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平成２９年度第１回豊田市景観審議会 会議録 

 

開催日時：平成２９年１２月１１日（月） 午後１時３０分～午後３時００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  水津 巧   長縄 久子  萩原 周   

古川 静子  吉田 勝信  田口 敏男  小林 良一  清水 芳明  大久保 博之

（代理：水野 翔太） 

 石原 伸員（代理：水野 昌仁） 伊藤 清美（代理：髙柳 和広）             

以上 １４名 

事 務 局：岩月都市整備部長 栗本都市整備副部長、林建築相談課長 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 

次第３「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程第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。 

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と思います。 

 

（異議なし） 

 

４ 議 事 

第１号議案 「豊田市景観計画の変更について 」 

○会長 

これより議事に入ります。 

市より諮問のありました第１号議案「豊田市景観計画の変更について」を、事務局より説明願いま

す。 

 

○事務局 

建築相談課、小出と申します。第１号議案「豊田市景観計画変更について 」の説明をさせていただき

ます。 

はじめに、今回予定している変更の概要について説明させていただきます。 

平成２９年３月に策定した 第８次豊田市総合計画の土地利用構想を踏まえ、平成２０年に策定した

「豊田市景観計画」のゾーン区分を見直し、計画の修正を行うものです。 
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今回の変更に関して、豊田市景観条例第６条に基づき、景観審議会の意見をいただきたく説明します。 

豊田市景観計画の目的です。 

豊田市は、平成１７年に旧豊田市と周辺６町村が合併し、市街地や田園、郊外の緑豊かな里山など、

さまざまな個性を有する都市となりました。そこで、景観形成の方向性を示し、市民や事業者と行政が

一体となって、豊田らしい魅力のある景観づくりに取り組んでいくために景観計画を策定いたしました。 

景観計画の概要は、お配りさせていただいた「豊田市景観計画のあらまし」のとおり、良好な景観形成

のための目標、方針や行為の制限などを定めたものとなっています。計画の対象区域は、都市計画区域

外を含む市内全域としており、市内全域を４つのゾーンに区分し、景観形成の方針及び基準を定め、一

定規模以上の建築行為等に届出を求めています。景観計画に関係する経緯は、豊田市では、景観法制定

前に、昭和６３年に豊田市都市景観基本計画を策定し、平成１６年の景観法制定後、平成２０年に豊田

市景観計画を策定しました。また、平成２２年足助景観計画を策定し、足助地区を景観重点地区として

指定しています。 

冒頭にも説明させていただきましたが、変更の概要は「 第８次豊田市総合計画」の土地利用構想を踏

まえ、「 第７次豊田市総合計画」の土地利用構想に基づき設定した「豊田市景観計画」のゾーン区分を

見直し、計画の修正をするものです。豊田市総合計画の土地利用構想について、前回の第７次のものと

今回の第８次ものを比較して説明させていただきます。現在、豊田市景観計画では第７次総合計画のゾ

ーン区分と同じ区分です。今回の大きな変更点は、第７次のゾーン区分で中心部である一体的市街地誘

導ゾーンと南部の田園・都市共生ゾーンについて、都市計画法の市街化区域部分を市街地ゾーン、市街

化調整区域部分を都市・田園共生ゾーンとしたことです。 

これら総合計画での土地利用構想の変更を踏まえ、景観計画では次のような変更を予定しています。豊

田市景観計画のゾーン区分を第８次豊田市総合計画の土地利用構想のゾーン区分と整合させるように変

更を行います。左に示したゾーン区分を、右の区分へ変更を行います。合わせて、一体的市街地誘導ゾ

ーンを市街地ゾーンへ田園・都市共生ゾーンを都市・田園共生ゾーンへ名称の変更も行います。 

変更後のゾーン区分を拡大したものです。概要としましては、市街化区域は、市街地ゾーンなることと、

緑の外環保全区域より内側及び南側の市街化調整区域が、都市・田園共生ゾーンとなることです。 

現在のゾーン区分がどのように変更されるか示した表です。一体的市街地誘導ゾーン内の 市街化区域

は、市街地ゾーンへ緑の外環保全区域は、都市近郊自然共生ゾーンへそれ以外の市街化調整区域は、都

市・田園共生ゾーンとなります。田園・都市共生ゾーンと都市近郊自然共生ゾーン内については、市街

化区域が、市街地ゾーンに変更されます。森林環境共生ゾーンについては、変更ありません。変更後の

ゾーン区分をまとめますと次の表となります。市街化区域は、市街地ゾーンとなります。市街化区域に

編入等が生じれば、自動的に市街地ゾーンとなります。市街化調整区域についてはその位置によって、

都市・田園共生ゾーンと都市近郊自然共生ゾーンに区分されます。 

ゾーン区分及び名称の変更に伴う、基準等の変更について説明します。届出対象行為については、用

途地域等に基づき基準を定めており、ゾーン区分に基づいていないため、変更ありません。 

景観形成基準については、外壁や屋根等の色彩に一部変更が発生します。変更前一体的市街地誘導ゾ

ーン内の市街化調整区域であった地区が、変更後都市・田園共生ゾーンまたは都市近郊自然共生ゾーン

となる地区について、色相０R～１０YRを使用する場合、彩度の基準が６から４と変更となります。逆に

変更前田園・都市共生ゾーンまたは都市近郊自然共生ゾーン内の市街化区域でであった地区が、変更後
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市街地ゾーンとなる地区については、彩度の基準が４から６と変更となります。また、豊田市景観規則

の様式内の備考で、一体的市街地誘導ゾーンの部分を市街地ゾーンへと表記を変更します。色彩につい

ての変更について、次に補足させていただきます。例としまして、現在、一体的市街地誘導ゾーンで市

街化調整区域の地区については、外壁や屋根等の色彩について、色相０R～１０YR場合、彩度の基準が６

から４と変更となります。過年度の届出を確認したところ、届出される建築物の種類は、工場や倉庫が

多く、採用される色彩は無彩色のものが多く、色相０R～１０YRが採用される場合でも、彩度４を超える

ものは過去２年間ではありません。この実績から考えて、基準の変更について、建築する側への影響は

わずかであると判断します。また、市街化区域と市街化調整区域でゾーン区分が分かれることで、都市

計画法上の制限と合わせた、より適切な運用ができると考えます。変更後の景観形成基準を示したもの

です。南部の工場や倉庫等を想定した基準が、一体的市街地誘導ゾーンにはありませんでしたが、今回

の変更で、現在、田園・都市共生ゾーン内の市街化区域の工場等は市街地ゾーンへの変更されるため、

基準を追加いたします。 

スケジュールについて説明させていただきます。今年７月に都市計画マスタープランの説明会内で各

地区での説明をさせていただきました。１１月景観法に基づき、都市計画審議会での意見聴取を行いま

した。来年３月に景観計画の変更を行い、４月より施行を予定しています。 

以上で説明を終わります。 

 

○会長 

ただいま事務局より説明がありましたが、ご意見ご質問等ありませんか。 

 

○卯月委員 

第７次総合計画から第８次総合計画で土地利用構想におけるゾーンを変更した背景、理由を教えてく

ださい。 

⇒事務局 

第７次総合計画において、市街化を進めていきたいとした一体的市街地誘導ゾーンにおいては、ある

程度市街化が進んできたと考えており、市南部の都市・田園共生ゾーン内の若林駅、三河上郷駅などに

おいて、さらなる市街化を進めていくためゾーンを変更しています。 

 

○卯月委員 

 時代として少子高齢化等の問題もあり、コンパクトシティなどに代表されるように、市街化の拡大を

抑制する大きな流れ中、今回の土地利用構想はどのような意味を持っているのか。質問を変えますと、

第７次では何が問題だったのか、第８次で何を解決したいのか？詳しく教えてください。 

⇒事務局 

８次総合計画では、エリアを絞りながらも、市街化区域内でのさらなる居住誘導を図っていきたいと

考えています。 

 

○副会長 

景観計画のゾーン区分は、変更前（第７次）も変更後（第８次）も総合計画と同じということでよい
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ですか。 

⇒事務局 

はい、同じ区分です。 

○副会長 

総合計画の土地利用構想は、理想とした構想（第７次）から、より実態に合わせた構想（第８次）へ

変わったと推測するが、景観計画のゾーン区分を総合計画の土地利用構想に合わせる理由を教えていた

だきたい。合わせなくてもいいという考えもある中、なぜ合わせるのか説明をお願いします。 

⇒事務局 

必ずしも合わせなければならないと考えてはおりませんが、景観計画にひとつである建築物の基準に

関して、都市計画法上の用途地域に合わせた運用を図っていきたいと考え、ゾーン区分の変更を予定し

ております。 

 

○会長 

 立地適正化計画は、これから策定していくのでしょうか。 

⇒事務局 

はい、これから策定していきます。 

○会長 

 その中で、豊田市では三河線沿線など市街地を拡大していく考えがありますか。 

⇒事務局 

豊田市では今後も人口が微増していくと見込んでおり、市街化を拡大することも想定しています。 

具体的には、若林駅周辺など鉄道駅に代表されるような既存ストックを活かした市街化推進を目指し

ています。 

 

○卯月委員 

 今後、都市計画法の用途地域の変更は予定されていますか。 

 また、小規模な地域かもしれませんが、今回の変更で景観形成基準が厳しくなるところとゆるくなる

地域があると思いますが、関係者への説明は行っているのでしょうか。 

⇒事務局 

来年度、市街化調整区域から市街化区域への編入される予定があると聞いています（その編入自体は、

景観計画の変更と関係しているものではない。）。主に市街化調整区域地区計画で開発された住宅団地や、

工業団地などです。 

景観計画の変更については、現在検討作業を進めている都市計画マスタープランの住民説明会の中で

景観計画の変更について説明をさせていただきました。また、基準が厳しくなる地域については、市街

化調整区域として建築が抑制されている地域であり、これまでの景観法に基づく届出実績からも大きな

影響はないと考えています。 

 

○萩原委員 

新しく市街地ゾーンにくみいれられた部分があったとしても、落ち着いた豊田市の魅力ある景観づく
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りのため、第８次総合計画でも従来通りの基準で第７次総合計画の考え方を受け継いでいくべきだと感

じます。 

 

○水津委員 

景観計画を変更するメリットとデメリットを教えてください。 

⇒事務局 

メリットは、土地利用構想や都市計画の規制に合わせた景観計画の運用ができるということだと考え

ます。 

デメリットは、同じ市街地ゾーンであれば、市街地と郊外で同様な基準となる恐れがあります。それ

については、地区ごとなどで基準を併記する形で対応していきたいと考えています。 

○水津委員 

ただ合わせたではなく、景観上のメリットを示していただきたかったです。 

 

○会長 

中心部に近い市街化区域部分と郊外の市街化区域部分では景観特性が違うことから、この特性の違い

を景観上どう扱うか今後の課題だと考えます。 

 

○副会長 

今回都市計画に合わせるということだが、これまで合わせてこなかった。山の中に市街地が存在して

いても、全体として都市近郊自然共生ゾーンと捉えていたこれまでの景観上の考え方を大きく変えるこ

とになるので、その哲学を示すべきと考えます。 

 

○会長 

 市街地ゾーンの景観形成基準について、商業地域、近隣商業地域と左記以外となっているが、これま

での全体として捉えていたこれまでの考えを活かしながら、より小さな単位の景観づくりも配慮するよ

うな表現を工夫していただくとよいと思います。 

 

○会長 

大きなゾーンで景観をとらえていくのか、もう少し細かくとらえていくのは大きな違いだという意見

がありますので、今後、是非検討をお願いします。 

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。 

第１号議案「豊田市景観計画の変更について」、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。 

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。しかし、意見も多く出ていますので、参考にしていただきたいと思います。 

○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。 
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５ 報告 

報告事項１ 「豊田市中心市街地景観計画について」 

報告事項２ 「豊田市屋外広告物適正化計画について」 

 

○事務局 

報告事項１「豊田市中心市街地景観計画について」 

中心市街地では、今年１０月、都市整備課の事業ではありますが、都心の未来デザインブックを作成

しました。駅周辺の施設・広場のデザインイメージのほか、基本的な考え方やコンセプトをまとめたも

のとなっています。これを基に、今後東口駅前広場の整備などを進めていく予定です。 

１１月２５日に再開発ビルの KiTARA がオープンしました。今後、UFJ 銀行を解体し、暫定広場整備を

するなど、公共空間やその活用により、中心市街地地区が変わっていく予定です。実際に、町並みが変

わることで感じる住民など関係者の意識の変化を力に景観計画の事業を進めていきたいと考えています。

来年度、次に示すような策定体制を整え、事業を進めていく予定です。 

具体的には、検討委員会（仮）と表記させていただいておりますが、有識者による検討委員会を組織

させていただき、中心市街地景観計画について詳細を検討していく予定です。来年度、有識者を含めた

検討委員会で景観計画の素案を作成し、平成３１年度には、ワークショップや意見交換会などを実施し

て、関係者との合意形成を図っていきたいと考えています。平成３２年度は、条例・規則の改正、関係

者などへの説明会を行い、平成３３年度の施行を目指していきたいと考えています。 

 

報告事項２「豊田市屋外広告物適正化計画について」 

昨年度、策定した豊田市屋外広告物適正化計画に基づき、中心市街地地区を実施区域とし、６月に一

般広告物を対象に実態調査を実施しました。そこで発見した４５件の違反広告物に対し、是正指導等を

行いました。７月に指導文の送付を行い、８月に対応が確認できない７件について、警告文の送付を行

いました。その結果、全４５件について、是正指導が完了いたしました。 

実施区域の詳細について補足します。こちらは実施区域を示したものです。赤線部分について調査を

行いました。交通量等を考慮し、路線を選定しました。こちらは是正指導のフローを示したものです。

今回は①指導文の送付及び②警告文の送付までで是正等の対応が確認できました。よって今回は、違反

シール等の貼付や違反点数の付与を行うことはありませんでした。 

今回発見した違反の状況についてです。発見した違反広告物の件数は、４５件ありました。そのうち、

許可申請がなかったものが２１件ありました。許可申請がなく、さらに案内図板のみ掲出可能な地域に

その基準を超える広告物が掲出されており、是正や除却が必要なものが ２４件という状況でした。 

続いて、是正の対応結果についてです。許可基準に適合していたが、許可申請がなかった２１件のうち、

１７件は許可申請の提出を受け、許可いたしました。残り、４件は今回の指導で、除却を確認しました。 

是正・除却が必要であった２４件のうち、２０件は、許可申請書及び是正計画書の提出を受け、是正の

期日を許可期間終了日として、期日までに是正する条件を付し、許可する対応を行いました。 

是正の期日は平成３１年７月末となります。残り、４件は今回の指導で、除却を確認しました。除却を

中心に今年度の状況を写真にて紹介します。サイズが許可基準に適合していなかった広告物の一つです

が、指導の結果、除却となりました。高さが許可基準に適合していなかった広告物で一部はがれ等の破
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損が見られたものです。こちらも指導の結果、除却となりました。許可基準は満たしていたが、許可申

請が確認できなかった広告物です。指導の結果、除却となりました。こちらも、許可基準は満たしてい

たが、許可申請が確認できなかった広告物です。指導の結果、除却となりました。 

来年度は計画に従い、国道２４８号沿線で実施していく予定です。以上で報告を終わります。 

 

○司会 

以上で報告が終わりました。報告事項１及び報告事項２につきまして、ご意見ご質問等がありました

らお願いします。 

 

○吉田委員 

平成３１年 7月に是正されるということで、市外の業者対象に説明会等を開催する予定はありますか？ 

豊田市の組合は、出席していないようですが、書面通知だけか、説明会をされるか教えていただきたい。 

⇒事務局 

昨年度屋外広告物適正化計画策定時に市ホームページにて案内をさせていただいています。また愛知

県広告美術業協同組合、豊田美術広告業組合にも郵送でその旨案内をさせていただいております。また、

広告業者個別に案内はしていません。 

 

○吉田委員 

組合加盟のところには、通知がいきますが、加盟されてないところは通知がいかないことになります。 

通知がいかないところにはどう対応されますか？ 

⇒事務局 

違反広告物に対する指導及び是正は、組合加盟にかかわらず実施しています。 

 

○田口委員 

広告物について、足助など山間部ですが、地主に地代を払うからと立ててしまう。支所に権限はあり

ますか？ 

⇒事務局 

支所に権限はありません。直接建築相談課でも、支所を経由してでも連絡してください。 

○田口委員 

つぶれた会社の撤去はどうしたらいいでしょうか？ 

⇒事務局 

存在しない施設を宣伝はしてはいけないとういことはないのですが、はがれていたり安全上の問題が

あれば指導できます。 

○田口委員 

きちっと対処していただきたい。 

⇒事務局 

個別に対処致します。 

○会長 
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現在の看板は、寸法的に大きくなっている。２４８を走っていると、けっして綺麗ではないと思いま

す。大きさを小さくしてほしい。小さくするのはダメですか？ 

⇒事務局 

小さくするのは、規則等を改正する必要があります。 

当該地区では、広告景観地区として他地区より厳しい基準を定めています。関係者のみなさんから意

見・要望等あれば、検討していきたいと思います。 

 

○長縄委員 

昨年広告物の業者の方と一緒に町歩きをさせていただきました。一昨年からはじまったと伺っていま

す。今年は、なかったようですが、次年度はありますか？非常に効果的だと思いますので、いかがでし

ょうか？ 

 

○吉田委員 

平成２７、２８年中核市は続けて参加されましたが、今年は、県を通じて中核市の参加はなしと聞い

ています。市それぞれのスタンスで変わります。 

昨年は７市、初年度６市でやっております。来年も県からやりますと報告がありました。 

 

○清水委員 

映画などのロケ地で豊田市の素敵な場所を紹介されるためにも、いまある景観をより良くする計画策

定に努めてほしい。 

 

○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、以上とさせていただきます。 

 

６ 閉会のあいさつ 

 諮問に対する意見の回答については、文書でお知らせさせていただきたいと思います。 

 

 

（閉会 午後３時００分） 

 

会議録署名者  会 長                 印 

 

 

         委員１                 印 

 

 

         委員２                 印 


