面する部分では木製としております。 

 次に、塀、柵、門です。道路や河川に面して設ける場合は、漆喰塗り又は板張りとして

います。実際に、足助ではあまり見られませんが、まち並みの連続性を保つために定めて

おります。 

 自動車車庫です。家屋の壁面に沿ってガレージ等を設ける場合には、木製の扉を設ける

など、中の車が見えにくくする工夫をしてくださいと定めております。 

 区域の特性を踏まえて、これらの基準を表のとおり適用します。表の上の方にゾーンの

絵が小さく載っておりますが、ゾーンの位置については「別資料」の１ページでご確認く

ださい。黒い丸の箇所が基準の遵守を義務付けており、勧告又は変更命令の対象となるも

のです。 

まず、足助地区のまち並みの核となる区域で、伝統的な家屋が多く残る③「中馬街道、

町並みゾーン」の「旧街道筋」については、これらの基準をすべて適用するものとしてお

ります。また、この区域の周囲に当たる③「中馬街道町並みゾーン」の「旧街道筋以外」、

と④のゾーンについては中馬街道のまち並みの趣が漂う景観形成を進めるため、屋根の材

料や庇、外壁など仕様を定めている部分を除き、適用するものとしております。また、②

と⑦のゾーンについては、足助地区の観光の中心となっていることから、中馬街道のまち

並みとの調和を図るため、屋根の形式や樋等の基準を適用しています。 

 なお、ここまで説明させていただいた中で、黒い丸が記載されていない項目については、

基準の遵守は義務付けておりませんが、白い丸を「推進基準」、印のないものを「その他

の基準」として、区域ごとに強弱はございますが、できる限り基準への適合を促し、足助

地区固有の景観形成に努めるものとしております。 

以上で、足助地区景観計画の区域、景観形成の方針、建築物・工作物の行為の制限に

ついて説明を終わります。 

 

○建部会長 

 かなりわかりやすく資料を提示していただきましたので、理解しやすかったと思います

が、ここまでについてご意見、ご質問ございませんでしょうか。 

 昨年から委員を務めている方々は大体おわかりだと思いますけれど、新任の方たちは、

なかなかわからないと思いますし、質問もしにくいかもわかりません。 

何かございましたら、お願いいたします。 

  

○大塚委員 

 非常にいい取組ではないかと思います。実は、応募動機のとこにも、足助について少し

書かせていただきました。 

それでですね、これは、皆さんでご審議というのか、言葉の使い方についてです。内

容はこれでいいと思うのですが、「行為の制限」という表現がありますよね。この表現が、

どうも気になります。内容を拝見していると、別に規制とか禁止するのではなくて、いい

バランスを持って、何とか皆でやっていく、住民も含めてですね、協力していいものを出

していこうということだと思うのですが。 
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どうも市民目線でいきますと、行為の制限と言われると、私だけかもしれませんが、

何かやってはいけないという意味に取れそうな気がします。今後、住民の方々にもいろい

ろご説明して、ご協力をいただくと思うので、何か少しプラス思考の表現がよいと思いま

す。いろんなところに出てきますね、「行為の制限」という表現が。確かにやってはいけ

ないということなので、そう表現されていると思うのですけれども。 

どうやって、まちの中に溶け込んでいくのか、あるいは、より良くしていくのかとい

うのが伝わりやすい表現であると、より皆さんのご理解も得やすいではないかと思いまし

た。 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

今、大塚委員にご指摘いただきましたが、これは、法律用語で、行為の制限と書いて

あります。法律で、この項目について定めることとなっておりますので、足助地区景観計

画では、「行為の制限」という表現は変わらないと思います。 

しかし、例えば、市民に対してお配りするようなパンフレットなどにおいては、行為

の制限という表現ではなく、もっと前向きな柔らかい表現を工夫して、市民の皆さんのご

理解を得るようなことに努めていこうと思います。 

ぜひ、今後の参考にさせていただいて、言葉を工夫してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○建部会長 

 ほかに、ございませんでしょうか。 

 

○石田委員 

 審議会でこうやって審議するときに、現場をどれだけ見ているかということが、僕は一

番大事なことだと思います。ですので、審議会の人たちが、現場に行くという機会はない

のでしょうか。いわゆる、写真だとか、文字だとかいうことだけで判断するのは、非常に

難しいことだと思います。 

 

○事務局 

 今、石田委員から発言がありましたような、皆さんの、現場も見たいというご意見、ご

要望が多ければ、ぜひ、見ていただければと思っております。今日の説明させていただい

た内容の、例えば語句や基本的な考え方など、これからの「足助らしさ」というものに関

しても、皆さんそれぞれの思いがあるかと思います。それを活かして、足助地区景観計画

を策定し、足助地区の景観を守っていこうということを、第一義に私どもは考えておりま

す。 

実は、昨日、足助のまちづくり推進協議会、浅井委員も出席していただいているので

すけれども、その中では、足助には商売を営んでいる方がたくさんいらっしゃることから、

その方たちの活力をそぐような制限はやめてほしいとの要望がありました。足助地区景観

計画、それから電線類の地中化、下水道の整備、それから山並み整備、その他の取組が、
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足助の活力を維持し、商売の一助にもなり、かつ足助の定住促進にもなる、要は足助から

出て行ってしまう人たちがそこに留まり、そこで生活していこうという気運の向上の一助

になるような仕組みを、市が一体となって取り組んでいこうというのが、今回の計画の根

本にあり、何らかのルールを決め、足助のまちが壊れないよう取り組んでいます。そこで、

この足助地区景観計画を策定したいというのが私どもの思いです。 

本当に、より良いものにしていきたいと思っておりますので、またご意見いただきた

いと思っております。 

 また、石田委員の言われた現場の視察等につきましては、２月になると「中馬のおひな

さん」、先ほど見ていただいたお雛様が飾られますので、ぜひお連れしたいと思いますの

でよろしくお願いいたします。 

半日程度、ここから移動して、片道４０分程、現地で２、３時間、見ていただくこと

で調整させていただきます。今後、皆さんのご要望もお聞きし、日程調整等をさせていた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○建部会長 

委員ですので、多分もう何回か、皆さん足を運ばれているとは思いますが、皆で行っ

て、意見交換しながら見ていくということも大事だと思いますので、ぜひ、実現していた

だくようにお願いしたいと思います。 

 

○事務局 

 はい。わかりました。 

 

○建部会長 

 よろしくお願いします。じゃあ、石田委員どうぞ。 

 

○石田委員 

 足助は、本当に全国的に有名ですよね。この秋になると、すごい人が来ます。でも、そ

の人たちがどれだけまち並みの中に入って行くのかは、かなり疑問です。だから、香嵐渓

は、紅葉だけという雰囲気が結構あるのですよ、全国的には。この辺の人たちは、「中馬

のおひなさん」がということで、まちの中まで入ってくると思うのですけど、ほとんどの

人たちは、香嵐渓は紅葉ということで、紅葉を見たら帰ってしまうのですよね。だから、

そういう人たちをどのように、まち並みまで誘導するかということが、僕はすごく大事な

ことだと思います。まち並みまで人を誘導できるようになると、まちの人たちも、かなり

秋が待ち遠しいという感じになると思うのですが。 

今は、渋滞だけの話で、まちの人たちは、かなり迷惑を被っているような感じがしま

す。だから、その辺の基本的なことを考えると、何か違ってくるのではないかと思います。 

 

○建部会長 

 はい、どうぞ。 
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○事務局 

 実はですね、先ほどの足助地区に関する豊田市の取組の中でも少し出てきたかと思いま

すが、今、重要伝統的建造物群保存地区、伝建と言っていますけれども、平成２４年度の

選定に向けて、教育委員会の文化財課が、並行して実施しています。もちろん、都市計画

課の足助地区景観計画が基本になりまして、そのルールと合わせるように考えています。 

前のスライドで、この地区です。中馬街道はここ、香嵐渓はここ、足助の支所がここ

で、巴橋を渡ったところからです。伝建に取り組んでいる区域は、この区域になります。

今現在、勉強会等をやっております。今後は、伝建とタイアップしていくことによって、

例えば、関や奈良井のように、ネームバリューで、ここに来たお客さんが、まちの中へ来

ていただくようなことも仕掛けていきたいなと思っています。 

また、足助地区が無電柱化を実施したという話になると、それに興味のある方たちも

呼び込めるのではないかと思っております。 

そのためには、足助地区景観計画を策定し、かつ、それに合わせて、さっき市長が予

算の関係上なかなか厳しいとはおっしゃっておりましたけれども、資産を活かしながら、

下水道整備や電柱の地中化など、いろいろ計画しながら、景観づくりを官民一体となって

やっていきたいと考えております。 

 

○建部会長 

 よろしいでしょうか。ほかにご意見ございますか。 

 はい、岡田委員、お願いします。 

 

○岡田委員 

 行為の制限っていう言葉が少し気になりますので、何かいい表現を考えていただきたい。 

また、区域を８つのゾーンに分けてあるわけですよね。やはり背景っていうのはすご

く大事で、例えば、安芸の宮島で、徹底的に守った部分は、海から見える山並みと旅館、

これを決定的な歴史的景観として、大変努力して、整え、守るよう規制をかけてやってい

るのですけど、やはり、それが最終的に経済につながる規制になれば、別の展開が起こっ

てくるわけです。 

足助は、今、やっと、それに対して、何かしていきましょうと取組が行われ、８つの

ゾーンに分けられている。 

しかし、８つのゾーンの背景となる⑧山並みゾーンは、景観形成に関する方針はある

が、「別資料」を見ると、規制がなくなっている。このままでいいのかと気になります。 

 

○事務局 

 足助地区景観計画では、区域を地形地物や景観の特色を踏まえて、ゾーンを８つに分け

ております。 

 例えば、①のゾーンであれば、沿道型対応のコンビニなどが立地し、③のゾーンですと、

中馬街道沿いに歴史的な建築物が多く立地する。また、④のゾーンでは、③のゾーンと隣

接しているものの、③のゾーンとは建築物の形態等の立地状況が異なります。 

これらのことから、ゾーン別に基準の適用状況を変えています。 
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その中で、先に説明させていただいた、足助地区全域の共通の基準を設け、一定の調

和も図っております。 

足助地区の景観は、山が背景となって、固有の景観を形成していることから、⑧のゾ

ーンにも、この共通の基準を適用しています。 

最近、高さ４０ｍ程の携帯電話の通信鉄塔が、多く設置され、景観に対する対策が求

められています。足助地区にも、足助小学校の横に、携帯電話の鉄塔ではありませんが、

１基あります。 

このことから、この山に、通信鉄塔が乱立し、景観を壊すことがないよう、工作物の

高さは１３ｍ以下で茶色等の色とするような制限をかけています。 

 

○岡田委員 

 ですから、今のご説明だと、建築物も工作物も、１３ｍまでの規制がありますというこ

とですね。それが、この「別資料」では、他のものと並んで表現されないということです

ね。 

 

○事務局 

 はい。本日、お配りしております「足助地区景観計画のあらまし」という資料では、記

載させていただいております。 

 

○岡田委員 

 そこで表現されているわけですね。 

 

○事務局 

 「足助地区景観計画のあらまし」という資料を見ていただきますと、足助地区全体の共

通の基準とゾーン別の基準も、すべて記載しております。例えば工作物でありますと、１

３ｍ以下とする。」など、山並みゾーンも含めて、すべてです。 

 

○岡田委員 

 ここに入っているのですね。そうですね。 

 ほかの行政の状況を見ても、多くの携帯電話の鉄塔の設置が見られます。 

背景は、本当に大事なので、背景に対する取組も必要です。 

 

○建部会長 

 特に、大事なのが稜線ですね。高さが１３ｍであっても、山並みの稜線を絶ってしまう

と、景観が壊れてしまいますので、稜線については、特に景観アドバイザー等に強く指導

していただくか、あるいは、違う方策を考えていただくことが大事かと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

○岡田委員 

 はい。ありがとうございます。 
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○建部会長 

 では、そのほかにございませんでしょうか。 

 はい、どうぞ。 

 

○荏原委員 

 当議案には関係ないかもしれないのですけれども、この香嵐渓に行く道路というのは、

今後も、今のままなのでしょうか。 

日本ハンギングバスケット協会という、花の資格の団体があって、例えば東京の丸の

内であったり、皇居の中であったり、関東でまちの花飾りを熱心にやられています。先週、

私は、その団体の５０代、６０代の方に、景観の中でのお花の話をさせていただいき、そ

こで、紅葉の話が出たので、香嵐渓について聞いてみました。香嵐渓を知っている人は、

６０人位いらっしゃる中で、手を挙げていただいたのは３名ぐらいで、意外に少ないのだ

なと思いました。前日に、インターネットとかで調べたら、京都の東福寺とかよりも高く、

香嵐渓が１番になっていたので、皆知っているのかなと思ったのですが。その方たちは、

新幹線に乗ってでも、全国の花を見に行くぐらい、すごく熱心な方々なので、香嵐渓はす

ごくいいですよっていう話をしたら、皆さん全員がこうメモしていました。 

実は、お雛様とか、カタクリとか、魅力のあるところはいろいろあるので、それもち

ょっと話したかったのですが、私自身も岩倉に住んでいて、道路が混んでしまい、なかな

か行けないっていうのが現状ですので、躊躇してしまいました。 

まち並みをきれいにして、人を呼びたいということだと思うのですが、道路というの

は、今後どのようなになるのでしょうか。 

 

○事務局 

 今、鞍ケ池のスマートインターチェンジ、鞍ケ池公園のところに、サービスエリアがご

ざいまして、そこからＥＴＣなら出られるインターチェンジができました。まだ、暫定的

なので、大型バスは降りられませんけれども、そこから出られるようになりまして、岡崎

の方から来る道路につながっていきます。 

一般的には、国道１５３号を通って、勘八峡のほうから足助に入るのですけれども、

岡崎の方から入る道路で利用し、国道１５３号と合流する追分交差点の手前から、川の左

岸に渡って行けるようなルートも、今、考えております。 

それができますと、鞍ケ池のスマートインターチェンジから利用していただいた方は、

かなり早く行けるようにはなろうかと思います。また、まだ先になりますが、これを利用

し、名古屋の方から東海環状自動車道を利用し、鞍ケ池で降りていただくことも、考えて

おります。 

今、スマートインターチェンジを作っておりますので、順番に少しずつ道路の方も改

良されると思います。 

また、渋滞しているときには、看板等を設置しまして、迂回路に誘導し、県道を通っ

て、先に香嵐渓の北側へ回っていただきますと、随分と早く香嵐渓の方にも入れるように

なります。 

国土交通省と連携して、看板等の設置も取り組んでおります。ご迷惑をおかけします
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が、どうかよろしくお願いいたします。 

 

○荏原委員 

 ありがとうございます。 

 

○建部会長 

 最近は、だいぶ、案内板も増えて、知っている人もいるようですね。 

 

○事務局 

 そうですね。 

 

○建部会長 

 はい。 

 それ以外にございますでしょうか。 

 それでは、事務局より、引き続き説明をお願いします。 

 

○事務局 

 では、続きまして、第１号議案の続き、屋外広告物に関する行為の制限、届け出等の対

象行為について説明させていただきます。 

 ここで、簡単ではございますが、屋外広告物の種別について説明させていただきます。 

 「別紙料」４ページをご覧ください。まず、自家用広告物です。自家用広告物とは、自

分の店や自分のお店の敷地に、自分のお店の名前や営業内容を表示する広告物です。 

管理広告とは、自分が管理する敷地に、３㎡以下で設置する広告物です。 

また、案内広告とは、自分のお店の位置などを案内する矢印や案内図を表示し誘導す

る広告物です。 

そして、一般広告物とは、これら以外の広告物をお考えください。 

 続いて、屋外広告物に関する行為の制限です。 

現在、足助地区は、豊田市屋外広告物条例により、広告物の提出に関し、規制が定め

られております。この図は、足助地区の現在の規制区域を図化したものです。濃い青の部

分は、国道１５３号の路端から１００メートルの範囲を示しております。 

足助地区における現在の屋外広告物の設置等に関する制限について、概略を説明させ

ていただきますと、国道１５３号の路端から１００メートルの範囲、先ほどの図で濃い青

の部分においては、現在一般広告物の地上広告物の提出は制限されています。しかしなが

ら、その他の区域においては、例えば、地上広告板は３５㎡以下、高さは１０ｍ以下とす

るなど、面積や高さに一定の規制はあるものの、許可手続を行えば一般広告物、自家用広

告などの設置に関し、その個数や総表示面積の制限はありません。 

 このようなことから、建築物や周囲の自然と調和した足助地区固有の景観形成を進める

ため、次のような行為の制限を定めます。 

 字が小さくなっておりますので、本日お配りしております「別紙料」５ページをごらん

ください。 
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足助地区は、商売を営む家屋が多くあることから、足助地区の商業の賑わいを損なう

ことがないよう、色彩については建築物等の調和、日本の伝統色に配慮した色彩とするな

ど、緩やかな規制としております。 

しかしながら、各店舗や足助地区内での広告物の乱立を防止し、周囲の自然とまち並

みと調和した広告物の掲出を進めるため、一般広告物の提出は不可とし、自家用広告物に

ついては、広告表示面積を①松栄町・国道ゾーン、国道沿いの地域にあっては３０㎡以下、

その他の区域は２０㎡以下とします。 

また、屋上広告物や広告塔など、現在、足助には見られない広告物の掲出については、

足助地区全域において禁止します。 

 案内広告については、足助地区の事業所への案内表示に限るものとして、足助地区外の

店舗等の広告表示はできないものという基準を定めております。 

 なお、この基準については、現に、適法に歴史的なまち並みに配慮した広告物が足助地

区には多くみられることから、現在設置されている広告物の大きさ等を踏まえて定めてお

ります。 

 では、最後に、建築物・工作物も含め、届け出等の対象行為、つまり、届け出が必要と

なる行為について説明させていただきます。建築物については、「高さが１０ｍを超える

もの」、「建築面積が１０㎡を超えるもの」、「自動車車庫」、これらのいずれかに該当

する場合としております。 

 なお、本日お手元にございます議案書において、「外観の変更を行う行為で、屋根又は

壁面の見付面積の１／２を超えるもの」という項目がございますが、こちらについては、

削除いただきますようお願いいたします。 

 工作物については、「高さが１０ｍを超えるもの」、「建築物と一体となって設置され

るもので、その高さが５ｍを超え、かつ建築物の高さの合計が１０ｍを超えるもの」、

「擁壁・護岸・堤防、その他これらに類するもの」、「塀、柵、門その他これらに類する

もので、その延長が２ｍを超えるもの」、「自動販売機」としております。 

 また、屋外広告物については、案内広告と自家用広告物で２０㎡を超えるものは、許可

申請の手続が必要となります。 

 以上で、第１号議案、「豊田市景観計画の変更、景観重点地区足助地区の指定」につい

ての説明を終わります。 

 

○建部会長 

 ただいまの説明で、ご質問ありますでしょうか。 

 それでは、ないようですので、ここで採決してよろしいでしょうか。 

 それでは、採決いたします。 

第１号議案、都市景観計画の変更について、事務局原案どおり承認することに賛成の

方は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 
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○建部会長 

 はい、ありがとうございました。全員ですので、事務局原案どおり承認することに決定

いたします。 

  

 議題２ 豊田市屋外広告物条例の一部改正について 

 

○建部会長 

 続きまして、第２号議案「豊田市屋外広告物条例の一部改正」について事務局に説明を

お願いいたします。 

 

○事務局 

 はい。それでは、第２号議案「豊田市屋外広告物条例の一部改正」について説明させて

いただきます。 

 お手元の議案書では、１１ページから１３ページまでとなりますが、説明は前方スクリ

ーンで行わせていただきます。 

 なお、当議案は、先ほどの景観重点地区足助地区の指定に伴う屋外広告物条例の一部改

正に関するものとなっております。 

 屋外広告物の許可基準等の変更に際しましては、当審議会への諮問が必要となっており

ますので、第１号議案においてご意見いただきましたものと同じ内容となっておりますが、

ご了承ください。 

 まず、先ほどご説明させていただきました足助地区の屋外広告物に関する行為の制限で

は、一般広告物の提出を不可としているため、景観重点地区足助地区全域約４００ヘクタ

ールを禁止地域に指定します。このことから、屋外広告物条例第３条に第１５号を追加し、

景観重点地区足助地区を禁止地域として指定します。 

 続いて、種別ごとの基準。先ほど第１号議案でご説明させていただきました屋外広告物

の基準のお手元の資料５ページのうち、足助地区について新たに定めた基準、スライド上

赤の部分、「原則日本の伝統色に配慮した色彩とする。」、それから、自家用広告物の位

置、種類、大きさ、それから、案内広告の表示内容、数量について許可基準等を変更いた

します。 

 まず、自家用広告物についてです。自家用広告物の基準は、豊田市屋外広告物条例第１

４条第２項第１号により、許可手続が不要なものの規模等の基準を定めておりますので、

豊田市屋外広告物規則別表第１第１項第１号に、前スライドのとおり「ただし条例第３条

第１５項の区域においては２０㎡以下であること」を追加します。また同第４号に、「条

例第３条第１５号の区域においては、広告塔、屋上広告板、屋上広告塔及びアドバルーン

以外のものであること」という規定を追加します。 

また、先ほどご説明させていただきましたが、①のゾーンに限っては、３０㎡以下で

あれば掲出することが可能としておりますので、豊田市屋外広告物条例第１４条第５項に

より定める、禁止地域の自家用広告物の許可基準、豊田市屋外広告物規則別表第２第２項

第８号に「足助地区の①のゾーンに限っては３０㎡以下であること」と規定します。また、

「条例第３条第１５号の区域においては、広告塔、屋上広告板、屋上広告塔およびアドバ
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ルーン以外のものであること」を規定します。 

 最後に、案内広告については、豊田市屋外広告物条例第１４条第６項により、別表第２

第２項第９号に基準を定めておりますので、豊田市屋外広告物規則別表第２に「ウ 当該

区域に存する事業所への案内表示であること」、「エ １事業所１個であること」という

規定を追加します。 

 なお、足助地区の屋外広告物に関する行為の制限の共通基準、「原則、日本の伝統色に

配慮した色彩とする」につきましては、足助地区に掲出するすべての広告物に適用するた

め、別表第２第１項「共通基準」に追加します。 

 以上で、第２号議案の説明を終わります。 

 

○建部会長 

 はい、それでは何かご意見ご質問がございましたらお願いいたします。 

 特にございませんでしょうか。 

 はい。どうぞ。 

 

○矢頭委員 

 市の指導状況がよくわからないのですが、県や市単位の組合に入っていない広告業者が

多くいます。その中には、条例があるのかないのか、ルールを全く知らない人たちも多く

いる。事業届けをしていない人たちもいるし。そういった人たちによる違法広告が多いの

です。そのために、ちゃんと手続等をしている者まで悪く見られたりすることがあるので

すが。何か指導はされているのでしょうか。 

 

○建部会長 

 はい、どうぞ。 

 

○事務局 

 私どもも、正直者がばかを見るような制度はいけないと思っておりますので、愛知県が

セントレアラインで実施したように、主な国道、国道１５３号、２４８号、４１９号、３

０１号等について、順次、広告物の申請がされているのか、基準に適合しているかについ

て調査しております。 

昨年度から調査をして、申請していないものなどについて、申請をするように指導を

開始しました。豊田市景観計画を平成２０年３月に策定し、その中の重点施策の一つとし

て、屋外広告物の適正化も進めております。これは、組合に入っている、いないに関わら

ず、平等に指導させていただいています。 

 

○矢頭委員 

 広告主の方に対して、調査した結果を報告されると思うのですが、せっかく、こうした

基準等が決まっても、条例を知らない人が多くいて、広告物を掲出している。そういう人

たちに対しての指導はどうですかとお尋ねしました。 
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○事務局 

 屋外広告物の掲出は、許可制度になっておりまして、許可を得ないと掲出できないとい

うこととなっているのですが。 

 

○矢頭委員 

 それを知らず、広告物を掲出している人たちがいる。 

 

○事務局 

 そういう状況を把握するためには、やはり地道に実態調査をするしかありません。どな

たが広告物を掲出しているのかということを、その掲出している物件、広告主から聞き取

りをし、指導等を始めたところです。 

そうやって、今後も取り組んでいきたいと思っております。 

 特に、足助のまち並みや行き帰りの道中については、徹底していきたいと思っておりま

す。 

 

○矢頭委員 

 わかりました。 

 

○建部会長 

 ごみが落ちてないところにはごみは捨てられないように、その雰囲気でまず知らせると

いうことと、周知をいかにさせるかというか。そこが、大事だなと思いますね。 

はい。ほかに、ございませんでしょうか。 

 はい。 

 

○長縄委員 

 他の地区ですと、高彩度色の制限ですとか、面積の制限などがあるんですが、特に、こ

ちらではそういった基準を設けることはしないのでしょうか。高彩度の色彩を過度に使用

せずという表現はありますけれども、具体的に、マンセル値でこの彩度を幾つ以上のもの

は全体の何％以下とするとか、そういった細かいものは定めないのでしょうか。 

 

○建部会長 

 いかがでしょうか。 

 

○事務局 

 今の長縄委員の意見でございますが、例えば、高彩度を使用する面積だとか、そのよう

な数値による制限は、今回、定めておりません。 

それはですね、先ほども少し話をしましたけれども、やっぱり商売を営んでいる方た

ちが、足助のまちでは、多くお見えになるということで、その人たちの活力を落とすよう

な制限は、やめてほしいという意見がありました。面積などで、規制をするのではなく、

「日本的な伝統色に配慮した色彩とする。」などの緩やかな規制により、皆さんの良識を
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期待してやっていきたいというものがあります。 

 では、どうやって運用していくのかといいますと、本日は説明させていただいてなかっ

たのですが、「仮称 足助景観まちづくり審議会」という組織を、足助地区景観計画の基

準を運用する組織として立ち上げようとしております。これは、市の下部組織ではなく、

地域の皆さんたちの組織として立ち上げていこうということで取り組んでおります。景観

アドバイザーである溝口先生や岩田先生、この二人の先生に支援いただいて、それから、

ここにお見えになる浅井さんにも委員に入っていただき、地元住民の方たちが５名、建築

士の方、今現在１０名ほどご賛同いただいておりますが、この建築士の方を何人か輪番で

参加いただき、組織として立ち上げる予定です。今後、足助地区における建築物・工作

物・屋外広告物の計画は、すべて、この組織と協議し、形態や色彩などをコントロールし

ていこうと考えております。 

市が、基準を運用し、計画について指導等をするのではなく、地域で取り組んでいこ

うと考えています。 

 日本の伝統色を使用するという規定は、もう少し彩度を落とすとあずき色だと、そのよ

うなこともあるかと思いますので、この組織で地域が勉強しながら、足助の商売と景観と

をどうやって、いいものにしていくかということを考え、グレードを上げていきたいなと

思っております。 

今後の足助地区のまちづくりのトータルコーディネーター的な役割を、足助地区景観

計画の基準を活かして、この組織で取り組んでいこうと、地域とも話し合いを進めさせて

いただいているところでございます。 

 

○建部会長 

 はい。 

 

○浅井委員 

 いろんなご意見をいただいてありがたく思います。少しだけ説明を申し上げたいと思い

ます。ここまでは、市役所の方が一生懸命、ご説明をしてくださいました。 

ですが、これは市役所の方だけが作ったものを住民に提示しているという話ではなく

て、まず、住民側が基本線を作ります。それに、市役所の方たちが相談に乗っていただい

て、基本線のうえに、基準などを積み上げていくという姿勢でやってきていただいてきま

した。 

実際には、例えば、電柱の地中化の範囲など、やってもらえるところとやってもらえ

ないところがあったり、それから、補助金の交付があるところやないところがあったりし

ましたので、その状況を見て、規制の方も緩めたりと、いろんな状況がございました。 

実際に、どこにでもありますように、総論賛成、各論反対の話が、当然のように住民

の中で、よく出ます。 

それを、一生懸命に説明し、一つずつ解決をする話の中で、先ほど結論を言っていた

だきましたけれども、あまりにがちがちの基準を提示してやろうとすると、１番肝心な住

民のパワーがそがれてしまいますので、一つずつ結果を出しながら、まずは住民が、同じ

ベクトルをもってやっていきたいということで、あえて、原則という表現や、抽象的な表
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現を使用しているという状況でございます。 

１番大事なことは、住んでいる住民が同じ方向を向いて、何がよくて、何が将来をよ

くさせるのかを実感をしながらやっていくこと。 

それから、もう一つは、お年寄りが多いので、お年寄りに配慮することです。確かに

いいまち並みは作りたいですが、そこには人が住んでいまして、住んでいる人にお年寄り

が多いとすると、１番最初に言わなければならないのは、そういう人たちに対して、配慮

をしながらやりますよということを、先に申し上げないと話が進みません。瓦屋根と定め

てありますが、瓦屋根が格好いいことはわかっていても、柱の弱いところに瓦屋根をやっ

たら危ないです。そういうことも含めて、住民が、住んでいる人のことを、第一に考えな

がら、住民が助け合って、皆でやっていこうということで、今の基準等を定めております。 

市役所の方には、大変ご苦労をかけました。実は、私は、足助の商工会長と観光協会

の副会長を、この春から兼務しておりますが、やらなくてはいけないことを、いかにして

これを住民に伝えていくのか、若い人に伝え、お年寄りに納得をしてもらうのか。これを、

市役所に任せていては、市役所がものすごく気を使ってやってくださっても、市役所から

だけで伝えると、住民にとっては、お上から言われた言葉になってしまうので、いわゆる

民間の組織が、説明などをする形を作りながら、とにかく、まず住民が同じ方向に動く話

を作りたいということで、あえて非常に緩く定めているということをご理解いただきたい

と思います。 

 

○建部会長 

 ありがとうございました。 

現場の意見を出していただいて、やっと皆さんも雰囲気がわかったと思います。 

 概ね意見も出たようですので、それでは採決してよろしいでしょうか。 

 はい。 

 それでは、採決いたします。 

第２号議案「豊田市屋外広告物条例の一部改正」について、事務局原案どおり承認す

ることで、賛成の人は挙手をお願いいたします。 

 

（全員挙手） 

 

○建部会長 

 はい。ありがとうございました。 

全員挙手ですので、事務局原案どおり承認することに決定いたします。 

 これで、本日の予定されていた議案について、皆さんのご審議をいただきましたので、

議事を終了させていただきます。 

 慎重なご審議をいただき、誠にありがとうございました。 

 本日、承認いただきました議案につきましては、審議会終了後、市長に答申させていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

 これで、本日、予定しました議事を終了します。 

事務局に進行をお返しいたします。 
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○事務局 

 それでは、今後のスケジュールでございます。 

本日の審議会の答申を、市長にしていただき、これを受け、今年度の３月に豊田市景

観計画の変更及び足助地区景観計画の策定をします。また、これに伴い、豊田市景観条例

及び豊田市屋外広告物条例の一部改正に関する議案を今年度の３月議会に上程させていた

だきます。 

そして、平成２２年度４月に、豊田市景観計画及び足助地区景観計画の施行と縦覧を

行い、また、７月から豊田市景観条例、豊田市屋外広告物条例の改正規定の施行となりま

す。 

 

８ その他 

 

○事務局 

 それでは、最後に、事務局から連絡させていただきます。 

まず、本日の会議録につきましては、事務局で元原稿を作成させていただきまして、

まず出席者の皆様方全員に送付させていただきます。ご自分の発言内容等をご確認いただ

き、不正確な用語等がございましたら、事務局にご連絡ください。委員の皆様全員に確認

していただいた後、事務局が修正をいたしまして、本日の会議録署名者の岡田委員と長縄

委員、そして建部会長に署名していただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

９ 閉会の言葉 

 

○事務局 

 それでは、閉会の言葉を都市整備部長の山田より申し上げます。 

 

○都市整備部長 

 都市整備部の山田でございます。よろしくお願いいたします。 

 長時間にわたります慎重なご審議、誠にありがとうございました。それから、諮問させ

ていただきました議案につきまして、ご承認いただき、ありがとうございました。 

 また、貴重なご意見をいただきました。とりわけ、現場の熱い思いも聞かせていただき、

ありがとうございました。今後の取組の参考にさせていただきます。 

 それでは、これを持ちまして、第１回の豊田市景観審議会を終了させていただきます。

ありがとうございました。 
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（閉会時間  正午 ） 

 

会議録署名者  議 長                 印 

 

 

        委員１                 印 

 

 

        委員２                 印 


