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令和元年度 第２回豊橋市まちづくり景観審議会議事録   
1．日  時  令和 2年 2月 21日（金）午前 10時 00分～12時 00分 

 

2．場  所  豊橋市役所 東館 12階 123会議室 

 

3．案  件   

協議事項     （１）景観法に基づく景観計画の策定について      （２）ガイドラインの策定について 

 

4．出席委員   11名 

浅野 純一郎 委員  大貝 彰  会長   尾崎 義孝 委員   小田 雅康 委員   

加藤  克俊  委員  近藤  暁夫  委員  すぎうら  よしこ  委員  永田  美保子  委員   
間瀬 美子 委員   宮下 孫太朗 委員   宮脇 勝 委員 

（上記五十音順） 

 

5．欠席委員    4名 

青山 泰三 委員  宇野勇治 委員  川西裕康 委員  中村一人 委員 

（上記五十音順） 

 

6．事務局     5名 

古池都市計画部長、金子都市計画課長、原田都市計画課長補佐、夏目都市計画課専門員、岩澤 

 

7．審議会の結果  市が示した豊橋市景観計画（素案）、景観計画ガイドライン（素案）及び公共事業景観形成ガ
イドライン（素案）について、主に理解のしやすさや活用のしやすさの視点から意見が出され、

意見を活かして計画づくりを進めていくよう整理された。 

 

8．議事の概要  

 

市  ＜景観法に基づく景観計画（素案）について説明＞ 

 

委員 

主な景観資源があがっておりますが、豊橋総合動植物公園が入っていないのですが、入
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れるべきか入れなくてもよいのかどうか。もし余裕があれば入れて頂いたらと思います。 

 

市 

紙面の都合上、掲載するものを絞っていますが、何を優先にするのかについては、ご意

見を踏まえて考えていきたいと思います。 

 

委員 

これから体裁は修正されるのでしょうか。ページによってフォントの大きさや濃さが違

って読みにくい印象があります。かなり詰め込んでいるから字が小さくならざるを得ない

ページがあるのはわかりますが、極端に大きいところもありますので。 

また、景観資源のマップで、横使いの図を無理やり入れ込んでいるところがありますが、

A3サイズの折り込みとし、横で見えるようにした方がよいと思います。 

あと、霞堤は、一つの景観資源と言えると思うので、書いた方がよいと思います。 

 

市 

まだ素案の段階で、完成形ではないので、より見やすいものにしていきたいと考えてい

ます。霞堤については、文中に掲載する等検討していきます。 

 

委員 

使用可能色の表現ですが、色相のところで 0.1R～10Rになっていますが、マンセル値と

いうのは 1R～10R でいいと思います。小数点以下はあまり見かけないと思います。次の

ページでも 5.1R～と書いてあり、厳密に言えばこのような表になるかもしれないですが。 

それからもう一つ、出来たら色相環とセットで記載してあると、多少勉強した人にとっ

てはわかりやすいのではないかと思います。 

 

市 

小数点以下の表現はあまり見られなのではないかというご指摘ですが、ここでは、R系

は OK であることを示すために 0.1 という表現にしてあります。0R というのはないもの

ですから、その手前の 10RPという表現をすると紫色も入ってしまうので。また、現場で

は 0.1刻みで色を決めている現状もあります。最近は色をオーダーで作れる時代になり、

0.1単位で微調整することもあり、そういった意味も込めてこうした表示にしています。 

参考に、他都市の景観計画の表現も調べており、同じように 0.1Rや 0.1YRなどの表示

をしている都市も結構あります。色相環の表示については、後ろの参考資料に掲載してあ

りますが、前の方に持ってくることも出来ますので考えたいと思います。 

 

 

委員  発行がしばらく先ということですと、地図中や写真に実際になくなってしまうものを掲
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載するのはどうかと思います。 

 

市  発行する時点で状況にあわせて修正する予定です。写真もできるだけ新しいものにして
いきたいと思います。 

 

会長  今後のスケジュールはどうでしょうか。 

 

市  まだ、予定ですが、今年度は素案の段階で一区切りとし、来年度に景観計画とガイドラ
インの最終形をまとめるとともに、パブリックコメントや景観条例の改正を行いたいと考

えています。 

 

会長  最後の最後のところでしっかりチェックという事ですね。 

それではひとまず、景観計画の素案については以上にさせて頂きます。 

それでは、ガイドラインについてご説明願います。 

 

市 

＜ガイドライン（素案）について説明＞ 

 

委員  景観計画ガイドラインの色彩計画の部分について、一番上の図の「横の分節化により、
長大な印象を軽減する」という表記があります。これは本当にその通りだなと思うのです

が、例示されている絵がこれぐらいのものは許容され、実際存在し得るものなので、例示

を変えた方がよいという印象を持ちました。  それからこれは質問ですが、デザインの進め方に、エリアごとの調和色が例示してあり
ます。景観計画には使用可能色が示されているので、あくまでこの調和色というのはこう

いう色を使用した方が望ましいですよという意味なのか、これを使ってくださいという意

味なのか教えて頂きたいと思います。   もうひとつ、豊橋駅周辺エリアの「コンセプトに沿って、キーワードを確認しながらデ
ザインする」のところで、高さ 20ｍという数字が出てきています。過去は法律で 31ｍま

での高さ制限がありましたので、名古屋もそうですが 31ｍラインで揃ったまち並みがよく

あります。豊橋市の場合 20ｍという数字が妥当なのか少し気になります。最近の建築基準

法の改正で天空率というものが規定され、道路の幅に対する高さの関係がかなり崩れてき

ており、道路が広くなくても高い建築物が法的にも建築可能になってきています。また、

豊橋駅や駅前大通りの再開発等、建て替えが進んでいる状況を見ていくと、この 20ｍとい
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う数字が妥当なのかと思いました。  あともう一点ですが、公共事業景観形成ガイドラインの中で、電柱に関する記述が入っ
ていませんが、電柱そのものは中電の管轄になっており、道路の電柱を変えるのは難しい

と思いますが、公共施設の敷地内の引込柱については、状況に応じて塗装するといった考

えを示すのが望ましいと思います。例えば河川のすぐ横の緑が多い場所に公共施設があっ

て、そこに引込柱を立てる場合には、茶色く塗るといったように。   

市  1 点目の景観計画ガイドラインの建物の色彩の絵ですが、左側の絵は、明度の濃い色に

入れ替えます。大型の建築物が道路沿いに建った時、建物が小さく締まって見えるように

するため、明度を下げず、建物の壁が一枚の大きな壁に見えないように区切りをつけたデ

ザインとすることがわかるようにします。他の絵も、より望ましい絵に差し替えていきた

いと思います。 

2 点目の、エリア内で見られる調和色についてです。景観計画の色彩の基準は、基本的

にこの範囲に収まるようにしてください、収まらない場合は勧告することがあるといった

色です。一方、景観計画ガイドラインで示したのは、この色はエリア内でよく使われてお

り、周辺に調和しているので、合わせると望ましといった推奨的な色を示しています。 

3点目の、高さ 20ｍという数字についてです。このページは、駅前大通りの事例として

示してあります。駅前大通りは、景観形成地区に指定しており、景観計画にも地区の基準

が書いてあります。そこには、「建築物の高さは 20ｍ程度が望ましく…」とあります。当

時のまち並みの高さは概ね 6階建て程度が多く、道路幅と建物の高さの望ましい比率につ

いて専門家も含めて検討した結果です。その数字を記載したものです。最近はもっと高い

ビルも建築されているので、ここに数字を記載するのがよいか検討したいと思います。  4 点目の、公共のガイドラインの引込柱についてです。公共施設の敷地内に建てる場合

は、相談があれば照明柱や柵を参考に、周辺環境に調和した色を提案しています。ガイド

ラインへの記載については、検討します。 

 

会長 

どうもありがとうございました。1 点目の絵の表現は、趣旨が伝わるようにお願いしま

す。ＮＧ例は現実にあるものを写真で示すのも一案かと思います。  私が少し思ったのは、後の方にもいくつかＮＧ例が出てきますが、ＮＧでも場所によっ
て全然違ってきますし、描かれているＮＧ例がかわいかったりすると、何故だめなのかと

思われたりするので、少し工夫がいると思います。例えば、公共事業ガイドラインで、河

川敷の歩道を黄色に塗っており、これぐらいだったらいいと思われたり、その横の小学生

が描いたような絵はいいと思われたりするので。 

 

市 

ご指摘の点については、説明書きがもう少しあればわかりやすくなると思います。例え
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ば、公共空間に絵を描くことについては、それが景観の中で支配的になってしまい、そこ

へ目がいくことで美しい自然景観を妨げてしまう、といったことを補足で書いていきたい

と思います。 

 

委員  景観計画ガイドラインは、あくまで景観計画の下支えというものですから、景観計画に
書いてあることを何でも詰め込んでページ数が多くなればよいというものではないと思

いますが、やはりガイドラインとして、一定の完結性はいると思います。例えばデザイン

の進め方では、エリアごとに記載があるのですが、このエリアは一体どこなのかという事

がガイドラインでは出てきません。景観計画の方にはエリアの地図がありますので、それ

くらいは入れて頂いてもいいのではないかと思います。  あと、これは今後やるのだと思いますが、景観計画とガイドラインで紙面デザインが同
じエリアでもかなり違うので、今後すり合わせをするとよいと思います。また、景観計画

の方には右の方に章の目印がありますが、ガイドラインにはありません、色使いも微妙に

違うのでので、今後すり合わせをするとよいと思います。 

 

市  ガイドラインには景観計画の参照ページを掲載することも考えており、色使いやレイア
ウト等についても一連の図書に見えるようにしていきたいと思います。 

 

委員  何点かあるのですが、まず、景観計画ガイドラインの広告物について、例えば商業エリ
アには、広告物の色彩の推奨色が書かれていない。本来どういう指導をされるのか、とい

うことで、少しだけ「目立ちすぎないよう高彩度を避ける」とあるのですが、これで指導

出来るのかどうか。ガイドラインは推奨するものですので。広告物の調和色を、具体的に

示せるとよいかと思います。  次に同じガイドラインで、石巻山眺望保全区域にマンションの例が出ているのですが、
上が少し飛び出している形は、現実にあまりないと思います。山並みに合わせるのであれ

ば、一部を高くする必要はないので、ふつうの良い例を出すとよいと思います。  それから公共事業ガイドラインの方ですが、具体的に色彩の基準があるのは、個別施設
のデザイン基準以降ですが、景観計画の方はエリア別で指導されていて、公共事業のガイ

ドラインでは市街化区域、市街化調整区域と区別されています。施設によっては、背景の

空に合わせるなど色々あるのですが、エリア別を検討して結局こうなっているのでしょう

か。  それから、路面の舗装についてです。街中や水際を舗装される時の具体的なマンセル値
を何色か推奨してほしいと思います。現実に街中の舗装でレンガ模様にしていたり、本当

のレンガを敷くならよいのですがフェイクな絵のようなものでごまかしているところも

あり、公共事業として本来はよろしくない舗装の例があります。あるいは自転車レーンを
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作る際に高彩度の色で塗らなければならない時がありますが、その時の色の基準など、こ

うした路面を舗装する基準が必要ではないかと思います。 

公園や面的開発の基準の中に、そういうエリアでは雨水浸透性舗装をまちづくり上配慮

してほしいところがあって、公園整備の絵や面的開発の駐車場の絵に、舗装面を浸透性の

ものにするといった追記が必要ではないかと思います。  それから最後に、公共事業を指導するにあたり推奨という説明があったのですが、少な
くともまちづくり景観形成地区や景観重要公共施設など、重要な場所や施設の場合には、

しっかりと調整し、景観計画に沿って個別の重要な事は必ずやって下さい、というような

基準がないと困るのではないかと思いました。以上です。 

 

市  1 点目の広告物の色彩の基準については、具体的に示していませんが、基準を設けるこ

とは重要と思っています。広告物の規制は、屋外広告物条例がありますので、今後、色彩

基準をどうしていくか、景観計画と整合を図りながら考えていきたいと思います。ガイド

ラインでは、今書いてある言葉をもう少し精査していきたいと思っています。  2 点目のマンションの表現ですが、実際このような高さが揃っていないマンションがあ

ることや、高さを低く抑えることができる部分は、低くして下さいという意味で描いてい

ます。  3 点目の公共施設のデザイン基準については、これまで運用してきた基準をそのまま掲

載しているものです。担当者が使いやすいものにしたいという事で、エリア設定というよ

りも自然地域といった表現にしています。景観計画が施行された後には、それぞれのエリ

アの方向性に合わせた細やかな配慮が必要になると思います。それについては事前相談の

中で対応していきたいと考えています。  4 点目の、路面の舗装です。これまで安全性重視の面からなかなか景観配慮が進まなか

った面もありますが、平成 29 年に国土交通省から「景観に配慮した道路附属物のガイド

ライン」が出ました。その中には従来の舗装の色彩等があまり良くないという事で推奨色

の基準も示されています。今後は、こうしたガイドラインも活用しながら、景観配慮を広

げていきたいと考えています。  5点目の浸透性舗装についてです。最近グリーンインフラという考え方が出てきまして、

雨水を浸透させる、保水性舗装で路面の温度を下げるといった対応がはじまっています。

快適な空間づくりや環境配慮が今後益々重要になってくると思いますので、記載について

検討してみます。  6 点目の、景観上重要な場所や施設について、公共事業の景観配慮の義務化についてで

す。これについては、景観配慮を進めながら、今後、関係部署と調整しながら検討してい

く必要があると考えています。以上です。 

 

委員  エリアの配置図を公共事業のガイドラインにも入れ、そういったエリアが設定されてい
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るという認識を関係者に持って頂けるとよいと思います。 

個別施設のデザイン基準についてですが、国土交通省のガイドラインには、これ以上の

ことが書いてありますが、実際には見ない人が多く、結構それに従っていないことが多い

状況です。市のガイドラインに示しておく必要があると思います。 

 

市 

現場レベルでは国のガイドラインが浸透していないという事ですので、そうしたガイド

ラインがあることを市の公共ガイドラインに示し、国のガイドラインに沿って対応してい

くことを働きかけていきたいと思います。 

 

委員  景観計画ガイドラインの第 2章のパタン・ランゲージの説明の下が寂しいので、もう少

し説明があればと思います。  それと、デザインの進め方で、パタン・ランゲージとはどうやってやるのかと。本当
にこれをやるとすると、私の理解では、例えばまち歩きをしにいって、色々なものを観

てキーワードを取ってくるわけですね。そのキーワードをつなぎ合わせて、そこにしか

ないような景観の特徴、デザインのコードを文章で表したものをパタンと言っていま

す。そのパタンを探す作業が多分パタン・ランゲージの真髄なのですよね。ところがこ

の建付けは「キーワードの整理」に書いてある各々のキーワードがそもそもパタンで、

そのキーワードや言葉をつなぎ合わせてこういう言葉で景観のパタンを入れ込んでい

る、これがパタン・ランゲージなんですと。という事は、これそのものに各々のデザイ

ンの具体的なコードがあるはずなのです。ところが、後ろの説明、参考資料のつけ方を

みると、読み取りましょう、とか何かそれを組み合わせてコンセプトを考えましょうと

か、字面の話のところ、要するにそういう事に関心を持ってもらいましょうという事で

はよいのですけれども、具体的にそれをデザインに活かすという事では、パタン・ラン

ゲージらしくない部分があると。実際にこの通りいくのかというと懐疑的なんですね。

それで例えば「コンセプトに沿ってキーワードを確認しながらデザインする」で、各キ

ーワードにはデザイン手法のヒントとして示されているので参考にします、とあって、

多分このデザイン手法のヒントというのが今回は付いていないのですが、以降に全部載

るという意味でよいのですか？具体的に。多分ここが一番大事だと思うのですね。キー

ワードを選ぶとかそういうことではなくて、キーワードを作るという作業が一番大切な

ので、その辺りが少し違和感があって。だとすると、あらかじめパタンというかキーワ

ードが選ばれているのだとすると、その具体的なデザインのコードがある程度例示で全

部載っているような感じになっていないと運用できないのでは。100頁くらいになるのか

わかりませんけど、4-50頁なのか。ちょっとその辺りが確認したいところです。それが

少し気になったところで、もう一つは、公共事業のガイドラインで、考え方はわかるの

ですが、会長が言われたように、なにかかわいらしい絵が載っているという例に通じま

すが、とがったデザインを遇えて公共建築で認めるという場合、とがっているものの、
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イメージ的には新しい豊橋を象徴する可能性のある、あるいは豊橋市にあってしかるべ

きという建物が建つという事を手続き的にやる場合、このデザインガイドラインの存在

を以て、ダメだと一切をつぶすのか、そうではなくて敢えて別の議論も経て、いやこう

いうのは必要でしょう、と別のルートを開くのか、その辺りはどういう風にされるのか

よくわからないですけど、お伺いしたいなと思います。 

 

市  パタン・ランゲージの説明については、もう少しわかりやすくなるよう余白部分に説明
を追加します。 

パタン・ランゲージが本来と少し違うのではというご意見についてです。デザインの手

順のところに書きましたが、パタン・ランゲージの理論を参考にしながらキーワードとい

うものを使ってデザインを進めていくことを示しています。職員や設計士の意見を聴くと

パタン・ランゲージは難しいといった意見も多く、もう少し分かりやすいキーワードとい

った言葉に変えて、簡単にしたかたちでデザインの進め方を整理しました。 

ガイドラインの後ろの参考資料に掲載する各キーワードの説明は、今後整理します。こ

こに掲載するのは 30程ある「魅力アップのキーワード」です。「地域らしさのキーワード」

は、それぞれのエリアにおいて具体的に事例を示してありますので、それをもって終えた

いと思います。前回の審議会でもご意見がありましたが、別途キーワード集を作って、ホ

ームページに載せていくのが望ましいと考えております。 

次に、斬新なデザインの採用についてです。斬新なデザインを取り入れていくことは、

新しい都市づくりを進めていく上で必要と考えております。そのため、すべてがこのガイ

ドラインに沿ってやる、というわけではなく、新しいデザインを許容する必要があると考

えています。ただし、その場合は、慎重に進める必要があると思います。景観審議会や景

観アドバイザーによる審査の仕組みをつくるなど、適切な対応が必要と思います。景観計

画を施行する前には、どういった形が望ましいのか考えていきたいと思います。 

 

会長 

今の最後の話は、なかなか難しいのですが、このガイドラインには載せてないけれども、

この件に関してはこうあるべきじゃないかというデザインが出てくる場合がありますよ

ね。そういった時にはどうするのか、このガイドライン、もしくは景観計画の中にそうい

う一言はあるのでしょうか。 

 

市 

これまでも、特別に新しいものをつくる場合のルートが要るよね、といった意見があり

ました。ただし、安易に認めてしまうと、問題が生じてしまいますので、慎重な審査方法

を考えていきたいと思います。ガイドライン等の前段のところに、そういったものは個別

に検討するという事を記載したいと思います。 
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委員 

魅力アップのキーワードを具体的に載せるということですが、豊橋の場合は範囲が広い

ので景観資源を今後充実していく事が重要です。その時に最初に言った景観資源マップと

の関係をしっかりさせる必要があって、その景観資源の色々なところの重要性を示してい

く。中身もそうですが、具体的な指導基準とか、景観資源図に基づく発想、しっかりとそ

こはリンクさせておく必要があると思います。ですので、資源図のバージョンアップ、具

体的にキーワードを使いながら指導できるように、足らなければ追加していく方向でやっ

たほうが良いと思います。 

 

委員 

キーワードを使ってやっていくのであれば、デザインの進め方の例に表記する時に、も

っとキーワードを大きく示すとか、図の中のキーワードは、○を背景に示しているものを

そのまま持ってくる方が、キーワードを意識してやっている感じがします。あとキーワー

ドを用いたデザインの流れのところで、ステップ２のところでは楕円を背景に使っていま

すので、その辺を整合するとよいと思います。あとキーワードの整理に、キーワードがい

っぱい出てきていますが、そこも楕円で行くなら楕円、○なら○でイメージがあるとわか

りやすいと思います。 

 

市 

全体的にわかりやすい表示に統一するといったご意見だったと思います。今後よりわか

りやすくなるよう考えていきます。 

 

会長 

はい。ありがとうございます。このガイドラインはまだ素案という形ですけれども、来

年度の審議会でもう一度意見が言える機会があるのでしょうか。 

 

市 

来年度もこの審議会でご意見をお伺いする機会が出てくると思います。 

 

委員 

景観計画の「行政による景観まちづくりの取り組み」に「景観に係る情報提供の場の整

備」を前回修正して頂いたのですが、景観資源の周知、教育支援、どういう状況になって

いるか把握する景観モニタリングを、カッコ書きでもいいので具体的に記載できないかと

思います。知らない間に景観が変わっていることがあるので、まずは把握が重要です。啓

発が大事だと思います。 

 

会長 

その他よろしいでしょうか。それでは特にご発言がないようなので、今日のところは以
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上にさせて頂きます。先ほどの説明にもありましたように、まだ最終的なものに届くまで

には意見を言える機会があるとの事ですので、またその時お願いいたします。 

では、私の進行は以上で、事務局へお返しいたします。 

 

市 

今回頂いたご意見を反映させながら、整理をさせて頂き、来年度また審議会を開催した

いと考えております。今年度につきましてはこれで最後という事になります。次回の開催

につきましては、来年度初夏か夏前後くらいに予定をさせて頂きたいと思います。開催日

は改めてご連絡を差し上げたいと思います。 

皆様本日は本当にありがとうございました。 

 

 

終了 


