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平成２５年度第１回豊田市景観審議会 会議録 

 

 

開 催 日 時：平成２５年１１月８日（金） 午後２時００分～午後４時００分 

開 催 場 所：市役所 南５１会議室（南庁舎５階） 

出 席 委 員：建部 謙治   卯月 盛夫   佐々木 葉   水津  功 

         長縄 久子   澤田惠美子   宮澤フミエ   山本 文也 

         浅井 恒和   鈴木喜代雪   竹内 保夫 

         田中 義章（代理 下林 嘉之） 

         山口 勝弘（代理 鈴木 雅之） 

以上 １３名 

事 務 局 出 席 者：加藤都市整備部長   近藤都市整備部副部長 

         浅野都市整備課長 ほか 

 

 

（開会時間 午後２時００分） 

 

  開  会 

 

 

１ 委嘱状伝達 

 

○司会 

 それでは、ただいまより平成２５年度第１回豊田市景観審議会を開会します。 

 はじめに、委嘱状の伝達を行います。お手元の資料、豊田市景観審議会委員名簿をご覧

ください。 

 豊田市景観条例第２７条の規定により、皆様方には本日から来年度末の任期２年で委員

を委嘱させていただきます。今回は委員改選後初めての審議会ですので、皆様方全員に、

委嘱状の伝達をします。有田副市長、お願いします。 

 

（副市長から各委員に委嘱状を渡す） 

 

 

２ 委員自己紹介 

 

○司会 

 ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆様方からお一人ずつ、簡単に自己紹介をお願いします。座席の順番

に、卯月委員からお願いします。 
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○卯月委員 

 早稲田大学の卯月です。実は今日、初めて豊田市に来まして、ご出席の方々の中で最も

豊田市を知らない人間だと思っています。そういった意味で、お役に立てるのか不安では

ありますが、２年間どうぞよろしくお願いします。 

 今、所属は社会科学部という文系の学部に居ますが、元々は隣にいる佐々木先生と同じ

建築学科を出ていまして、その後、都市計画事務所や行政等を色々ぐるぐる回りながら、

今、早稲田大学に戻ってお世話になっています。景観問題や住民参加のまちづくりを学生

と一緒に考えながら実践しています。どうぞよろしくお願いします。 

 

○佐々木委員 

 早稲田大学の佐々木と申します。 

 早稲田大学は１１年位になるのですが、その前は愛知県に居まして、その間に豊田市さ

んともお仕事をさせていただいたり、何よりも町の方に色々と教えていただいたりして、

そんなご縁もあり、少し久しぶりではございますが、またご一緒できることを嬉しく思っ

ています。よろしくお願いします。 

 

○水津委員 

 愛知芸大の水津と申します。よろしくお願いします。 

 僕はランドスケープデザインが専門ですが、１０年程前から碧南市と関わるようになり、

デザインをする前に市民やまちがどのようになろうとしているのかを知るのが重要という

ことに気がつき、市民と一緒に、自分たちのまちのどこが好きかを調べながら、どちらか

というと、ハードより市民の文化的な価値観のようなものをインタビュー形式で調査して

いるうちに、景観に関わるようになってきたという、そういう経緯があります。 

 広告物に関してはそんなに詳しくないのですが、デザインの観点からお話しできればと

思います。よろしくお願いします。 

 

○建部委員 

 愛知工業大学建築学科の建部と申します。 

 私は、専門は建築計画、設計などもやっています。平成１３年度から豊田市景観アドバ

イザーとして関わらせていただいて、ずっとお付き合いさせていただいています。どうぞ

よろしくお願いします。 

 

○長縄委員 

 長縄久子と申します。よろしくお願いします。 

 豊田市景観アドバイザーをしています。色彩が専門です。今日は風邪で声が出にくく、

大変お聞き苦しいかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。 

 

○澤田委員 

 豊田市消費者グループ連絡会の澤田惠美子と申します。生まれも育ちも豊田市で、自然

観察の森のすぐ近くに住んでいます。どうぞよろしくお願いします。 
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○宮澤委員 

 こんにちは。豊田商工会議所女性会会長の宮澤と申します。よろしくお願いします。 

 

○山本委員 

 愛知県広告美術業協同組合理事の山本と申します。クラチスタジオという、屋外広告業

者に所属しています。 

 組合の中でも、都市景観に関しては皆さんかなり議論がありますので、少しでもお役に

立てるかなと思います。よろしくお願いします。 

 

○浅井委員 

 こんにちは。足助町並み景観相談会の会長をさせていただいています。 

 ご存じかとは思いますが、足助地区は重伝建の認定を受けまして、現在大変厳しい規制

が町並みに掛かっています。看板のみならず、建物から窓から玄関から道路から、現在も

電柱等の抜柱が済み、整備が続いています。相談会は規制に対しどう対応していただくか、

お金が掛かります、生活があります、お店があります、そういう中で、どういうふうに形

を整えていくかご相談を受けるという立場です。格好はいいですが、実際のところは、板

挟みに遭い大変辛い思いをしながら、住民代表が皆さん一生懸命やってくださっています。 

この場でどんなご協力ができるか分かりませんが、敢えて申し上げれば、足助のことを

皆さんにご理解いただけたらという思いで出席しています。よろしくお願いします。 

 

○鈴村委員 

 堤町の区長をしています鈴村嘉代雪といいます。 

 堤町は市南部の田園地帯ですので、看板はそれほど多くないのですが、それでも少しは

あります。今回は、違反広告物追放活動ボランティア団体ということで、自治区が登録を

している関係で、出席させていただいています。よろしくお願いします。 

 

○竹内委員 

 違反広告物追放活動ボランティア団体、丸山クリーン代表の竹内です。 

 僕は平成１６年頃からこの活動に参加していまして、今回お誘いがあって出席すること

になりました。よろしくお願いします。 

 

○田中委員（代理：下林氏） 

 愛知県豊田加茂建設事務所維持管理課長の下林と申します。 

 維持管理課は、道路、河川等、屋外広告物関連では道路に立つ電柱の巻き看板、袖看板、

そういった広告物の占用許可をしています。 

国道２４８号は、平成２４年度末に４車線になりましたが、まだまだ整備するところが

あるように感じています。どうぞよろしくお願いします。 

 

○山口委員（代理：鈴木氏） 

 豊田警察署長の代理で参りました、生活安全課長の鈴木です。よろしくお願いします。 
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３ 会長・副会長選出、会長挨拶 

 

○司会 

 皆様、ありがとうございました。 

 次に、委員の改選に伴う会長及び副会長の選出を行います。豊田市景観規則第１２条第

２項の規定により、推薦により選出いただければと存じますが、いかがでしょうか。 

 浅井委員。 

 

○浅井委員 

 大変僣越ではございますが、私から推薦を申し上げます。 

 まず、会長ですが、以前より会長としてご苦労をかけました、愛知工業大学教授の建部

先生に、それから副会長は、早稲田大学教授の卯月先生にお願い申し上げます。ご専門に

つきましては、先ほどご自身からご紹介がございました。適任で、お人柄も含め、良いの

ではないかなということで、ご推薦申し上げます。 

 以上です。 

 

○司会 

 ありがとうございました。 

 ただいま、会長に建部委員、副会長に卯月委員をご推薦いただきましたが、皆様いかが

でしょうか。 

他にないようですので、採決したいと存じますがよろしいでしょうか。 

 それでは、採決します。 

 会長に建部委員、副会長に卯月委員をそれぞれ選出することに賛成の方は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

○司会 

 ありがとうございました。 

ご推薦のとおり、会長は建部委員、副会長は卯月委員にお願いします。建部委員におか

れましては、会長席へ移動をお願いします。 

 それでは建部委員、会長就任のご挨拶をお願いします。 

 

○建部会長 

 ご推薦いただきましたので、一生懸命やりたいと思います。 

 先ほどお話したように、平成１３年度から景観アドバイザー、景観審議会は平成１７年

からお世話になっています。豊田市は色々な方のご尽力で現在に至っていますが、あの頃

から考えますと、随分と世間の景観に関する認知が高まってきています。しかしながら、

そこからまた色々な問題がございます。ただ、きつく規制するだけでなく、賑わいを出し

ながらも、市民に親しまれる、住んでみたいまち、そういった景観になれば良いと思って

います。皆様のご協力をよろしくお願いします。 
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４ 諮問書の伝達、副市長挨拶 

 

○司会 

 ありがとうございました。 

 続きまして、副市長より会長へ諮問書の伝達を行います。諮問書は、本来、市長よりお

渡しするものですが、本日、太田市長が他の公務により欠席していますので、有田副市長

よりお渡しします。有田副市長、よろしくお願いします。 

 

○有田副市長 

 豊田市屋外広告物条例の規定により定められた事項を一部改正したいので、豊田市屋外

広告物条例第３５条第１項第５号の規定により、貴審議会へ諮問します。豊田市長、太田

稔彦。よろしくお願いします。 

 

○司会 

 それでは、副市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

○有田副市長 

 改めまして、皆さんこんにちは。今日は本当にご多忙のところ、豊田市の景観審議会の

ためにわざわざお時間をいただき、豊田市まで足を運んでいただきまして誠にありがとう

ございます。 

 今日初めての方もいらっしゃれば、もうずっと関わってきたという方もいらっしゃって、

多士済々で頼もしいメンバーの方にお集まりいただいたと思っています。 

 景観審議会は、本市が景観行政を進めていく上で、市長が諮問する良好な景観形成及び

屋外広告物に関する事項を調査・審議するために設ける、市の附属機関です。 

今回、ご審議いただく議題は、豊田市屋外広告物規則の一部改正です。詳しくは後ほど

事務局から説明がありますが、色の問題ですとか、電柱等における広告のあり方ですとか、

そういった規則を変えようという内容でございます。 

 本市では、豊田市屋外広告物条例及び豊田市景観条例等に基づき、景観を保全し育成し、

または創造し、もって豊田市をゆとりと潤いのある美しいまちとすることに努めています。

その中でも屋外広告物を、景観を形づくる重要な要素として位置づけています。 

屋外広告物は、社会活動や経済活動にとって必要ではありますが、豊田市の資産である

自然景観や美しいまちなみ景観も一方で重要でありまして、我々は、それらを将来の世代

まで守り引き継がなければなりません。いかに周辺環境と調和のとれた景観を形成してい

くかという永遠の課題がありますが、それを育むために必要な規則の改正を考えなければ

ならない時期に来ていると感じています。 

 委員の皆様には十分なご審議をいただき、本市の良好な景観形成に向けて着実に法手続

を進めていく所存ですので、何卒よろしくお願いします。 

 

○司会 

 ありがとうございました。副市長は、他の公務のため、ここで退席させていただきます。 
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５ 豊田市景観審議会について 

 

○司会 

 さて、今回は委員改選後初めての審議会です。初めて委員に就任された方も多くいらっ

しゃいますので、議事に入る前に当審議会の概要をご説明します。お手元の資料、豊田市

景観審議会について をご覧ください。 

 豊田市景観審議会は、豊田市景観条例及び豊田市屋外広告物条例の規定により定められ

た事項や、市長の諮問する良好な景観の形成、屋外広告物に関する事項を調査・審議する

ため、市長の附属機関として置くものです。平成２年度、前身である豊田市都市景観審議

会が始まり、平成１４年度には豊田市屋外広告物審議会を統合し、現在に至ります。 

 今回の審議事項は、３－(２)⑤ 屋外広告物の許可の基準に関することにあたります。 

規則の改正を行政だけで決定するのではなく、景観を専門とされる方や、様々な分野、

立場の方々と慎重に議論した上で決定するという手続が、当審議会の役割です。構成及び

任期は記載のとおりです。 

 簡単ですが、以上で説明を終わります。ご質問等ありますでしょうか。 

 

（「なし」の声起こる） 

 

○司会 

 皆様方には２年間お世話になります。何卒よろしくお願いします。 

 続きまして、審議会成立のご報告をします。 

 本日は、１６名の委員の皆様のうち１３名の方にご出席いただいています。豊田市景観

規則第１３条第２項の規定による過半数の出席をいただいていますので、本日の審議会は

成立しますことをご報告申し上げます。 

 それでは、これより議事に移りますので、進行を会長にお願いします。建部会長、よろ

しくお願いします。 

 

 

６ 会議録署名者の指名 

 

○建部会長 

 これより私が議事を進めさせていただきます。議事に入る前に、次第にあります会議録

署名者の指名を行います。 

豊田市景観審議会運営規定第７条第１項により、議長が２名指名することになっていま

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の上から順に２名で

お願いしたいと存じますが、いかがでしょうか。 

 

（「異議なし」の声起こる） 

 

 それでは、今回は卯月委員と佐々木委員の２名でお願いします。 
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７ 議案審議 

 

○建部会長 

 これより議事に入ります。 

 議案、豊田市屋外広告物の一部改正について、事務局より説明願います。 

 

○事務局（朝倉） 

 はい。私は、都市整備課景観まちづくり担当の朝倉と申します。本日は、私から議題に

ついてご説明します。 

 なお、今回初めて委員に就任された方も多くいらっしゃいますので、初めに屋外広告物

の定義、豊田市屋外広告物条例の概要についてご説明した後、議案、豊田市屋外広告物規

則の一部改正についてご説明します。 

 

 まず、屋外広告物とは何かという定義ですが、屋外広告物とは、常時又は一定の期間、

継続して屋外で公衆に表示されるもので、営利・非営利に関わらず、一定の概念やイメー

ジを伝達するものをいいます。これらが独立して地上に設置される場合はもちろん、建物

の壁や屋上などを利用して設置される場合も含みます。 

 

 屋外広告物法並びに豊田市屋外広告物条例において、屋外広告物や屋外広告業など、必

要な事項を定めています。この中に同条例第２条、広告物のあり方として、広告物又は広

告物を掲出する物件は、風致を害し、公衆に対し危害を及ぼすおそれのないものであると

ともに、地域の良好な景観の形成に配慮されたものでなければならないとされています。

この大前提を基に、広告物の設置に関する基準を定めています。 

 

 広告物には様々な種類があり、同じ１枚の看板でも、その用途により規制が異なります。

店舗や営業所、敷地の中に、屋号や商標、イラストなどを表示する広告物を自家用広告物

と呼びます。また、自分が管理する敷地、例えば写真のように駐車場で免責表示をすると

きの広告物などを管理広告と呼び、表示面積３平方メートル以内という制限があります。

また、案内広告は、その名のとおり店舗の位置を案内する地図や矢印などを表示し、通行

する者を誘導する広告物です。地上からの高さ５メートル以内、表示面積５平方メートル

以内という制限があります。そして一般広告物は、これら以外の全ての広告物を総称する

とお考えください。 

 

 次に、自家用広告物は、広告表示面積の合計が２０平方メートル、住居系の用途地域等

においては、１０平方メートルを超えたとき許可が必要です。管理広告は、先ほどご説明

したとおり、表示面積３平方メートル以内という制限があり、３平方メートルを超えると

一般広告物として許可が必要です。また、案内広告は、地上より高さ５メートル以内、表

示面積５平方メートル以内という制限がありますが、こちらは何平方メートルでも許可が

必要です。同様に、一般広告物も何平方メートルでも許可が必要です。 
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なお、許可期間は、基本的な広告物は３年以内又は１年以内と規定されており、期間が

満了するときには、更新申請に基づき継続して広告物を設置することが可能です。 

 

 自家用広告物には、図のように屋上広告、壁面広告、突出広告、広告板、広告塔など、

実に様々な種類があり、豊田市屋外広告物規則において、それぞれ細かく基準を定めてい

ます。今回は、この全ての広告物に係る共通基準と電柱に設置する電柱広告、街路灯の柱

に設置する街路柱広告の基準の一部を改正するものです。 

屋外広告物の定義、豊田市屋外広告物条例の概要の説明は以上です。ここまでの説明で

ご質問はありますか。 

 

 それでは、議案書をご覧ください。 

 委員の皆様方には先にお送りしていますが、ここで改めて議案書の構成をご案内します。

表紙１ページをめくっていただき、２ページには屋外広告物の性質と役割、規則改正の経

緯と目的があります。３ページからは、改正規則の内容としまして、共通基準の現行基準

と、矢印の下に改正案。４ページから７ページまでは、電柱広告・街灯柱広告の現行基準

と改正案、改正理由と続きます。 

 参考資料としまして、８ページに道路占用許可基準の抜粋、９ページには色彩に関する

マンセル表色系の解説があります。１０ページから１２ページまでは、左側に現行基準、

右側に改正案をまとめた新旧対照表があります。現行基準の改正部分に二重取り消し線を

引いてありますが、差異を比較しやすいようにあえて引いたものでして、実際の現行基準

にはございません。ご了承ください。 

 

 それでは、議案 豊田市屋外広告物規則の一部改正についてご説明します。 

 

 屋外広告物は、宣伝や案内、目印など、生活に必要な情報を広く提供し、利便性を高め

る機能を持っています。また、日常の様々な活動に欠くことのできないものであり、まち

の賑わいや活気を演出するものとしての役割も果たしています。これらは、物としては私

有物であり、何を設置し、どのようなデザインにするか、基本的には設置者の自由です。

しかし、屋外広告物は、背景となる建物やまちなみ、山々などの自然とともに不特定多数

の人の目に入るものです。すなわち、景観として見た場合、私有物であると同時に公共物

であり、この点が新聞広告やインターネット広告等と決定的に異なるポイントです。 

設置者はこうした性質を念頭に置き、常に周囲とのバランスに配慮したデザインを心掛

ける必要があります。このことは、良好な景観形成を目指す意識が全国的に高まっている

昨今において、設置者に求められる社会的責務と言えるでしょう。 

 

 本市では、屋外広告物を、景観を形づくる重要な要素として位置づけ、整然とした秩序

ある掲出をすることで、良好な景観の形成を推進しています。豊田市屋外広告物条例は、

平成１０年に豊田市が中核市に移行するのに併せて施行され１５年が経ちましたが、現在

まで基準に関する大きな見直しはされていません。 
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 現状での問題点は、例えば広告物の色彩について、壁面広告には「原色を過度に使用し

ないこと。」という曖昧な共通基準があるのみで、広告板や広告塔のような地色に対する

色彩基準がないため、自家用広告物で同じ敷地にありながら、広告物の種類によって規制

が異なるという矛盾が生じています。これらの景観に大きな影響を与える広告物について、

現状の基準のみでは強く指導できない状況にあります。 

 また、周辺市は既に改正済みであり道路占用許可基準に合わない電柱広告の対面表示を

全て禁止する基準など、設置者の理解をなかなか得られない規制も存在します。 

いかに周辺環境と調和のとれた景観を形成していくか検討し、時代に合った必要な改正

をする時期にあるのです。 

 屋外広告物を取り巻く社会情勢の変化に対応し、整然とした秩序ある掲出、子どもから

高齢者の方まで、誰もが見やすい快適な掲出を目指します。 

 

 共通基準の改正案をご説明する前に、色彩について少しお話しします。議案書９ページ

をご参照ください。 

 マンセル値、マンセル表色系とは、色を色相、明度、彩度の３つの属性に分け、無限に

ある色を数値化したものです。色相とは、赤や黄赤、黄など１０色の基本色を１０等分す

ることで色合いを表し、明度とは色の明るさを、白を１０、黒を０として段階的に表しま

す。同様に、彩度とは、色の鮮やかさを表します。図形の形からお分かりのように、色相

により最高彩度が異なります。 

 

 色の分類の仕方は様々ですが、その色の持つイメージから、暖色系、寒色系、中性色系

などと分けることができます。組み合わせ方にもよりますが、暖色系の色は暖かさを与え

る色、興奮を与える色であると同時に、大きく膨張して見える色であり、少しでも目立た

せようとする一般広告物に多用される色です。暖色系の組み合わせで図の中央にもあるよ

うに、赤やオレンジの内側にさらに高明度の黄色があると、全体から浮き上がって見える

進出色となり、より目立って見えるのがお分かりいただけると思います。また、その下の

黄色と青紫。こちらは、向かい合う色相の色を並べると、共に彩度が高く見える補色対比

の例で、こちらも２つの色がそれぞれを別で見るより目立って見えることが分かります。 

 

 これらは、下地に高彩度色を使用した広告物の例です。先ほどご説明したとおり、赤や

黄色は空の青とは対照の色であり、周囲の景観と調和しておらず、面積によっては圧迫感、

不快感を与えます。 

 次に、こちらは、下地に黒色を使用した広告物の例です。黒色は彩度のない色、無彩色

ですが、下地に使用すると、単体で見ると一見問題はなさそうに見えますが、周辺環境、

沿道景観を考えると、高彩度色と同様、周りと調和しないものになってしまいます。 

 こちらは、蛍光色を使用した広告物の例です。蛍光色は高彩度であり高明度です。周辺

の景観に調和しないどころか、黄色が目立ち過ぎて隣にある宣伝したいはずの家の写真が

全く映えず、一目で何の広告か分からないものになってしまっています。 
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 ここまでご説明しました高彩度色、黒色について、本市は現在、運用上の基準として、

高彩度色は彩度１２以上、黒色は明度３未満とし、基準を満たす色を使用して計画を立て

るよう、また、蛍光色についてはどの広告物にも使用しないように誘導しています。既存

の広告物についても、更新申請の時期に併せて同様に誘導し、景観に配慮した意匠に変更

するように説得を重ね、改善させた例が幾つかあります。 

 こちらは、全国チェーンの眼鏡小売店です。コーポレートカラーの黒色の明度を、本市

の基準、明度３まで上げたグレーに変更していただきました。こちらは、全国チェーンの

中古車買取販売店です。コーポレートカラーの赤色、緑色と文字の白色を反転させたもの

に変更していただきました。同じくこちらは、全国チェーンの靴小売店です。コーポレー

トカラーの朱赤色と文字の白色を反転させたものに変更していただくことが決まり、現在、

更新手続きを進めています。 

 

 続いて、共通基準の改正案をご説明します。議案書３ページをご覧ください。 

 今回の改正は、このようにどの広告物でも遵守すべき最低限の規制、今まで運用で誘導

してきた規制内容について、きちんと明文化することも目的としています。基準の明文化

は、広告主と行政との間に立つ広告業者からの要望も大変多いものです。 

 

共通基準の改正案を読み上げます。 

 １、都市美観又は自然景観に調和し、周囲の環境を損なわないこと。２、地色に原則と

して黒色及び高彩度色を使用しないこと。３、蛍光、発光又は反射を伴う塗料等を使用し

ないこと。４、著しく汚染し、退色し、又は塗装等のはく離したものでないこと。５、電

飾設備を有するものにあっては、昼間においても美観を損なわないこと。６、広告を表示

しない面及び脚部で展望可能の部分は、塗装その他の装飾をし、脚部自体には広告を表示

しないこと。７、容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。８、風雨その他の振動、

衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないこと。９、交通を妨害するよう

な位置に表示又は設置しないこと。１０、交通信号機、道路標識等に類似、又はこれらの

効用を阻害しないこと。１１、条例第３条第１５号、足助景観重点地区の地域において表

示し、又は設置するものについては、原則として日本の伝統色に配慮した色彩であること。 

 以上が改正案でございます。 

 

 別表第１、第７条関係、適用除外の基準、１－(７)、自家用広告物のみ蛍光塗料を使用

しないように規定していたものですが、先ほどご説明したように、どの広告物に対しても

この基準を適用するように、共通基準の３に追加します。６の「脚部自体には広告を表示

しないこと。」ですが、これは広告板の脚などに直接広告を表示しないよう追加するもの

です。実際、周辺他市において問題となった事例があり、本市としても、脚部にまで広告

を表示することは、雑然とし、景観を阻害する一因になると考えています。９と１０は、

交通安全に関する内容です。交通を妨害しないことはもちろん、信号機や道路標識に類似

したもの、紛らわしいもの、また、これらの効用を阻害するものは規制していかなければ

ならないと考えています。 

共通基準の改正についての説明は以上です。ここまでの説明でご質問はありますか。 
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 それでは、電柱広告・街灯柱広告に関する規則の改正についてご説明します。議案書４

ページ、５ページをご覧ください。 

 電柱広告には、柱に塗る、巻き付けるものと、突き出す形で添加するものがあります。

皆様がイメージしやすいように、４ページの内容を５ページに図解でまとめてあります。

ご参照ください。 

 

 まず、４ページからご説明します。規則の別表第２、２個別基準(２)ア電柱広告(ア)、

路面上又は地上から１.２メートル以上の高さに表示することとし、「上下端に０.０５メ

ートルの縁取りをすること。」の項目を削除します。現行基準では、交通安全及び看板の

はく離による危険回避の観点から、高さ１.８メートル以上、３.４メートル以下と規定し

たと想定されますが、過去に巻き付け看板が原因で、事故等が起きた事例はございません。

また、車の進行方向に対面する部分には表示しないこと、上下端に０.０５メートルの縁

取りをすることという基準がありますが、冒頭でご説明したとおり、対面表示の全てを禁

止する規制は、既に愛知県や周辺市が改正済みであるため、全国唯一の基準です。 

 

検討するにあたり、国交省屋外広告物条例ガイドラインの高さ１.２メートルという基

準を参考にしました。最下端を道路構造令上の乗用車からの視点とされる１.２メートル

とすることにより、ドライバーの視線移動を短くし、交通安全の向上を図ります。また、

電柱・街灯柱広告の社会的役割を鑑み、子どもから高齢者まで誰もが見やすい掲出を推進

します。 

上下端に０.０５メートルの縁取りを義務付けることは、景観上及び交通安全上必要と

は言えないため、共通基準７、容易に腐朽し、又は破損しない構造であること。８、風雨

その他の振動、衝撃等により容易に破損、落下又は倒壊するおそれのないことに伴い、許

可の可否を判断します。よって、この基準を削除します。 

 

 続いて、(イ)。横０.８メートル、縦１.５メートル以内で、電柱１本当たりの総表示面

積は１平方メートル以下とすること、また「車の進行方向に対面する部分には表示しない

こと（道路外に設置された電柱に表示する場合を除く。）」を削除します。改正理由とし

ては、掲出範囲が路面上又は地上から１.２メートル以上と広がるため、縦１.５メートル

以下、横０.８メートル以下、総表示面積の上限を１平方メートルまでとします。先ほど

ご説明したように、対面表示を全て禁止する基準は全国唯一であり、国交省屋外広告物条

例ガイドラインや道路占用許可基準には、設置する方向について規定されていません。 

 共通基準９、交通を妨害するような位置に表示又は設置しないこと。１０、交通信号機、

道路標識等に類似、又はこれらの効用を阻害しないことにより、許可の可否を判断します。

よって、この基準を削除します。 

 

 次に、電柱広告の添加、突き出す看板、５ページの下半分についてご説明します。 

 現行基準「道路中心線に直角に道路中心線と反対方向」この表現を、「私有地側へ道路

中心線と直角」とします。これは、少しでも分かりやすい表現に改めるもので、基準自体

を変更するものではありません。 
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また、現行基準には“歩道”という概念がありませんでしたが、改正案では、歩道及び

道路外に設置された電柱・街灯柱に取り付ける場合、又はその最下端の高さを路面上又は

地上から５メートル以上とする場合には、車道側に突き出しても良いという基準を新たに

設けます。こちらも道路占用許可基準を参考に検討しました。 

なお、道路に近接して建物が建っている場合など、私有地側に向けることができない例

外があり、国交省屋外広告物条例ガイドラインも例外を認めています。 

 ここまで、４ページ、５ページの３つの規則についてご説明しました。 

 

続きまして、６ページ（オ）、電柱の突き出し広告の規則からご説明します。 

 現行基準（オ）下線が引いてある部分、垂直に電柱から０.１５メートル離して上下端

を塗装した帯鉄で取り付けること、という基準を削除し、共通基準７、容易に腐朽し、又

は破損しない構造であること。８、風雨その他の振動、衝撃等により容易に破損、落下又

は倒壊するおそれのないことに伴い、許可を判断します。 

垂直に電柱から０.１５メートルを離し、上下端を塗装した帯鉄で取り付けることを義

務づけることは、景観上及び安全上必須とは言えないという理由からです。 

 

 続きまして、（キ）交通信号機から５０メートル以内の電柱には道路中心線に直角に取

り付けないこと、という基準を削除し、信号からの距離で判断するのではなく、共通基準

９、交通を妨害するような位置に表示又は設置しないこと。１０、交通信号機、道路標識

等に類似し、又はこれらの効用を阻害しないことに伴い、許可を判断します。 

５０メートルを超えれば直角に取り付けて良い、交通の安全を確保しなくて良いという

意味ではなく、距離に関係なく安全を確保していただきたいという理由からです。 

 

 続きまして、（ク）現行基準、地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。この

基準は、交通安全の観点から赤信号と同じ赤色の使用を禁止したと想定されますが、共通

基準２、地色に原則として黒色及び高彩度色を使用しないこと、１０、交通信号機、道路

標識等に類似、又はこれらの効用を阻害しないことに伴い、黒色の部分を削除し、赤系色

という表現をします。先ほどマンセル表色系の解説をしました９ページに記載のとおり、

表で言いますと一番右、“レッド”の頭文字である色相“Ｒ”系の色を指し、赤信号など

に紛らわしい色や表現はやめていただきたいという意味での、赤色の規制です。 

 

 最後に、７ページ、街灯の柱に取り付ける街灯柱広告の規則をご説明します。 

（イ）１つ飛びまして（エ）は、大きさに関する基準です。現行基準では、縦・横それ

ぞれの基準が取付け方法によりバラバラだったのですが、道路占用許可基準を参考とし、

横０.４メートル、縦０.８メートルに統一します。 

 

 続きまして、（ウ）現行基準、「道路中心線に直角に道路中心線と反対方向」この表現

を「私有地側へ道路中心線と直角」とします。これは、先ほどご説明したように、少しで

も分かりやすい表現に改めるもので、基準自体を変更するものではありません。 

また、現行基準には“歩道”という概念がありませんでしたが、改正案では、歩道及び
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道路外に設置された電柱・街灯柱に取り付ける場合、又はその最下端の高さを路面上又は

地上から５メートル以上とする場合には、車道側に突き出しても良いという基準を新たに

設けます。こちらも道路占用許可基準を参考に検討しました。 

なお、道路に近接して建物が建っている場合など、私有地側に向けることができない例

外があり、国交省屋外広告物条例ガイドラインも例外を認めています。 

  

 最後に（キ）。現行基準、地色に原則として黒色及び赤色を使用しないこと。この基準

も、先ほどご説明したように、交通安全の観点から赤信号と同じ赤色の使用を禁止したと

想定されますが、共通基準２、地色に原則として黒色及び高彩度色を使用しないこと、 

１０、交通信号機、道路標識等に類似、又はこれらの効用を阻害しないことに伴い、黒色

の部分を削除し、赤系色という表現をします。色相Ｒ系の色を指し、赤信号などに紛らわ

しい色や表現はやめていただきたいという意味での、赤色の規制です。 

 

 参考としまして、近隣自治体における規則の改正状況ですが、愛知県は平成２２年１０

月、愛知県岡崎市は平成２３年４月にそれぞれ改正済みとのことです。 

 

 以上、電柱広告、街路柱広告の規則改正についての説明を終わります。ご審議のほど、

よろしくお願いします。 

 

 

○建部会長 

 ただいま事務局より詳細な説明がありましたが、ご意見、ご質問等はありませんか。 

どうぞご遠慮なく、挙手していただいて結構です。 

 

○卯月副会長 

 お伺いします。４ページと５ページに関することです。電柱広告の巻き付けのものです

が、これまでは路面等地上から１.８メートル、人の身長よりちょっと高いぐらいのもの

が多かったわけですけれども、それが国交省のガイドラインに合わせて、少し低くなって

１.２メートルにするというのは、ある程度理由は分かるのですが、改正する理由の３つ

目、「運転中のドライバーの視線移動を短くし、交通安全の向上を図る。」というのが、

ちょっと意味がよく分からないですね。１.２メートルというのは、子どもの背の高さで

我々大人だったら面と向かって真正面に見えるが、ドライバーも少し低い視線ですけど、

車を運転していてすぐ目に入る。今までは目に入らなかったものが、ぱっとすぐ目に入る

という印象がありまして、これが本当に通行する者の交通安全の向上になるのかと、素朴

な疑問がありましたので、そのあたりの経緯や、こういう文章を書かれた何か根拠がある

のであれば教えていただきたい。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 ５ページの上の図をご覧いただくと分かるように、現行基準では、高さ１.８メートル
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より上、正面から見ると真横に設置しなければなりません。矢印や案内など、真横に来た

ときにようやく見えるという形です。これを、隣にある改正案のように真正面に設置でき

ることとし、高さを下げることで視線移動を短くし、交通安全の向上を図るというのが、

改正理由の１つです。 

 

○建部会長 

 よろしいでしょうか。質問は、改正案がどうのということではなくて、改正をする理由

の中で、ドライバーの視線が１.２メートルで、その視線移動を短くし云々というのが、

どういう根拠でここに書かれているのですか、という質問です。 

 

○卯月副会長 

 実は、僕も関東の東電広告社という会社の広告デザインをお手伝いしたことがあって、

設置位置が低過ぎるのは実はあまり良くないという話をしたことがあったので、どうして

１.２メートルに下げるのかなと素朴に思っただけです。国交省がそう言っているからと

言われちゃうとそれまでなんですけども、何か豊田市としてのご見解があれば聞きたいと

いうだけのことです。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 電柱広告に関しましては、特に東日本大震災の後、避難所の誘導案内など公共的目的を

持った広告物が全国的にも増えています。１.２メートルというのは、乗用車からの視線

位置とされているわけですが、小さいお子さんや高齢者の方なども、高さ１.８メートル

から上に横向きに設置するよりも、１.２メートルから上に正面に設置した方が見やすい

掲出となると考えています。 

 また、豊田市は交通事故が大変多いものですから、交通安全の向上も踏まえながら検討

を進めました。 答えになっていませんか。 

 

○卯月副会長 

 確かに東日本大震災の影響や電柱広告の果たす公共性というのは理解しているんです。

したがって、むしろ歩行者に対して、あるいは今言われたお子さんとか高齢者に対して、

この高さがより視認性が高いという説明であれば分かるのだけど、ドライバーだけの話で

理由を言われると、ちょっと納得いかないなという印象があっただけです。 

改正内容についてはこれで結構ですが、理由の部分に関してコメント差し上げました。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 

○建部会長 

 それ以外に何かございましたら。 
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○鈴村委員 

 今の話に関連して、電柱に巻いてある看板を運転中に見るというのはあまりないような

気がするんですよね。今、卯月先生がおっしゃったように、やはりあれは歩行者を想定し、

高さを下げたという説明の方が腑に落ちる気がします。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 

○建部会長 

 それ以外にございませんか。 

 

○卯月副会長 

 ７ページ、街路灯に添加する広告です。国土交通省は、エリアマネジメント広告と称し、

広告収入を地域の商店街やまちづくりの団体の収益にするという施策を打ち出しています。

そこで、商店街や行政の持っている街路灯に、デザインの基準はありますが、良いものは

規制緩和していこうという動きがあるのです。既に、私が関東で関わっているものでも、

横６０センチ、縦１２０センチまでを上限として、デザインが良くないと絶対だめですが、

ある程度の大きさで、デザインが良いものであれば基準を超えても許可しています。 

 ただ、東京都屋外広告物条例の中では特例という形で認めているので、豊田市の場合、

横４０センチ、縦８０センチという今までより少し小ぶりになるわけですが、今申し上げ

たようなまちづくりの流れの中で、デザインが良いものなら基準を超える大きさのものも

特例で認めようという考えはあるでしょうか。それとも、こういう規則を作って、今まで

より小さいものにしていこうという考えがあるのでしょうか。その辺を確認したい。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 エリアマネジメント広告は私も存じ上げていますが、その大きさに関しては、他の広告

物と同様、規則の範囲内で掲出していただきたいと考えていまして、基準を超える大きさ

のものを特例として認めるということは、今のところ検討していません。 

ただ、全国的に見たまちづくりの流れにおいて、将来、そういった特例が主流になって

いくのであれば、他自治体の事例も参考にしながら、議論を深めていかなければならない

と考えています。 

 

○建部会長 

 いかがでしょうか。他によろしいでしょうか。 

 

○長縄委員 

 ６ページ、電柱広告の改正案（キ）と、７ページ、街灯柱広告の改正案（キ）に赤系色

を使用しないとありますが、これはマンセル値のＲを全て禁止するということでしょうか。 
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○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 現行基準では、地色に関して黒色及び赤色の使用を禁止してきました。今回の改正で、

新たに、共通基準「地色に原則として黒色及び高彩度色を使用しないこと。」という項目

を追加しますので、重複する部分は削除したいのですが、高彩度以外の赤系色についても

同様にご遠慮いただきたいという意味で、一部を残したような形となっています。 

 

○長縄委員 

 Ｒ系には、非常に穏やかなピンク、限りなくグレーに近い色などもありますが、例えば

こういった低彩度色もＲが付くということで全て禁止にしますか。 

 

○事務局（朝倉） 

 改正案では、赤系色という表現はしますが、具体的にマンセル値での規定はしません。

ですが、どの色までを赤系色とみなし禁止にするかは、運用上、ガイドライン等において、

別途定めなければならないと考えています。逆にご意見を頂戴できたら。 

 

○長縄委員 

 例えば、彩度１０以上の赤系色は禁止とか具体的に書かないと、赤系色は禁止のみです

と「これは赤色ではない」とか「これくらいの彩度なら良いじゃないか」など、境界線を

どこに持っていくかで揉めるのではないでしょうか。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 今回の改正では、全ての色彩基準においてマンセル値での数値規定はしませんでしたが、

基準を持ち、その基準を超える赤系色については使用しないよう指導していきます。 

ただ、色彩が景観に与える影響は非常に大きく、定性的な基準だけで指導するのは限界

があります。派手な広告物を排除し、良好な沿道景観の形成を推進するためには、やはり

マンセル表色系により定量的に規定するのが有効であり、本市もいずれはマンセル値での

規定をする必要があると考えています。 

 

○建部会長 

 長縄委員、よろしいでしょうか。 

 

○長縄委員 

 はい、結構です。 

 

○建部会長 

 他にございますか。 
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○水津委員 

 僕は、景観に関しては、地域毎で色々な基準があって良いと考える人間なので、どちら

かというと物理的に１つの基準でこうだというのはいつも懐疑的になるんですが、一方で、

豊田市としてこういうふうにしたいという１つの大きな基準を示すことはすごく良いこと

だと思うんですね。 

今回の改正案の中には、規制が緩くなるものもあれば、厳しくなるものもある。すると、

元の規制をした根拠や意図が何だったかということが問われるわけですが、先ほど電柱の

高さの問題で、そもそも１.８メートルより上に設置すべきと決めた意図があったと思う

んですね。その意図が消滅した理由があるのか、説明していただきたい。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 １.８メートルの根拠に関しましては、本市の条例元である愛知県の条例から屋外広告

物法まで、過去を遡り探しまして各担当者にも色々尋ねたのですが、明文化されたものは

どこにも残っていませんでした。先ほど説明の中でも申し上げたように、看板のはく離に

対する危険回避の観点などから、成人男性の平均身長より上、要は１.８メートルよりも

高い位置に設置すべきというのが始まりだったのではないかと、担当者内では結論が出て

います。他県の自治体にも確認してみましたが、皆同じような見解でした。 

 

○水津委員 

 どこでも全て共通の基準を持つべきだという観点なのか、あるいは地域、地域で違った

基準になって良いという観点なのかで大分違うと思うんですね。 

 

○事務局（朝倉） 

 豊田市は、平成１７年の市町村合併により県内面積の約１８％を占める広域な市となり

ました。今いらっしゃる中心市街地から、本日は浅井さんがいらっしゃいますが、足助の

ような重伝建地区、緑が豊かな地域もたくさんあります。そういった様々な顔を持つ中で、

どこでも同じ基準であって良いかというと、そうではないと考えています。 

まちの景観は整えたい、でも商業も頑張っていただきたいという思いがある中で、色々

な方の立場を考慮しつつも、沿道景観、まち並み景観は守っていかなければなりません。 

既に足助地区におきましては、足助景観計画の下、一般広告物の禁止、色彩については、

共通基準１０で、原則として日本の伝統色に配慮した色彩であることと規定されています

が、他の地域でも同様に、その地域、地域に相応しい色彩やデザイン、面積などの規定が

あるのが理想であり、慎重かつ早々に検討する必要があると考えています。 

 

○卯月副会長 

 今の水津さんの指摘はとても重要だと思います。 

 また、先ほどの電柱広告の高さと表示面の問題ですが、かつては屋外広告を出す媒体と

して電柱の割合は極めて高かったんですね。魅力的な看板が結構安くできるということで

重要だったんです。ところが今は逆に、電線を地中化して、どんどん無くす方向になって
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います。でも、全ての地域で無くせないと考えたときに、電柱が持っている公共性という

ものに着目しようということで、先ほど事務局からも説明のあったように、避難所や公共

施設、住居表示など、板面の４分の１位は公共性が高い表示内容になってきています。 

 したがって、今回、設置位置が低くなったり、表示面が変わったり、それを規制緩和と

言って良いのか分からないけれど、低ければそれだけ目障りになる可能性もあるわけです

から、やはり水津さんがおっしゃるように、地域のまちづくりに貢献できるとか、もっと

地域の公共的情報を発信するとか、何か地域ルールを作る手助けになるような形であれば

良いと思います。言葉は悪いですが、ただ民間広告の設置位置を低くして良いというだけ

では、なかなか厳しいですよね。ですから、個別の審査をするときは、常に公共性や地域

に寄与できるかという基準をもってやるのが重要じゃないかと思います。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 

○澤田委員 

 私も、他市との比較や国の基準というのは確かに必要だと思うんですけど、先ほどから

お話が出ているように、豊田市には様々な地域があります。地域の特色があるのだから、

やはり豊田市独自のものを出していくべきではないかと思います。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 今回の規則改正で追加します「地色に原則として黒色及び高彩度色を使用しないこと」

「蛍光、発光又は反射を伴う塗料等を使用しないこと」という基準は、どの地域において

も広告物を掲出するにあたり守っていただきたい最低限の基準です。これらを素地として、

今後、先進事例等を参考にしながら、各地域の特色を活かした規制を検討していきたいと

考えています。 

また、先ほど説明の中で、真っ黒や真っ赤だった店舗の地色について指導を重ねた結果、

白やグレーに是正していただいた事例をご紹介しましたが、本市は地色に彩度１２以上、

明度３未満の色を使用しないよう指導しており、広告業者、広告業団体はもちろんですが、

広告主に対しても趣旨をご理解いただいた上で、ようやく浸透してきた実感があります。 

今後はさらに「本市の景観のあるべき姿とは何か。」熟考を重ね、必要な時期に必要な

条例改正、計画策定をすることで、さらなる良好な景観形成を推進していきます。 

 以上です。 

 

○建部会長 

 数々のご意見、ご質問がありましたが、１つは豊田市の規則改正に伴うスタンスですね、

それがどうなのかを確認された質問だったと思います。 

 議案の内容を修正しなければならないという意見はございますか。ありませんね。 

 そうしますと、内容はこれで結構ですが、景観行政としてのスタンスでアドバイスをい

ただいたと考えたいと思います。 
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 意見も出尽くしたようですので、採決を取りたいと存じますが、よろしいでしょうか。 

それでは、採決します。 

 議案 豊田市屋外広告物規制の一部改正について、原案どおり承認することに賛成の方

は挙手願います。 

 

（全員挙手） 

 

○建部会長 

 ありがとうございます。全員挙手ですので、原案どおり承認することに決定します。 

 慎重なご審議をいただきありがとうございました。承認いただきました議案については、

この審議会終了後、市長に文書で答申させていただきます。 

 それでは、進行を事務局にお返しします。 

 

 

８ その他 

 

○司会 

 ありがとうございました。 

 続きまして、次第８、その他報告事項について、ここで少しお時間をいただき、来年度

以降、ご審議いただく予定であります、豊田市景観計画 景観重点地区の検討について、

事務局より説明させていただきます。 

 

○事務局（朝倉） 

 それでは、報告事項 豊田市景観計画 景観重点地区の検討についてご説明します。 

封筒の中にございます青い冊子、豊田市景観計画、カラー刷りのとよた２４８北部地区

広告景観地区における広告景観指針のあらまし、事務局が今示していますこちらの２点を

ご覧いただきながらお聞きいただければと存じます。 

 

 豊田市景観計画とは、豊田市らしい魅力ある景観づくりに取り組むため、市民や事業者

との共働により、良好な景観形成を推進する基本目標や基本方針、行為の制限などを定め

たものです。 

 景観重点地区とは、良好な景観形成を重点的に図る必要がある地区や、市民や事業者の

方々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。 

 

 豊田市景観計画の中で、市の顔や玄関口と位置付ける地区として「中心市街地地区」と

「国道２４８号地区」を、歴史的なまち並みのある地区として「足助地区」を、それぞれ

景観重点地区の候補地区と定め、平成２２年３月「足助地区」を景観重点地区に指定し、

足助景観計画を策定しました。 

 来年度以降、この候補地区の１つである「国道２４８号地区」の景観形成基準について、

皆様方にご審議いただきたく存じます。 
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前方のスクリーンをご覧ください。豊田市景観計画は、２６ページです。 

 

 市の顔として捉えることができる「中心市街地地区」への導入路として、市の玄関口と

して捉えることができる地区、また、本地区での積極的な景観形成が他地区に対し大きな

インパクトや波及効果が期待できる地区として、「国道２４８号地区」を景観重点地区の

候補地区と選定しました。候補地区は、こちらの区域を想定しています。南は、岡崎市境

から豊田東ＩＣ、トヨタ本社地区を経由して、現・広告景観地区、挙母町、国道１５３号

に繋がり、現在、道路の拡幅工事が進んでいます国道４１９号、北は上原橋境まで、拡幅

後の道路境界線から３０メートル以内の区域です。 

広告景観地区とは、良好な景観を形成するために屋外広告物の整備が特に必要な地域と

して指定された地区で、広告景観基準が定められています。 

 

「とよた２４８北部地区広告景観地区」は、下市場交差点から挙母町交差点までの道路

境界線から３０メートル以内の区域です。 

「豊田の顔にふさわしい、賑わいや潤いを演出する広告景観づくり」「ロードサイド型

ショッピングストリートにふさわしい広告景観づくり」「猿投山への眺望に配慮した、美

しく風格ある広告景観づくり」を基本構想とし、自家用広告物を原則とするなど、各基準

は本市の屋外広告物条例規則よりさらに厳しいものとなっています。 

 

「国道２４８号地区」を景観重点地区に指定し、景観計画を策定するにあたっての基本

方針は、沿道商業店舗の賑わいと活気に満ちた景観形成を図るように、建築物や屋外広告

物のデザインに配慮を促し、人とクルマに快適な、上質で美しい通りをつくること。また、

潤い豊かな道路空間の形成を図るように、街路樹の植栽や沿道商業店舗の敷地内における

積極的な緑化を促し、緑豊かなシンボルロードをつくることです。 

 それでは現状の「国道２４８号地区」は、と言いますと、道路の拡幅や電線類の地中化

が進み、道路自体は一見すっきりとして見えるのですが、沿道から見える建築物や広告物

には統一感がなく、乱雑な景観となっています。また、緑が圧倒的に少ないため、潤いと

安らぎが乏しく感じられます。 

 

前方のスクリーンをご覧ください。上半分が現況の一部、交差点からの沿道景観です。

この中で例えば広告板は、１０メートルの高さいっぱいまで立っています。また、色彩の

制限がありませんので、何色でも使うことができ、結果、全体的に煩雑な印象を与えます。 

下半分はあくまで“例えば”の例として事務局が用意しました、広告板の高さが同じで

あった場合、地色の色を落ちついた色、又は白色にした場合、沿道景観がどのように映る

かをＣＧでシミュレーションしたものです。こういった形で、建築物、屋外広告物、緑化

それぞれの検証を重ね、景観形成基準（案）をつくっていきたいと考えています。 

 

 以上、報告事項、豊田市景観計画 景観重点地区の検討についての説明を終わります。 
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○佐々木委員 

 今後、この道路を是非、景観重要公共施設に指定し、道路管理者と国が連携して計画を

進めるということを検討されると良いと思います。 

 景観重要公共施設は、重要な仕組みですが、あまり活用されている例を知らないです。

もしかすると道路管理者に何らかの負担を強いるというイメージを過度にお持ちで、なか

なか合意が得られないのかもしれませんが、決してそういうことではありません。道路の

維持管理をしていくときに、これは景観重要公共施設に指定された道路なので、市と協議

しながら進めましょうという、１つの連携が図れる枠組みを持つだけでも、大きな効果が

ありますので、今日は国交省はご欠席ですが、是非協力していただければと思います。 

 

○浅野都市整備課長 

 ２４８号は、愛知県管理の国道ですので、今後、先生からのアドバイスを踏まえて検討

を進めていきたいと思います。 ありがとうございました。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 本日はさわりの部分しかご説明差し上げられず大変恐縮ですが、来年度以降、皆様方に

案をお見せできるように検討を進めていきたいと存じます。よろしくお願いします。 

 

○水津委員 

 景観は広告物だけじゃないので、こういうまちにしたいという大きなビジョンがあって、

例えば緑豊かな、街路樹もあると良いとか、建築物も含めた１つの市の方向性を示しつつ、

広告物も進化していきたいというシミュレーションができると、市民も理解しやすいし、

ビジョンを共有しやすいと思います。 

 

○事務局（朝倉） 

 ありがとうございます。 

 時間の都合上、本日は広告物に特化したシミュレーションをお見せしましたが、広告物

だけでなく、もちろん建築物や緑化なども含めた沿道景観全体の検討をしていきます。 

 

○浅井委員 

 私も景観相談会をやりますが、規制を掛けられる側の方は、なかなか理解いただけない

ものです。住民はきれいなまちになることが先に立ちます。一方、広告主は儲かることが

先に立ちます。住民が持っている夢を、商売をする方が理解してくれないと、上手に話が

進みません。そういう意味では、将来的にはこの場に、商工会議所なり商工会の方々にも

ご参加いただいて、看板を出す側の立場といいますか、そういう人の気持ちも聞きながら、

業者も住民も行政も皆で考え意見をぶつけ合わないと、まちをきれいにすることについて

は誰も文句は言わないですが、生活あっての話、商売あっての話というのがいつも付いて

回りますので、今後は是非、その辺を配慮されると良いと思います。 
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○事務局（朝倉） 

 足助地区に関しては、住民の皆様方にご尽力をいただいていまして、いつも間に挟まれ

ながら大変な思いをしてみえるということは重々承知しています。事務局を代表して御礼

申し上げます。ありがとうございます。 

 委員の皆様から先ほど自己紹介をいただきましたが、消費者グループ連絡会より澤田様、

商工会議所女性会より宮澤様、豊田美術広告業組合の原田様はご欠席ですが、愛知県広告

美術業協同組合の山本様が委員となっています。 

来年度以降も委員の皆様方をはじめ、市民の皆様、色々な立場の方からご意見を頂戴し

ながら検討していきたいと考えていますので、何卒よろしくお願いします。 

 ありがとうございます。 他によろしいでしょうか。 

 

○司会 

 ありがとうございました。 

これで本日の予定は全て終了しましたが、全体を通してご意見、ご質問等はございますか。 

 

 最後に事務局より、本日の会議録についてご案内します。本日の会議録につきましては、

事務局で元原稿を作成し、ご出席の委員の皆様へ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、訂正が必要な点などございましたら、指定の期日までに事務局

へご連絡くださるようお願いします。 

 なお、委員の皆様にご確認いただいた後、ご指摘いただいた箇所を修正し、会議録署名

者に選任されました卯月委員、佐々木委員、そして建部会長に署名捺印をいただき、公開

とします。ご多忙中恐縮ですが、何卒よろしくお願いします。 

 

 それでは、都市整備部長 加藤より閉会の言葉を申し上げます。 

 

○加藤都市整備部長 

 都市整備部長の加藤でございます。本日は長時間にわたり、慎重なご議論をありがとう

ございました。 

屋外広告物行政をしっかりやらなければ、良好な景観形成は進まないと考えています。 

 本日の議案説明の中で、事務局の説明が十分対応しきれなかったところがありましたが、

事務局も、我々も、本当に真剣に検討しています。例えば電柱の巻き看板１つとっても、

これは誰が見るのか。今の高さで本当に目的に合致するのか。書かれた文字をドライバー

が何気なく認識するには、どの高さが良いのか。１.２メートルにしますが、看板自体の

高さがそこから１.５メートルありますので、看板全体が見えるにはどういう状況が必要

なのか、そういうこともしっかり議論し検討して、本日の議案とさせていただいています。

ご審議いただき、色々な意見を頂戴しました。赤系は全部駄目なのかというご意見、そこ

はしっかり対応して参りたいと存じます。 

 

 さらに国道２４８号の景観形成について、簡単ではありましたが、来年度以降の方針を

お話させていただきました。我々は今、まちなかを大きく変えていこうと考えています。 




