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平成２７年度第１回豊田市景観審議会 会議録 

 

 

開催日時：平成２７年１２月１４日（金） 午後２時００分～午後４時２０分 

開催場所：市役所 南５１会議室（南庁舎５階） 

出席委員：瀬口 哲夫  堀  繁   卯月 盛夫  佐々木 葉  水津 功 

長縄 久子  萩原 周   澤田 惠美子 古川 静子  柴田 芳孝 

浅井 恒和  小林 良一  清水 芳明  大久保 博之（代理：土居 正明） 

安井 雅彦（代理：宇井 之朗）  澤井 重徳（代理：髙柳 和広） 

以上 １６名 

事 務 局：近藤都市整備部長 岩月都市整備副部長 甲村都市整備課長 他 

 

 

（開会時間 午後２時００分） 

 

１ 開会のあいさつ 

 

２ 委員自己紹介 

 

３ 会長・副会長の選出、会長あいさつ 

○ 司会 

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。 

選出につきましては、豊田市景観規則第１２条第２項の規定により、皆様の中から推薦に

より、選出いただければと存じますが、いかがでしょうか。 

 

○ 萩原委員 

それでは、私から会長に「瀬口哲夫委員」を、副会長に「堀繁委員」を推薦します。 

瀬口先生は名古屋市立大学の名誉教授になられまして、都市計画・地域計画など歴史的な

アプローチからのご研究があります。また、平成１７年度からの３年間、豊田市景観有識

者会議の座長を務められ、長きにわたり豊田市の景観行政に携わられてきたということで

会長に推挙したいと思います。 

また堀委員は東京大学教授でございまして、景観工学・景観デザイン・地域計画など非常

に多彩な活動をされています。豊田市に関しては都心再整備のアドバイザーを務められる

など、以前より豊田市の景観行政に関連して、御尽力されてきたと聞いており、副会長に

適任であると考え推挙させていただきました、いかがでしょうか。 
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○司会 

ただ今、会長に瀬口委員、副会長に堀委員のご推薦を頂いております。 

他に推薦はないようでしたら、採決したいと存じますがよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは採決させていただきます。会長に瀬口委員、副会長に堀委員を選出することにつ

いて賛成の方は挙手をお願いします。 

（多数挙手） 

ありがとうございます。ご推薦通り会長は瀬口委員、副会長は堀委員にお願いすることと

なりました。 

 

４ 会議録署名者の指名 

○ 会長 

続きまして、次第の４番目の会議録署名者の指名を行います。 

運営規定第７条第１項により、議長が２名指名する事になっていますが、特にご意見がな

ければ、今回は「水津委員」と「長縄委員」のお二人にお願いしたいのですが、よろしい

でしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。それでは、水津委員、長縄委員よろしくお願いします。 

 

５ 議 事 

第１号議案 「 屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、 

又は制限する区域の指定について 」 

○会長 

これより議事に入ります。 

「屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁止し、又は制限する区

間及び区域の指定について」を、事務局より説明願います。 

 

○事務局 

都市整備課景観まちづくり担当の小出と申します。議案の説明をさせていただきます。お

手元の「議案書」をご覧ください。表紙・目次をめくっていただき、下部中央のページ数

１から３ページまでが、第１号議案、４・５ページが、第２号議案です。 

 

それでは、第１号議案「屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置を禁

止し、又は制限する区域の指定について」をご説明します。 

 

はじめに本議案に関係する条例規則について簡単にご説明します。 
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屋外広告物法ならびに豊田市屋外広告物条例では、 「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。 

豊田市屋外広告物条例第１条及び第２条には、同様な記述があり、広告物には、「風致の維

持」、「公衆に対する危害の防止」、「良好な景観の形成」の３点が求められています。 

条例・規則では、この前提を元に、広告物の掲出に関する基準を定めています。 

 

屋外広告物の規制について、ご説明します。屋外広告物の掲出を原則禁止する、禁止地域

等について条例第３条にうたわれており、本議案で関係する部分が第８号の高速自動車国

道及び自動車専用道路の全区間、第９号の道路及び鉄道等に接続する地域で、市長が指定

する区域です。 

 

また許可地域等について、条例第５条にうたわれており、許可地域とありますが、規制を

受ける許可地域と解釈いただけるといいと思います。第２号の道路及び鉄道等に接続する

地域で、市長が指定する区域が本議案に関係する部分となります。 

詳しい内容は、「豊田市屋外広告物条例のあらまし」３ページをご覧ください。 

 

今ご説明した屋外広告物の規制地域を地図上に表現したものが「屋外広告物条例のあらま

し」４ページにも同様の地図があります。今回は、新東名高速道路の供用開始に伴う区域

の指定について、審議をお願いするものです。 

 

現在、供用しています東名高速道路ほかの規制は、路端から５００ｍ未満までの区域を禁

止区域、路端から５００ｍ以上１，０００ｍまでの区域を許可区域としています。 

今回も同様な規制を考えています。 

 

具体的な規制内容について、代表例として広告板の比較表で説明いたします。左から主に

現規制である「許可区域・市の区域」、「禁止区域」、「許可区域・指定道路」です。 

自家用広告物に関しては、大きな違いがありませんが、一般広告物の規制が大きく異なり

ます。禁止区域では、一般広告物の掲出が原則不可能となります。 

詳しくは、第１号議案参考資料「屋外広告物の主な規制内容」をご覧ください。 

 

続きまして、今回の区域指定のもととなる新東名高速道路について、概要を説明させてい

ただきます。表示画面の写真は新しくできる岡崎サービスエリア周辺の写真です。豊田市

は写真の上部の箇所となります。 

 

今年度、供用開始する新東名高速道路で関係する豊田市の区間は、豊田東ジャンクション

より東側に約２．７ｋｍの区間です。それより先は、岡崎市となります。 
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区域についてご説明します。屋外広告物の表示若しくは屋外広告物を掲出する物件の設置

を禁止し、又は制限する区域について、「議案書」２ページに細かく記載しています。道路

名は、「第二東海自動車道横浜名古屋線」通称「新東名高速道路」です。区間は、市域内の

全区間で約２．７ｋｍです。指定日は平成２８年２月１３日の供用開始予定日に併せて考

えています。 

指定する区域は、条例第３条第９号の区域、所謂路端から５００ｍまでの禁止区域と、条

例第５条第２号の路端から５００ｍ以上１０００ｍ以内の許可区域を考えています。 

 

以上の内容を図に示したものが「議案書」３ページにあります。 

赤太字実線部分が高速道路本線、ピンク色の部分が「禁止区域」で、高速道路本線両端か

ら５００ｍ青色斜線部分が「許可区域・指定道路」で幅５００ｍとなります。 

黄色の「許可区域・市の区域」を、「禁止区域」と「許可区域・指定道路」に指定する形と

なります。 

 

以上で、第１号議案について説明を終わらせていただきます。 

 

○会長 

ありがとうございました。現在の東名（東名高速道路）と同じような規制を新東名の豊田

市内区間に関して適用したいという事でございます。ご意見ご質問をよろしくお願いいた

します。 

 

○佐々木委員 

異議はありませんので、指定していただければと思います。 

地図の黄色の部分を「市の区域」と説明していますが、広告の規制上特別何もない地域を

そう呼ぶ習慣があるのでしょうか。 

⇒事務局 

条例第５条第３号に基づき「市長が指定する区域」にあたるという表現で、「市の区域」と

呼んでいます。許可基準は、一番緩やかな地域です。 

 

○卯月委員 

指定に関して、特に異存はありません。 

指定を予定する地域について、既存不適格ありますか？また、その際の許可期間を教えて

ください。 

⇒事務局 

今回指定予定の地域については、既存不適格のものはありません。 

既存不適格があった場合、３年間の猶予期間があります。許可期間は３年で、その後是正
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をお願いするかたちになります。 

 

○柴田委員 

根本的な話ですが、何故高速道路の区域を禁止地域に指定するのですか。 

⇒事務局 

主に、高速道路から見える景観を守っていくための規制と考えています。 

 

○柴田委員 

山や森林などで隠れているなどで高速道路から見えない物件についても、禁止地域で規制

しますか。 

⇒事務局 

豊田市の条例では、基本的に高速道路から見えても見えなくても禁止地域では掲出できな

いと解釈されます。ただし、改善すべき余地はあるかと思いますので、今後協議をしてい

きたいと考えています。 

 

○柴田委員 

数値だけで規制をして、全ての広告物を否定するというのは、広告業者の立場からすれば

大変耐え難いです。すべてを数値のみで規制するのではなく、デザイン等の観点からの規

制を検討してもらいたいです。 

 

○会長 

高速道路や国道沿いの看板などは、交通安全上の問題もあると思うのですが、愛知県豊田

警察署の高柳さんはどう考えられますか。 

 

○高柳委員代理 

交通安全上の問題があるというのは現実です。また、在住者ではない人が見て良い印象を

持つのかということも考えなくてはいけないので、総合的に検討すべきだと思います。 

 

○会長 

よそ見して事故を起こすのは危ないということでしょう。 

また、土地を削って見えるようになった場合など基準の境界線についても検討が必要でし

ょう。 

 

○小林委員 

高速道路ではありませんが、国道２４８号線を見ると、派手な看板が多いので日本の景観

としてふさわしくない気がしています。 
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⇒事務局 

国道２４８号線は「とよた２４８北部地区広告景観地区」として、特に広告物に関して規

制をしている地域です。この後、報告で２４８号線に関する今後の検討についてもご説明

させていただきます。 

 

○萩原委員 

景観の問題は、単独の市だけでなく道路の沿線全てで考えていかないと解決されないと思

うのですが、隣接した市町村との調整や意見交換等はあるのでしょうか。 

⇒事務局 

ご指摘のとおり、隣接する岡崎市と調整を進めています。岡崎市の景観審議会でも同様の

内容を諮っていただき、調整しています。 

 

○瀬口会長 

従来は、県内愛知県屋外広告物条例１つでしたが、現在は地方分権の流れで、各市町村で

屋外広告物条例をつくれるようになりました。そのため、今度は自治体同士の調整が必要

とされているということでしょう。 

 

○清水委員 

ラブホテルの看板は、条例第１４条２項の自己の名称を表示するものにあたりますか。ま

た、指定される地域ではどのような規制がかかりますか。 

⇒事務局 

禁止区域の自家用広告物にあたります。現状よりも厳しい規制にはなります。色などのデ

ザイン的な規制については、許可地域・禁止地域に関わらず、運用基準で地色の色を規制

して鮮やかな色や黒色をご遠慮いただいています。 

 

○清水委員 

規模が一定以下であれば認められると理解してもよろしいのでしょうか。 

⇒事務局 

はい。 

 

○清水委員 

誰が許可を出すのですか。色などの細かい規定があるようですが、それにマッチすれば原

則許可するのでしょうか。 

⇒事務局 

市長が許可を出します。許可基準に適合していれば、許可します。 
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○清水委員 

規制は県と同じ基準ですか。 

⇒事務局 

基本的には県の規制がベースとなっていますので大きくは変わりませんが、独自の条例に

なりますので、細かい部分では変わっています。 

 

○会長 

一宮市の例をみるとわかりやすいのですが、インターの前にラブホテルが沢山立地してい

て、そこは市街化区域なので今回の指定する禁止区域にはなりません。できる建物の立地

も関係しますので、規制内容には課題が残されていると感じます。 

 

○副会長 

禁止地域の指定よりも優先されている地域について地元の公募委員さんにもわかるように

解説していただきたいです。 

路端から一定距離で規制をかけていますが、どういう経緯で路端からになったのか理由が

あれば説明してください。道路拡幅があれば、規制の地域も変わりますか。また、禁止地

域５００ｍ許可地域１０００ｍという手厚い範囲を規制している理由を説明してください。

一貫性の問題や長い間の土地利用の変化に対応するためであれば一定の理解もできます。 

⇒事務局 

風致地区や保安林の禁止地域、市街化区域の用途地域に基づく禁止区域・許可区域、道路

に基づく禁止区域・許可区域の順に優先されます。今回予定する禁止地域の指定から外れ

ている部分は風致保安林の禁止地域です。 

５００ｍ・１０００ｍの範囲及び路端からの規制は、県の屋外広告物条例から引き続いて

指定しています。本線自体は、禁止する区間として禁止地域になります。道路拡幅があれ

ば、規制する地域も変わります。 

 

○会長 

豊田市の都市計画の決定も路端からですか。 

⇒事務局 

基本的には地形地物で区切って指定していますが、それが無い場合は基本的に道路の路端

からの指定です。 

 

○会長 

他にご意見がなければ、第１号議案につきまして、採決に移らせていただきますがよろし

いでしょうか。 

特に異議がないようなので、採決に移ります。 
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第１号議案「豊田市屋外広告物条例による規制の変更について」を原案どおり承認するこ

とに賛成の方は、挙手願います。 

ありがとうございます。全員挙手ということでございます。第１号議案については原案ど

おり承認すると決定しました。 

 

 

第２号議案 「景観法に基づく景観協定の認可について」 

 

○会長 

続きまして、第２号議案について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは、第２号議案「景観法に基づく景観協定の認可について」ご説明します。 

「議案書」は４・５ページです。また、協定内容の詳細は第２号議案参考の「セキュレア

豊田柿本景観協定（案）」を確認下さい。 

 

はじめに、景観協定についてご説明させていただきます。 

根拠法令は、景観法第８１条から第９１条で、景観計画区域内に景観協定を定めることが

できるとしています。他自治体での今年３月までの認可実績は全国で５３件、愛知県では

初となります。 

 

景観協定で定める内容については景観法でうたわれており、工作物・ 緑化・屋外広告物に

関する基準が設けられる点が特徴です。 

 

今回認可を予定している景観協定について、概要をご説明します。議案書は５ページの内

容となります。 

申請者は「大和ハウス工業株式会社」様、景観協定の名称は「セキュレア豊田柿本景観協

定」、区域は柿本町２丁目３７番１他２筆、合計面積は６，９１０．２３ｍです。 

現状の区域区分等について説明します。市街化区域で用途地域は準工業地域です。協定事

項は、建築物、敷地及び外構等、緑化、工作物、屋外広告物に関する基準を設ける予定で

す。運営主体は、当該協定区域内の土地の所有者及び借地権を有する者による組織「柿本

景観協定運営委員会」です。違反した場合の措置は施工停止と是正措置請求です。有効期

間は３０年です。 

 

協定区域の位置について説明いたします。柿本町と紹介させていただきました柿本町は、

名鉄豊田市駅・愛知環状鉄道新豊田駅等がある豊田市の中心市街地の南西に位置し、トヨ
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タ自動車元町工場の西側の場所となります。距離は、名鉄豊田市駅から３．３ｋｍほどの

場所です。 

また、協定区域周辺の状況について、西は平成２６年に供用開始した国道１５５号豊田南

バイパス、南北と東は既存の住宅に隣接する地区です。北側には大型スーパーや家電量販

店等商業施設が存在します。 

この協定区域の土地は、豊田南バイパスの代替地候補地として、市が所有していたもので、

南バイパスの事業の進捗により、平成２６年に市がプロポーザル方式により売却したもの

です。 

 

申請者の景観協定の目的は、良好な景観形成のために必要な事項を定め、住宅地としての

良好な景観と住環境を形成することにより、住民が愛着を持ち、魅力を感じることのでき

る、景観まちづくりを推進することとしており、特に、無電柱化や屋根上の設備の制限に

より、開放的で美しい空間の形成や、緑化による、四季の変化を感じる潤いある景観づく

りを目指します。 

豊田市景観計画でも、地域独自のルールを通じて、景観形成を進めていくよう考えており、

市としては、この景観協定を認可していきたいと考えています。 

 

景観協定で定める主な基準について、説明させていただきます。テレビアンテナの制限な

ど、屋根上に設置する設備を制限、屋外広告に関する基準、外壁色に関する基準、緑化に

関する基準、自動販売機の規制等の工作物に関する基準があり、これらの基準を一つの協

定で定めることができるのが景観協定であると判断しています。 

 

最後に、イメージしやすいように図面等をご紹介します。 

完成イメージ平面図です。戸建区画が２１、集合住宅区画が２で宅地角には、協定樹林と

して、植樹による緑化を推進する予定です。 

鳥瞰図です。全戸に太陽光発電パネル、調整池の上にも配置される予定です。 

 

以上で第２号議案の説明を終わります。 

 

○柴田委員 

誰と誰が結ぶ協定ですか。住民の間での協定ということですか。 

⇒事務局 

住民や地権者が結びます。市は認可をし、運用は住民の方々が行います。今は申請者が唯

一の所有者ですが、今後土地が売却され住まわれる方ができた時に効力を発揮します。 
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○柴田委員 

今回協定を結ぶのは豊田市の景観に対して前向きな姿勢であるためであり、そういう意思

の方が住民として入ってくるので、協定の認可を求めたということですか。 

⇒事務局 

その通りです。プロポーザルの内容に一般の住宅地よりも質の高いものとするという今回

の協定の提案がありました。 

 

○卯月委員 

土地だけの分譲ですか、建物付きの分譲ですか。現在工事はどのような段階ですか。 

今後運営するにあたって、専門家を派遣するなど運営委員会を支援する制度は整っていま

すか。 

⇒事務局 

建売分譲です。現在造成工事中です。平成２８年６月に販売開始予定です。 

運営委員会の支援については、専門家を派遣するなどの特別に支援する制度はありません。

第三者に相談することは認められているので、市役所に相談にお越しいただく現行の景観

アドバイザー制度を活用することが予想されます。 

 

○澤田委員 

他の造成計画については、こういった協定は無いのでしょうか。業者が自分から協定を作

ってきて申請するものですか。 

⇒事務局 

景観協定は、市から協定を指示するものではなく、申請者からの申請を認可するものです。

現在、他の造成計画について協定の申請はありません。 

 

○会長 

働きかけても問題はないですが、現在は待っている状態ということですね。 

⇒事務局 

調整区域の造成計画については、豊田市では、景観協定ではなく地区計画という制度で良

好な住宅地を形成していく方針です。 

 

○土居委員代理 

景観協定を結ぶことで、今後その土地に申請者以外の業者の物件を建てられない事態には

なりませんか。 

⇒事務局 

協定は一般的な内容であるので、施工業者を指定する内容ではないと判断しています。 
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○清水委員 

地区計画ではなく景観協定を利用したのはなぜですか。景観協定は市内では他に事例があ

りますか。 

⇒事務局 

今回の計画では、申請者が屋外広告物や工作物についても基準を設けることができるため、

景観協定という手法を選ばれたと思われます。景観協定は、今回の申請が県内で初めてで

す。 

 

○水津委員 

景観協定自体には、クリエイティブなものを開発者にも要求できるという期待しています。

ただ、今回は住民の総意で作るべき景観協定を開発業者が代替えして指定しているので、

元々ポリシーを持っているわけではない住民が委員会に参加しても途中で廃止を決議する

等、良い方向に向かわないのではないかという不安もあります。 

県内初ということもあり、良い前例を作るためにもこの景観協定は成功させる必要があり

ます。完全に民間にお任せではなく、成功させるための何らかの支援が必要なのではない

でしょうか。 

⇒事務局 

景観のルールがあることを前提として土地を買うこととなるので、住民には一定の意識が

あると期待しています。 

景観協定の継続のため、住民同士のコミュニティ形成や意識の醸成は大変重要であると考

えています。 

 

○会長 

住民の意識の向上やアドバイス等の支援も重要ですが、景観計画でも指定できるものは残

し、基本的には法的な担保がある地区計画に移行して基準を定めるというのも一つの手法

であると考えます。 

 

○副会長 

住民の方が守る基準ばかりですが、公共的な部分の整備については特に基準がなく申請者

が整備を行う部分が無いのは大変気になります。道路の舗装や敷地西側の緑地の整備など、

購入者任せではなく申請者である開発業者が努力する部分を増やすべきです。 

⇒事務局 

基本的に道路・緑地・調整池についての管理は公共用地になり、一般的な開発と同様市の

所管になり得ます。景観協定についてはあくまでも民間からの申請のため、市からどこま

で要求できるかという点がありますが、ご意見として頂戴します。 
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○土居委員代理 

道路の管理基準は、他の市道と同様ですか。他の市道と格差は生じますか。 

⇒事務局 

他の市道と同様、一般的な基準です。景観協定の中に、道路の基準は入っていません。 

 

○浅井委員 

道路や緑地について市が所有され市が管理するということですが、改修や作り直しの際に

申請者が再び出てきては問題かと思います。申請者に努力させる方向も必要ですが、切り

離す方向の検討も必要と考えます。 

 

○会長 

開発道路が行政に寄付されることは、一般的なことですね。（開発業者が改修時に出てくる

ことはありません。）景観協定は、今回が県内初の事例となります。 

 

○会長 

景観協定の内容についてお願いがあります。北側が幹線道路になっていますが、その間と

敷地の緑地が薄く、集合住宅は極端に緑が少ないので、駐車場の車止めの後ろなどを緑化

するなどの対応を検討してください。また、調整池上の太陽光パネルについて、反射光が

南側の住宅にあたり問題を起こさないか確認をしてください。 

⇒事務局 

緑地の件・太陽光パネルの件は、開発業者に調整するようお伝えします。 

 

○会長 

他にはよろしいでしょうか。意見が出尽くしたようなので、採決に移りたいと思いますが

よろしいでしょうか。 

異議がないようなので、採決に移らせていただきます。 

 

第２号議案「景観法に基づく景観協定の認可について」を原案どおり承認することに賛成

の方は、挙手願います。 

ありがとうございます。全員挙手ですので、原案通り承認することに決定いたしました。

慎重なご審議を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、審議会終了後速やかに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でお願いいたします。 
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６ 報告 

 

○司会 

ありがとうございました。非常に多くの意見を頂き、以上で議事は全て終了いたしました。

ここからは報告事項といたしまして、「豊田市景観計画 景観重点地区の検討状況について」

事務局から簡単にご報告させていただきます。 

 

○事務局 

報告としまして『 豊田市景観計画 景観重点地区の検討状況について 』ご説明します。関

係資料としましてパンフレットの「豊田市景観計画のあらまし」を合わせてご覧ください。 

 

はじめに、豊田市景観計画の概要について、ご説明します。 

景観法に基づき、景観行政団体である豊田市が策定する 「良好な景観の形成に関する計画」

で、市民や事業者等と行政が一体となり、豊田らしい魅力ある景観を形成することを目的

に、市内全域を計画区域として、平成２０年３月に策定いたしました。 

 

目標に関して、市民アンケートに基づき、豊田市の景観に関する課題を整理し、目指すべ

き景観像と基本目標を４つ定めています。内容に関しましては「豊田市景観計画のあらま

し」をご確認ください。 

 

基本方針としまして、市内には事務所、商業店舗、住宅などが集まる市街地の景観、里山

に囲まれた農山村の景観、自然豊かな山林の景観など、さまざまな特色ある景観が見られ

るため、それらの特色に応じてここに示す４つのゾーンに区分し、それぞれ基本方針と景

観形成基準を定めています。このゾーンは、豊田市の「第７次総合計画」や「都市計画マ

スタープラン」「緑の基本計画」とリンクするもので、市の土地利用構想に基づくものです。 

さらに、森林環境共生ゾーン内、足助地区については、平成２２年に景観重点地区に指定、

一体的市街地誘導ゾーン内、中心市街地地区、国道２４８号地区を景観重点地区の候補地

区としています。 

 

景観重点地区についてご説明します。ここからは関係資料がありませんので、スクリーン

でご確認ください。 

景観重点地区とは、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、独自のルール（景観形成基準）を定め、積極的な景観づくり、景

観形成を図っていく地区で、豊田市景観計画では、良好な景観の形成を重点的に進めてい

くために指定する地区としています。地域住民との協議を通じて指定します。景観計画と

同様、景観形成の方針、基準等で景観形成を進めていくものとしています。規制に関して、
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形態意匠に限って、通常の景観計画では勧告までのものが変更命令を可能としています。 

足助地区は、平成２２年３月に足助景観計画を策定し景観重点地区として指定しました。

候補地区である、中心市街地地区と国道２４８号地区については、後程説明させていただ

きます。 

 

足助景観計画は、住民の方々との議論の結果、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８つのゾーンに区分しています。 

足助地区全域に係る共通の基準と区域ごとの基準を定め、浅井委員様がご出席されている

「足助町並み景観相談会」とともに運用しています。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めざしています。 

 

国道２４８号地区の候補地区について説明させていただきます。この地区については、平

成２３年度から道路の拡幅と無電柱化の改良が行われ、以前と比べて、きれいになった印

象がある方も多いと思います。 

 

景観重点地区の候補地区の概要につきまして、説明させていただきます。 

「中心市街地地区」への導入路、市の「玄関口」として捉えることができる地区として選

定しており、候補地区の範囲は、北は上原橋から南は豊田東インター交差点までとしてい

ます。都市計画マスタープランでは、景観形成の方針を屋外広告物条例の運用により適切

に広告物を規制・誘導し、車窓からの見え方を意識した良好な景観形成に努めるとしてい

ます。 

豊田市の主要な幹線道路であるこの地区については、クルマによる来訪者や通行車など車

窓からの景観を重視して、検討を続けてまいりたいと考えています。 

 

昨年度は、車窓からの景観形成に重点を置き、緑化の推進、建築物の嵩上げ、メインサイ

ンの統一など屋外広告物の景観誘導案を検討してまいりました。 

 

また、この地区では豊田市屋外広告物条例に基づく、とよた２４８号北部地区広告景観地

区を指定しています。 

広告景観地区とは、良好な景観を形成するため広告物及び掲出物件の整備を図ることが特

に必要な地域として指定する地区で、屋外広告物の高さや面積等の規制を、厳しくしてい

ます。指定範囲は、国道２４８号挙母町交差点から下市場交差点の約２ｋｍの区間沿道３

０ｍとしています。 

 

そこで、国道２４８号地区につきましては、車窓からの景観形成に重点を置き、通過する

速度が大きい場合でも目立つ屋外広告物の規制・誘導による景観形成から進めてまいりた
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いと考えています。 

現在の検討としては、先ほどご説明しました、運用中のとよた２４８号北部地区広告景観

地区の延伸を考えています。 

 

次に、中心市街地地区について、説明させていただきます。 

本市の「顔」として捉えることができる地区として選定しており、現在、策定を進めてお

ります都心環境計画では、歩きたくなる快適で安全な回遊環境の形成を基本方針としてお

り、再整備や公共交通機関の拠点であることなど、クルマで通過する地域ではなく、人で

にぎわう地区を目指していく地域と考えています。 

そこで、景観形成においても歩行者中心のまちづくりを重視して、建築物・屋外広告物な

ど総合的な誘導が可能な景観重点地区の指定を検討しています。都心環境計画による再整

備に合わせ、景観ルールを整備してまいりたいと考えています。 

 

検討のイメージについてです。範囲は都心環境計画や中心市街地活性化基本計画と同じ約

１９６ｈａ、駅を中心とした半径約１ｋｍの区域です。 

規制の基準となる景観形成基準については、最低限として、行政指導の指針となる景観形

成方針の検討を中心に進めてまいりたいと考えています。 

 

今年度、検討中ではありますが、例えば住宅地も多い都心環境計画における「まちなか回

遊ゾーン」については、行政指導の指針となる景観形成方針の検討を予定しています。 

より中心部の「歩行者優先ゾーン」さらに駅周辺の「魅力創出重点ゾーン」については、

景観形成方針に加え、規制の基準となる景観形成基準の検討を予定しています。 

 

また、ゾーン区分だけではなく、スタジアムアベニューなど東西軸、また、けやき通りな

ど南北軸など路線、軸としての景観も一案として、検討してまいりたいと考えています。 

今年度、行政案を検討し、次年度以降、関係者との協議を実施していきたいと考えていま

す。 

 

最後にスケジュール予定ですが、今年度、素案を作成し、来年度、関係者への説明や意見

交換を行い、景観計画等の案を固めていきます。この景観審議会で意見を伺いたいと考え

ています。 

その後、関係条例等の改正を行い、運用開始を目指してまいります。平成３１年に予定さ

れていますラグビーワールドカップに向けて、景観行政として検討を進めてまいりたいと

考えておりますのでよろしくお願いいたします。 
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○司会 

本日の予定は以上になりますが、報告事項を含め全体を通じたご意見ご質問があればお聞

きしたいと思います。若干時間が押していますので、ご意見等数点あるかと思いますがご

配慮お願いします。 

 

○佐々木委員 

平成２５年度の景観審議会でもご質問しましたが、国道２４８号を「景観重要公共施設」

に指定する手法を用いないのはなぜですか。 

⇒事務局 

国道２４８号が県の管理であるので指定が難しく手法の選択肢から外れた可能性が考えら

れますが、お調べしてまたご回答いたします。 

 

○佐々木委員 

中心市街地の整備については意欲的な取組なので是非進めて頂きたいです。インフラサイ

ドとの連携をどう図っていくかということになると思いますが、シンボル的な整備として

市役所へ正面から堂々と歩行者が入ってこられるように検討をお願いします。広域で色々

なことをやっていく時に、まず市役所など公共が目に見える形の整備をすることで歩ける

まちの象徴的な変化を示すことが計画を進めていく時の戦術になるので、ご検討をお願い

します。 

⇒事務局 

都心環境計画において、歩行者中心ということで駅から各公共施設のネットワークの強化

を図っており、特に駅周辺では空間デザインという視点を取り入れて整備を検討していま

す。その文脈の中で、都心の全体導線についてより具体的に見せられるよう整備の検討を

進めていきます。 

 

○卯月委員 

景観審議会の運営についてお願いがあります。 

第２号議案の協定について今回はいきなり原案の承認という形になりましたが、重要な案

件についてはいきなり諮問を行わないでください。景観協定は、内容等を一度は審議会で

検討し付帯事項を業者に伝えた上で調整をしたものを再度諮問する、あるいは審議会委員

のうち何名かが検討の段階で議論に入って審議会ではその方が報告を行うなどの手順を踏

んだ方が、本当の意味で景観に良いものができます。他自治体の審議会の工夫を参考の上、

会長・副会長と運営方法について一度ご相談をお願いします。 

⇒事務局 

貴重なご意見として受け止め、また会長・副会長とご相談させていただきます。 
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○会長 

名古屋市では、計画の段階で景観審議会にて議論し、その結果計画を見直して中止したり

配慮した施工を行ったりして頂いた案件があります。 

今回の景観協定がそれほどのものかどうかは別として、景観審議会で判断すべき難しい案

件はあるでしょう。また、議論にかけることで専門家でない方にも景観について認識され

ると思います。一委員としては、是非とも卯月先生のご提案の検討をお願いします。 

 

○副会長 

他自治体の景観審議会では、市からの説明ではなく申請者の業者の方から説明をしてもら

っていました。意見についても市が間にでるよりも直接業者にお伝えしたい部分がありま

すので、是非とも計画の初期段階から早めに審議会を開いて業者の方が直接ご説明いただ

くようお願いします。 

 

○柴田委員 

個人的な見解ですが、歩道橋の上から豊田スタジアムの方を見た時に少し綺麗すぎるよう

に思いました。清潔感溢れるだけでなく「一杯やっていこうか」と思えるような色んな人

が楽しいゾーンがあっても良いのかと思いますので、ご検討ください。 

 

○水津委員 

景観協定について、県内初の景観協定込みの開発に相応しい守りたくなるような具体的な

良い景観・デザインが説明の中からははっきりわからないことが心配です。皆が守りたい

と思うような成果を織り込んでいかないと、単なる規制だけになってしまいます。これが

景観協定を通った物件なのかと言われないようにして頂きたいです。 

また、景観のルールがある土地の購入者は本当に景観に対する意識が高いのかという疑問

があります。購入者に対して意識調査をすると良いと思います。今後、景観協定が上手く

いったあるいは失敗した要因がわかれば、今後の協定の進め方のノウハウになるのではな

いかと思います。 

 

○長縄委員 

景観協定について、色彩の基準について決まった根拠をご説明頂きたかったです。どうし

てこの場所ではこの色相・彩度を推奨しているかについて、周辺環境との調和が図れる基

準であることをご説明いただきたいです。写真などで事例を見せて頂けると、今後住民に

なる方に対しても基準の根拠をわかりやすく示せるので良いと思います。 

太陽光パネルについて、屋根の色彩の基準が茶系・黒とありますので、太陽光パネルの色

味についても青いものではなく屋根と違和感がないよう黒に近いものを使用するよう基準

化した方が良いかと思います。フェンスについては、メッシュフェンスの使用が想定され
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るかと思います。効果的に使うことができれば問題ありませんが、景観上調和しない色の

フェンスもあります。 

今回はこのような協議にはなりませんでしたが、細かい基準についての議論を景観審議会

でできたら良いと思いました。 

 

○司会 

よろしいでしょうか。今後の進め方については内部で考えさせていただき、第２号議案に

ついては申請者にお伝えしながら、お返しできるものについては委員の皆様にお返しして

いきます。 

 

７ 閉会のあいさつ 

 

（閉会 午後４時２０分） 

 

 

 

会議録署名者  会 長                 印 

 

 

         委員１                 印 

 

 

         委員２                 印 

 


