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平成２８年度第１回豊田市景観審議会 会議録 

 

 

開催日時：平成２９年２月７日（火） 午後１時３０分～午後３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  長縄 久子 

  萩原 周   吉田 勝信  田口 敏男  小林 良一  清水 芳明 

  大久保 博之 安井 雅彦（代理：宇井 之朗）  

澤井 重徳（代理：髙柳 和広）             以上 １３名 

事 務 局：羽根都市整備部長 岡田建築相談課長 他 

 

（開会時間 午後１時３０分） 

 

１ 開会のあいさつ 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 会議録署名者の指名 

○ 会長 

続きまして、次第の３番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名を指名する事になっています。特にご意見がな

ければ、本日は「卯月委員」と「萩原委員」のお二人にお願いしたいと思います。 

 

（異議なし） 

 

４ 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。 

豊田市より諮問のありました第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、又は制限する区間及び区域の指定について」、事務局から説明をお

願いしたいと思います。 

 

○事務局 

建築相談課、小出と申します。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
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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 」の説明をさせていただきま

す。 

 

諮問の内容としましては、市が指定する鉄道・道路の路線から明らかに展望できないと市

長が認める広告物等については、豊田市屋外広告物条例第３条第９号（禁止区域）の規定

は、適用しない。つまり、その路線から展望できない広告物に、展望不可の規定を認める

ことについて審議をお願いするものです。 

 

現在の規制の状況は、市が指定する高速道路等道路や鉄道の路端から、５００ｍ又は１０

０ｍ未満の区域について、一般広告物の掲出を、案内図板を除き、禁止しています。 

 

展望不可とは、規制の理由となる高速道路等から展望できない広告については 禁止地域の

適用を除外し、一般広告物の掲出を認めることです。 

 

展望不可の規定を認める目的についてです。 

道路・鉄道の禁止区域は、道路・鉄道からの眺望景観の形成、風致の維持ために指定して

います。 

現在、指定された路線から明らかに展望できない広告物についても、一律に規制を行って

います。それを、展望不可と認められる広告物として、規制を緩和するのが目的です。 

 

周辺自治体の状況について説明します。隣接する岡崎市では、昨年度から新東名の開通に

合わせて、新東名のみ展望不可の規制緩和を行っています。愛知県では、運用として展望

不可の規制緩和を行っています。 

その他、東京都や大阪府などなんらかの展望不可の規制緩和を行っている自治体が多い状

況です。 

 

展望不可の対象となる区域は、「豊田市屋外広告物条例第３条第９号」に基づき指定した道

路及び鉄道等に接続する地域で、市長が指定する禁止区域を考えています。 

 

具体的に、指定する道路及び鉄道は、東名高速道路・伊勢湾岸道・新東名・東海環状自動

車道の路端から５００ｍ未満の区域、猿投グリーン道路・愛知環状鉄道の路端から１００

ｍ未満の区域です。 

 

説明させていただいた規制を、伊勢湾岸道を例に実際の地図で表現しますとこのようにな

ります。 

ピンク色で示した部分が、高速道路による禁止区域です。市街化区域外で、該当路線の路
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端から、５００ｍ未満が禁止区域になります。 

 

展望不可の運用について、説明させていただきます。 

展望不可と認められる屋外広告物を掲出する場合、禁止区域を除いた場合に該当する規制

地域の基準を適用という形の運用を考えています。 

 

具体的に例を挙げますと、スライドの赤い点線が高速道路、青い点線が国道等の指定道路

の場合、赤い丸で示された地点で考えると、現在 禁止地域の許可基準が適用されていま

す。 

これが、展望不可と判断できる場合、許可地域・指定道路鉄道の区域の許可基準を適用す

るよう予定しています。 

 

規制図上でのイメージは、スクリーンに示すとおりです。禁止区域内に設置する広告物が、

路線から展望できないと判断できる場合、スライドのピンク色の点線の内側の規制基準を

適用するよう考えています。 

  

続きまして、禁止地域と許可地域（指定道路・鉄道の区域）を例として、規制がどのよう

に変わるのか説明させていただきますと、一般広告物に関しては、禁止地域では案内図板

しか掲出できませんでしたが、掲出できるようになります。 

自家用広告物は、許可申請が必要な基準が変わります。 

 

許可基準が変更となるため、掲出できる広告物の規模についても、一般広告物では大きく

変わります。禁止地域では、高さ５ｍ以下、面積５㎡以下の案内図板のみ掲出可能ですが、

指定道路・鉄道の区域では、高さ５ｍ以下、面積３５㎡以下の広告物が掲出できるように

なります。 

自家用広告物についても、広告板等は２０㎡を超え３５㎡まで掲出できることになります。 

 

続いて、展望不可の証明について説明します。原則申請者が、展望不可であることを証明

するという形で運用したいと思います。申請時に証明がない場合は、通常どおり禁止地域

の許可基準を適用することとします。 

 

展望不可の証明方法について詳しくお話しさせていただきますと、該当する屋外広告物が

見えないことがわかる実際に撮影した写真やインターネットサービス等を利用した写真、

道路の断面図と一緒に広告物の位置、該当路線が不透明な遮音壁などで外が見えない状態

であることを証する写真等、申請時に求める添付資料等から、展望不可について判断させ

ていただくことを予定しています。 
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判断できない場合は、追加資料を求めるなど適宜対応していく予定です。また、更新時に

実際は展望可能なことが判明した場合は、禁止地域の基準を適用することとし、その旨を

許可の条件として付します。 

 

指定時期については、来年度４月からを予定しています。 

 

以上で、説明を終わらせていただきます。審議の程をお願いいたします。 

 

○会長 

ありがとうございました。ただいま説明がありました件について、ご意見ご質問をお伺い

したいと思いますが、いかがでしょうか？高速道路から見えない地域については、規制を

緩和するという趣旨でしたが。 

 

○佐々木委員 

質問をさせてください。 

まずこういう審議の事項が出てきた背景としてどういったことがあったのかを教えてくだ

さい。 

それから、道路から見えるといった場合、進行方向のどれくらいの遠方までそのように判

断するか等、見えるか見えないかを判断する際の視座と視軸について教えてください。 

⇒事務局 

背景に関しては、以前から屋外広告業者等から「道路から見えないのに道路の禁止地域を

適用するのはどうか」といったご意見を受けており、昨年度の景観審議会でも意見が出て

いました。また、近隣の岡崎市や愛知県が規制緩和を運用していることもあり、当市も規

制緩和に踏み切った形です。 

視点等については、インターネットサービスの利用等の証明方法の関係から乗用車の高さ

を想定していますので、乗用車から見えるかどうかを判断基準にしていきたいと思います。 

○会長 

つまり、視座は乗用車の高さ、視軸はすべての方向ということで、少しでも見えたら規制

緩和にはならないということですね。背景については、以前からの要望があったというこ

とと、必ずしも県に揃える必要はないと思いますが、隣接している自治体と足並みを揃え

たということでしょう。 

 

○卯月委員 

佐々木委員の話に関連しますが、証明書類というのはどのようなものを想定されています

か？どこまで厳密に証明書類を確認しますか？場合によっては現場に行って確認するとい

うこともあるのですか？ 
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海外の事例では、敷地の高さ等があいまいで、数値的には見えないと判断できたものが実

際に建ったら結局見えてしまうということがありました。更新時に見えることが発覚した

としても、その３年間は設置されているわけなので望ましい状態ではないと思います。 

⇒事務局 

基本的に、見えないことを申請者自身が証明することとしています。逆に言えば、証明で

きるような資料が申請に添付できない場合は、規制緩和にならないという運用を予定して

います。 

必要であれば、現地に行って確認するということも考えられます。 

○卯月委員 

該当道路の断面図を用いて展望不可を説明した資料の提出はありえますか？ 

⇒事務局 

場合によっては、その資料を用いて証明することになります。 

○卯月委員 

走っている車の天空率等、どこまで見えるのかを仮定しているのですか？ 

○会長 

現地で見えているかどうかを判断するのでしょう。申請者の善性を信じて証明を受理しつ

つ、疑わしいものはチェックする運用になると思います。 

 

○副会長 

問題の主題は、当該道路の走行車を対象とした広告物かどうかだと考えます。つまり、高

速道路等から見える広告物を禁止するというものが豊田市の趣旨であるのなら、そうでな

い広告物まで禁止することはいかがなものかというのが大前提にあるのでしょう。 

主題を整理するに、高速道路を対象とした広告物であれば、板面の傾斜などでわかるもの

なので、そういったものは引き続き禁止にし、他の道路を対象とする広告物は規制緩和を

行えばよいのではないでしょうか？ 

⇒事務局 

堀副会長のご意見のとおり、高速道路等を対象としていない広告物については規制緩和を

行うべきだということを発端としています。何をもって当該道路を対象としていないと判

断するかは、当該道路から見えないことを基準にしたいと考えています。 

○副会長 

どの道路を対象にした板面かがわかる資料を申請に添付して、当該道路から多少裏面が見

えてしまう程度ならば緩和してもよいのではないでしょうか？なんのための規制緩和か、

もう少し論点を整理して説明をしてください。 

 

○副会長 

遮音壁があれば見えないと判断すると説明されましたが、バスの視点だと遮音壁の上から
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見える場合が発生するでしょう。見える・見えないという整理だと、悪用される可能性が

あるので、やはり当該道路を対象として設置しているか否かを判断基準にした方が良いの

ではないでしょうか？ 

視点の高さは、バスと普通乗用車とで相当差があります。バス等の高い方を基準とした方

が良いのではないですか？ 

⇒事務局 

バスだけに見える広告物が本当に有るのかはあまり想定していませんでした。インターネ

ットサービスを利用できるという証明の利便性から、普通乗用車で運用する予定です。 

○副会長 

規制の仕方としては、危険であると思います。 

 

○会長 

申請される立場の屋外広告物業者の方にご意見を伺ってみましょう。 

○吉田委員 

高速道路が対象ではないのに指定道路の禁止地域のため規制を受けたケースは何度も経験

しています。当該道路から裏面が見えると目隠し等の対応をしたり、Ｖ字の広告板で構造

の関係上運転者からは片面しか見えないものや文字が全部は見えないものが、規制を超え

る広告表示面積だと判断されて（※）面積を減らして掲出したりしたことがあります。 

広告物としては、高速道路等に向けて掲出される場合は大企業が多いため、コンプライア

ンスの観点から、行政の指導に従う傾向にありますが、高速近くの道路を対象にする地元

の店舗等は納得しない傾向です。 

行政担当者と相談して掲出することになるでしょうが、規制緩和の運用基準を明確にして

いただきたい。屋外広告物業者も、明確ではない部分を抜け道にできないか考えて相談し

てしまいます。また、規制緩和の基準は、見えるか見えないかではなくどの道路を対象に

しているかどうかで判断していただきたいです。 

 

※補足 豊田市の条例規則においても、誰から見えるか・文字が見えるかではなく、広告

表示面積の大きさを許可基準にしている。 

 

○会長 

豊田警察署の高柳委員代理は、高速道路から見える広告物についてどのように思われます

か？ 

○高柳委員代理 

バス等であれば、当然運転手と乗客とでは見える範囲が違ってきますので、見える・見え

ないで規制緩和を統一的に判断するのは非常に難しいのではないかと考えます。 
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○吉田委員 

Ｖ字型など見ようとしなければ両面見えない広告物等の広告表示面積の算出方法も見直し

てはどうでしょうか？同乗者からは一瞬見えるでしょうが、運転手からは見えないはずで

す。 

○副会長 

その看板は、高速道路の走行車を対象としていますか？ 

○吉田委員 

そうクライアントから求められることが多いです。 

○副会長 

であれば、今回の議論の趣旨からすると、規制緩和には当たらないのではないでしょうか？ 

 

○吉田委員 

道路などの規制については、同乗者含め全員から見えるかどうかではなく、運転手から見

えなければ良いのではないでしょうか？同乗者からも見えるとすれば、道路から水平より

上に掲出されているものはすべて見えることになってしまい、規制緩和が受けられるのは

高架下の広告物だけになってしまいます。 

○会長 

同乗者への広告効果もあるかと思います。申請者としては、規制自体はなにか問題があり

ますか？ 

○吉田委員 

最近はなくなりましたが、クライアントが地域によって規制が違うことを理解されない場

合があります。瞬間にしか見えないのであれば、規制にあたらないのではないでしょうか？ 

○副会長 

瞬間でも見えるから、クライアントもその場所に広告物を出すことを選ばれたのではない

でしょうか？展望不可の趣旨からすると、規制緩和を行うものには当たらないと考えます。 

 

○清水委員 

乗用車ではなく、より厳しいバスの視点から見えるかどうかを検討したほうが良いと考え

ます。また、半透明な遮音壁の場合はどうなりますか？枝の間など、ちらっと見える場合

はどうされますか？ 

⇒事務局 

説明に合った通り、展望不可と認める遮音壁は不透明なもののみです。半透明な場合、色

が判別できる程度であったとしても、見えると判断します。枝の間等、少しでも見える場

合についても、見えるものは可視と判断します。 
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○卯月委員 

インターチェンジやサービスエリアから見えない場合は、どのように考えますか？ 

⇒事務局 

サービスエリア等については、該当路線からは外れますのでそこから見える・見えないに

関わらず、禁止区域は禁止区域のままです。路線から見えなければ、展望不可の適用を受

ける可能性があります。 

 

○会長 

皆さんのご意見をうかがっていると、私の意見も含め、基本的には屋外広告物は規制すべ

きという前提だと思います。その中で緩和するとすれば、運用をどうするかは別として、

展望不可の条件を厳しくする、高さで言えば条件の悪いバスから見えるかどうかで判断す

るといった立場の意見が多いのではないでしょうか？ 

運用は今日の議論を踏まえて精査するとして、この規制の指定自体はいかがでしょうか？ 

○吉田委員 

規制緩和にはなると思います。今まで禁止区域だった場所に設置したいという需要もあり

ますし、今まで出せなかった自家用広告物を出せるということにもなるでしょう。 

○会長 

ルールがあったほうが説明しやすい、ということですね。高速道路などの路線から見える

広告物は従来通り規制するとして、そうでないものは緩和しても良いという方向で皆さん

お考えかと思います。 

○副会長 

「今まで出せなかった」ということですが、自家用広告物は出せます。クライアントさん

に誤解のないよう、ご説明いただきたいと思います。 

⇒事務局 

自家用広告物は、面積の規制が他の地域より厳しいですが、禁止地域であっても掲出可能

です。 

 

○会長 

現在の許可基準が緩やか過ぎないかという意見もありそうですが、他にご意見がなければ、

第１号議案について採決に移らせていただきたいと思います。 

これから精査していく運用基準については、今回の議論を反映することを条件として、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

限する区間及び区域の指定について」、緩和する方向ですが、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。 

ありがとうございます。挙手多数ということで、原案どおり承認すると決定いたします。

慎重なご審議いただきありがとうございました。 
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５ 報告 

報告事項１ 「屋外広告物是正計画（案）について」 

○司会 

ありがとうございました。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を説明させていただきます。 

報告事項１としまして、「屋外広告物是正計画（案）について」、事務局よりご報告させ

ていただきます。 

 

○事務局 

引き続き、報告事項１「屋外広告物是正計画（案）について」説明させていただきます。 

 

はじめに、現在の屋外広告物条例の規制の概要について、ご説明させていただきます。 

本市では、豊田市屋外広告物条例・規則基づく、屋外広告物のルールにより規制を行って

います。 

市内全域を次のいずれかの地域に区分し、屋外広告物の掲出にルールを定めています。 

一般広告物が掲出不可で自家用広告物にも厳しい規制のある「禁止地域」、規制基準のベー

スとなる「許可地域（市の区域）」、自家用広告物の規制を強くした「許可地域（市の区域・

住居系）」、一般広告物の広告板・広告塔の規制を強くした「許可地域（指定道路鉄道の区

域・区間）」の４つの地域です。 

各地域のルールについては、ホームページなどで周知に努めているところです。 

 

本市では、屋外告物の掲出には原則許可が必要となっており、一般広告物は、すべて許可

が必要です。自家用広告物では、広告表示面積２０㎡以上など一定の規模を超えるものに

許可が必要です。 

また、変更時の変更・改造許可や、１年や３年等の許可期間満了時の更新許可などの制度

があります。 

 

加えて、屋外広告物規則では、広告物の基準を定めています。すべての広告物に共通であ

る色彩や安全などを定めた共通基準と、広告板や壁面広告など広告物の種類ごとの高さ・

面積等を定めた個別基準で構成されています。 

個別基準は、先に挙げた規制の地域よっても基準が異なるものがあります。 

 

今紹介させていただいたように豊田市には、屋外広告物に関するルールがあります。 

今回是正計画を作成する目的は、計画的に実態調査を行うことにより風致と広告物の安全

の維持を図ること、無許可の広告物を適正化すること、掲出不可の広告物等が市内に氾濫

するのを抑止し良好な景観を形成することです。 
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これまでの屋外広告物の是正は、通報等で発覚した違反広告物に対する是正指導や許可申

請があった広告物に対しての是正指導などが主であり、計画的な対応が不十分でありまし

た。そこで、屋外広告物是正計画（案）を作成し、計画的な対応を目指します。 

 

屋外広告物是正計画（案）の要旨を簡単に説明させていただきます。 

進め方について、市内の屋外広告物を、一定の地域や路線ごとにわけ計画的に実態調査を

行い、違反広告物が発見されれば、是正指導を行うという流れになります。 

方法について、違反広告物及び違反広告業者への是正に関して各要領を作成し、体系化し

ます。内容は、新しい規制や罰則を設けるわけではなく、現在の条例規則で行うことがで

きることを整理して、その措置等までのステップを整理します。 

是正計画は、来年度より実施を予定しています。 

 

全体の流れとしましては次のように考えています。 

地域又は路線を是正計画（案）に定め、それに基づき屋外広告物の実態調査を行います。 

実態調査結果と屋外広告物許可申請のデータから違反広告物が発見されれば、屋外広告物

是正指導要領及び屋外広告業者是正指導要領に基づき是正に対する指導を実施します。 

是正に関する具体的な手順として、現行の条例で可能な指導や措置を整理する形で、各指

導要領を定めていきます。新しい規制や罰則を設けるわけではありません。 

 

計画区域は、市内全域を対象としてまいりますが、全域を１度に調査は、難しい、という

より不可能であるため、地域や路線で区切って実施します。 

１期１年での実施を予定しており、１期は中心市街地、２期は国道２４８号北部、３期は

その南部を予定しています。 

その後は、国道及び主要地方道など調査を進めていく予定です。 

 

予定される計画区域について解説しますと、１年目は、来年度には北地区再開発の 

KITARA 完成したり、平成３１年度にはラグビーワールドカップの開催が予定されたりす

る中心市街地での調査を予定しています。続いて、トヨタ自動車本社付近までの国道２４

８号北部、その後豊田東インターまでの南部を予定しています。 

 

対象の広告物は、まずは一般広告物としていきますが、順次、自家用広告物も対象をして

いく予定です。 

 

１期のスケジュールは、４月～７月までに実態調査を行い、８月以降発見した違反広告物

に対する是正指導を行う予定です。 
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実態調査等の実施方法についてですが、例年行っている違反広告物簡易除却の委託内で、

実態調査を行うことを予定しています。調査結果と、規制地域や許可申請の有無と照らし

合わせ、違反広告物の有無を確認します。 

 

違反広告物を発見した場合は、各要領に基づき、次のような対応を実施していきます。 

まず、違反広告物である旨の通知、許可申請提出や是正の指導文を送付します。是正する、

又は是正計画の提出する等対応いただけない場合は、広告物への違反シール貼付及び違反

点数付与を予告する警告文を送付します。なおも対応いただけない場合は、広告物への違

反シール貼付及び違反点数付与を行い、広告主への連絡を行い、さらに是正措置命令の予

告を行います。 

二段階警告を行い、段階的に進めていく予定です。最終的には屋外広告物については是正

措置命令、屋外広告業者については市内での営業停止命令を行うこととなります。 

 

是正時のポイントは大きく２点です。違反広告物に対する違反シールの貼付と、広告業者

に対する違反点数制度の導入です。 

 

違反シールのイメージです。大きさはＡ５サイズ、Ａ４の半分、を予定しています。 

 

違反点数制度について少し詳しく申し上げますと、点数の付与までの２回の警告を行うよ

うに予定しています。過去５年の累計点数が、１０点を超えると、市内での営業の停止の

命令等の処分を行う予定をさせていただいています。 

 

付与する点数については、是正措置命令に従わない場合は５点等、スライドのとおり予定

しています。営業停止については、先ほど説明したとおり、５年間の累計で計算をする予

定です。 

 

先行する自治体での状況についてです。浜松市、奈良県が実施をしていますが、いずれの

自治体でも違反シール貼付であったり違反点数の付与をしたりするようなケースはほとん

どなく、その前に是正やその計画書の提出がなされる状況だと確認しています。 

 

この計画は、来年度より実施を予定しています。周知につきましても関係団体やホームペ

ージでの周知を行ってまいります 

 

報告は以上でございます。 
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○司会 

報告事項１については以上です。ご意見・ご質問等数あればよろしくお願いいたします。 

 

○小林委員 

是正はともかく、駅前に非常に目立つ大きな広告板があるが、あれは良いのですか？ 

⇒事務局 

条例規則に基づき、適法にするようお願いしています。 

 

○卯月委員 

屋外広告物の是正は、どの自治体にとっても難しいものです。一番の課題として聞いてい

るのは、予算や人員が十分でないことです。京都市では、大規模な予算をかけてローリン

グ調査を行い、２回の更新までつまり７年の間に是正させるという大きなスパンで、全体

の８割であった違反を大きく減らしています。 

豊田市では、まず中心市街地を１年で是正するとのことですが、一件ごとに調査するロー

ラー作戦を行うのですか？現在中心市街地ではどれほどの広告物があり、そのうちどれだ

けが違反広告物か把握していますか？ 

⇒事務局 

全ての広告物を同時に調査することは難しいため、まずは一般広告物を対象にしています。

中心市街地については、過年度予備調査を行いましたが、数百といった数であると承知し

ています。 

○卯月委員 

半年で実態調査を行い、半年で指導を行うとのことですが、そんなに簡単にいくものでし

ょうか？ 

⇒事務局 

指導は半年かけて行う予定です。実際にその期間で是正を行うことが理想ではありますが

すぐに是正はなかなか難しいと考えていますので、将来的に是正を行うと示していただく

是正計画書の提出による対応が大半を占めると想定しています。是正が行われるのは、２

年・３年先になるかと思われます。 

○卯月委員 

アドバイスですが、お金が動いているものである以上、違反広告物をすぐに取り壊すのは

非常に厳しいです。次の更新時まで等、３年以上の長いスパンで是正させることを想定し

て、予算取りや実態調査の予定を考えるべきでしょう。 

 

報告事項２ 「中心市街地景観計画の検討状況について」 

○司会 

ありがとうございました。続きまして、報告事項２「中心市街地景観計画の検討状況につ
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いて」、説明させていただきます。 

 

○事務局 

報告事項２「中心市街地景観計画の検討状況について」報告させていただきます。 

 

はじめに、豊田市景観計画の概要を説明します。本市では、景観計画を策定し、市内を４

つのゾーンに区分し、景観形成基準を定めています。 

 

一定規模以上の行為について、景観形成基準への適合を確認するため、届出が必要となり

ます。また、届出の提出には、事前の景観アドバイザーによる相談をお願いしています。 

 

この豊田市景観計画は平成２０年３月に策定をいたしました。その中で、これから説明を

させていただく中心市街地を含む地域を、景観重点地区候補地区としました。 

そのうち足助地区につきましては、平成２２年３月に足助景観計画を策定し、景観重点地

区に指定をしました。中心市街地についても景観重点地区の指定に向け検討をしています。 

 

中心市街地地区として検討を予定しているエリアは、中心市街地活性化基本計画、都心環

境計画と同じエリア鉄道駅を中心とした約１ｋｍの区域です。この区域をベースに検討し

て、その全部又は一部の指定を目指しています。 

 

今年度の検討状況について説明します。昨年７月に、地元関係者に中心市街地景観計画の

検討を進めていきたい旨の情報提供を行い、１１月に事業者向けに景観計画の勉強会を開

催させていただきました。１２月には関係自治区への相談を行い、現在、事業者を中心に

相談をさせていただいています。 

１月に商店街等、事業者を対象にアンケートを実施いたしましたので報告させていただき

ます。 

 

中心市街地の重点地区化の要否を含め、どの程度の基準が望ましいかについて意見を伺い

ました。 

結果、一番多かった回答が「４ 重点地区にしない」でしたが、様々な意見をいただいて

います。これから、中心市街地の重点地区化の要否を含め、関係者の方と意見を交換させ

ていただきたいと考えています 

 

続いて、中心市街地で基準を設ける必要があると思う項目についての結果です。結果、建

築物の壁面の色と屋外広告物に関する項目に集中する結果となりました。 

これらの項目を切り口に基準の検討を行っていきたいと考えています。 
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今後の予定ですが、来年度も引き続き検討を続け、都市整備課で進めている都心環境計画

と連携を図りながら進めていきたいと考えています。 

関係者説明、都市計画審議会、本景観審議会での諮問等を経て、景観条例等必要な改正を

行い、平成３０年度に運用開始を目指してまいります。 

 

以上で報告を終わります。 

 

○司会 

報告事項２につきまして、何かご意見ご質問はあれば、よろしくお願いいたします。 

 

○会長 

アンケートの結果ですが、選択肢個別では「４重点地区にしない」が多いという結果にな

りましたが、１～３の程度の差はあれ何かしら基準が必要という方向性の意見を合わせる

と、重点地区にするという意見が優勢になります。アンケート結果を単純に解釈せず、ま

た説明も誤解のないように工夫したほうが良いでしょう。 

⇒事務局 

確かに４番が優勢という結果になりましたが、重点地区自体必ずしも候補地区全域に指定

しなくてはいけないものではありません。またこの件について様々な意見をいただいてい

るので、この結果を整理しつつ、関係者と重点地区の要否を含めて意見交換を行い、検討

させていただきたいと考えています。今の時点で重点地区化しないと決定したわけではあ

りません。 

 

○田口委員 

足助の重要伝統的建造物群保存地区を代表として出席していますが、足助ではソーラーパ

ネルの可否が問題となっています。重点地区・伝建地区内の住民の事前協議では、伝統的

な町並みにはないものとしてソーラーパネルは景観上よろしくないと判断し協力を仰いで

いますが、行政が条例等で定めないと住民同士の納まりがつかず、今後も抑えていくこと

が難しいです。実際、ソーラーパネルは伝建地区ではどうなのでしょうか？ 

○会長 

景観上はない方が良いですが、ソーラーパネルを設置することで得られたはずの利益を自

治体が補填できるかという問題があるでしょう。あるいは、道路面から見えない場所に設

置するといった条件を設けることがありえます。 

○田口委員 

足助の場合は、道路からだけではなく山から見た景観も重要視していますので、緩和が難

しいです。行政で規制を決めて頂かないと、特にソーラーは市が推奨していることなので
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外からの業者を抑えることができません。今後世代が変わったり、山村への移住施策など

で新しい人が来たりした時に、ソーラーパネルを抑えていけなくなってしまいます。 

⇒事務局 

足助の景観保全は、様々な課題を官民で喧々諤々の議論の末に決めてきた経緯があるので、

今回もソーラーを取り付けたい住民の理解を得られるよう話し合いに努めたいと思ってい

ます。伝建地区の担当である文化財課も含めてまたご相談させてください。 

新しく移住される方については、足助の地域のルールを理解して選ばれるものと思います。 

 

○司会 

後はよろしいでしょうか？ 

他にご意見がないようなので、報告事項２について、以上とさせていただきます。 

 

７ 閉会のあいさつ 

 

（閉会 午後３時２０分） 

 

 

 

会議録署名者  会 長                 印 

 

 

         委員１                 印 

 

 

         委員２                 印 

 


