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令和２年度 第１回豊橋市まちづくり景観審議会議事録 

1．日  時  令和 2年 9月 29日（火）午後 1時 30分～3時 20分

2．場  所  豊橋市役所 西館 7階 第 1委員会室

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）豊橋市まちづくり景観条例の改正について

    （３）ガイドラインの策定について

4．出席委員   9名
浅野 純一郎 委員 朝野 正美 委員  宇野 勇治 委員  大貝 彰 会長   

尾崎 義孝 委員  小田 雅康 委員  牧野 恭子 委員  間瀬 美子 委員

宮脇 勝 委員

（上記五十音順）

5．欠席委員    6名
青山 泰三 委員  江坂 雅世 委員  加藤 克俊 委員  川西 裕康 委員

近藤 暁夫 委員  すぎうら よしこ 委員

（上記五十音順）

6．事務局     6名
古池都市計画部長、山本都市計画課長、原田都市計画課主幹、夏目都市計画課専門員、

杉浦、小原

7．審議会の結果
7-1． 大貝会長が会長に選出された。
7-2． 協議事項の豊橋市景観計画（案）、豊橋市景観計画ガイドライン（案）及び豊橋市
公共事業景観形成ガイドライン（案）について、記載内容の表現などについて意見

が出され、意見を活かして計画をまとめていくよう整理された。また、豊橋市まち

づくり景観条例の改正について、計画の実行性が高まるものとなるよう意見が出た。
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8．議事の概要
8-1．会長の選出
・会長の互選について委員より大貝委員を会長として推薦する意見があり、出席者多数

の賛同により大貝委員が会長に選出された。

・大貝会長より職務代理者に宮脇委員が、今回の議事についての議事録署名者に宇野委

員と小田委員が指名された。

8-2．協議事項

市

 ＜景観法に基づく景観計画の策定について説明＞

委員

この段階で言うのがいいのか分かりませんが、P95のエリアの区分の順序を変えること
についてです。先ほど会長から NHKの朝ドラの話がありましたが、このまちの一番景観
のいいところは海岸が考えられると思います。エリア区分は、大事なものが上にくるのが

これまでの計画づくりのやり方だと思います。先ほど商業エリアを上げたということです

が、その上に港の工業エリアが入っています。豊橋は工業都市ですが、それを PRします
かということです。景観のいいところでいうと通常であれば里山とか水辺であり、それが

魅力の柱になるのであれば、上位にしたほうが良く、少なくとも工業を下げておいたほう

がいいと思いました。今の段階で順序を変えるのは遅すぎるのかもしれませんが、そうい

った戦略は持っておいたほうがいいと思います。

それからこの計画書で一番気になったことは、前回から絵図が一番最後のページに変わ

っていることです。計画をつくる当初からこういう図面が必要だと申し上げていましたが、

豊橋の景観の全体像がこの絵図で紹介されていて、これが参考資料の中に入ってしまって

います。参考資料ではなく、豊橋市にとって景観とは何か、そのものを表す全体像を示し

ていますので、本来はやはりトップにあるべきです。多くの自治体の場合、景観とは何か

ということが、一般市民の中に浸透していないので、こういう絵や写真ではっきりこのま

ちにとっての景観はここが大事だと見えるようにするためにつくっている部分です。市民

参加とともに活用してもらうために、本編に入る手前の一番前のところに戻すべきであり、

少なくとも参考資料ではないと思います。これが、景観の定義そのものです。見開きペー

ジが形式的に気になったのかもしれませんが、これはまちの景観の全体像を示すものであ

り、非常に重要だということを踏まえ、検討してほしいと思います。

会長

 最初の 95 ページのエリアの順番について、その後のページの構成を直すことが技術的
にできるかどうかも含め、検討してください。それから、2 点目の絵について、今までは
最初にありましたが、経緯も含めて説明していただき、もし戻せるものなら戻していくの
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がいいかなと私も思いました。

市

1 点目について補足説明させていただきます。豊橋は中心部に駅があり、その周辺に商
業地、住宅地、郊外に自然や田園があり、まちが多様な自然などに包まれています。その

イメージをエリアの並べ方でも表現したいということで、あえて最初を山、最後を海とし、

中間のところにまちを入れて整理をしてきております。

2 点目の絵図についてです。こちらのほうは、最初に開いたときに、折り込みのものが
あるというのが、なかなか見づらいということなど、庁内の意見がございまして、最後に

つけております。ご意見を参考にさせていただきます。

市

少し補足をさせていただくと、この景観の絵図ですが、実情を申しますと市の内部で

色々な部局で案を練っております。行政からすると少し違和感のある絵だという意見も結

構いただきまして、通常北が上にくるのではないかなど。位置づけとしては参考資料では

なく、巻末表紙のような位置づけにしたほうがいいのではないかということで、最後のほ

うに持ってきたところです。

会長

 今後の方策として、景観の教育が必要です。景観がどういうものかということを市民の

みならず、行政スタッフの方も十分浸透してないのが現状だと思います。行政の内部から

そういった意見が出るのも想像できますが、景観とはこういうものだということを庁内で

も教授し続けるのが必要な状況だと思います。

委員

市のスタッフの方にお勧めしているのが、研修を受けることです。多くの場合、建築の

技術者は、十分に理解しているとは言い難く、この景観計画を始めるときに基礎的なとこ

ろを徹底しないと、スタッフが変わる度に、何度もこの問題が出てくると思います。本質

的なところで景観とはこういうものだと、重要な部分を含めて、繰り返しやり続けないと

いけないと思います。これが大事だということをページ構成ではっきりして、これに対し

てまた意見が出るということは、やはり十分理解されていないということの表れだと思い

ます。大変だとは思いますが、色々な分野の方に理解してもらうために、こういったこと

を言い続けるしかないと思います。

会長

可能であればそういう方向で進んでいただきたいですが、無理だということであれば審

議会の委員からそういう意見があったということは、庁内でも共有してほしいと思います

のでお願いします。
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委員

後ろの絵の件について、伊古部町の海岸にできた新しいエールのモニュメントを入れた

ほうがいいと思います。今回の朝ドラにより豊橋のシンボリックな部分になるとすれば、

この絵に載せてもいいと思います。こうした絵は、アメリカの西海岸のまちが共通のもの

をつくっており、そうした鳥瞰的なものだと思います。ロサンゼルスやサンフランシスコ

など、全部のまちでできています。都市の構造が絵ですぐに分かるという役割の媒体と思

います。必ずシンボリックなものや観光客が目につくものが印象的に絵の中に載っており、

そうした点からすると、このモニュメントは、是非、追加していただきたいと思います。

会長

NHK の朝ドラで毎回、最初のオープニングで景色が出てきて、かなり印象が強く、全
国的に関心が高いものと思います。前回の審議会から状況が大きく変わってきたと思いま

すので、検討していただければと思います。

市

この絵は絵描きの方に、以前の業務の中で描いていただいたものですので検討させてく

ださい。

委員

 少し雑談になりますが、テレビの中で興味のあるものがありました。全国の都市を対

象にしたアンケートで、住民の幸福度を調べていました。豊橋市は幸福度で全国第 3位だ
ったそうです。それから、住みやすさの項目では、豊橋市は第 1位だったそうです。何百
かある都市の中で上位に入ったということで、これはとても嬉しいことだと思いますので、

自信を持ってこの景観を進めていただくといいと思います。

この計画書ですが、前に見たときは字の色が濃くて見にくいところがありましたが、今

度はとても柔らかい字色になって見やすくなっていて、よかったと思います。

それから、P27の港の写真について、タグボートが写っていますが、説明にはタグボー
トが出迎えるとあり、後半にはガントリークレーンの説明があります。タグボードの写真

はいいなと思いましたが、ガントリークレーンがコンテナを積んだり下したりしていると

いう情景が必要であれば、この写真を変えたほうがいいと思います。虫眼鏡で見てみると、

自動車がいっぱい並んでいる岸壁のずっと向こうのほうにガントリークレーンがかすか

に見えるような気がします。この写真で、その説明が必要かどうかも検討していただきた

いと思います。

P66 の表浜の沿岸の景観資源ですが、8 番の太平洋のところの説明に、ゆったりと弧を
描く水平線が見え、地球が丸い星であることを感じさせると断定してあります。丸く見え

るということは、見ている人の視点から、360度円を描いた範囲が見えるということです
し、海岸で水平線を眺めてみて、ああ地球は丸いなと断定してしまったら、小さい地球に
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なってしまいます。たしかに、そのように見えることもありますが、「である」と断定して

しまうのはあまり良くないと思いました。

その他、農村風景で建物をこうしたいと書いてありますが、その時々の時代に応じて家

を建てていますので、昔のような総二階建ての大きな家を建てるということをあまり強調

しないほうがいいと思います。昔のような総二階の大きな家は、蚕を飼っていた時の名残

ですので、家族の規模が小さくなっている今の時代に、昔のような大きな家はあまり必要

ないと思います。しかし、周りの風景と見合わないような変なものが建ってしまうのはよ

くありませんから注意はしたほうがいいと思います。大体、茅葺屋根から瓦葺屋根に変わ

るときに建て直していますので、もし、昔通りのものが残っているとしたら、お金の無か

った人の家が残っていると思います。

景観とは少し外れると思いますが、例えば国道などの道路の中央に草地ができてしまっ

たり、木が生い茂っていたりしていますので、住民では手が出せないようなところは、行

政で手入れをしていただけたらと思います。市道は、大体 1年に 2回くらいは刈り込みに
来ているようですが、やはりその間には伸び過ぎてしまっています。そのようなことは、

景観とどうのように関係しているのでしょうか。関係する行政と連絡を取り、道路も見や

すいようにしていただきたいと思います。

市

P26の港のガントリークレーンの写真ですが、大型船の映った写真もほしいので、良い
写真が撮れましたら入れ替えたいと思います。

P66の太平洋の説明ですが、人の目の特性によって丸く見えるということもありますの
で、説明文の表現を修正したいと思います。

農村の建物の件については、以前は古い建物の絵を載せていましたが、今回は省かせて

いただきました。昔の家のデザインを推奨していると勘違いされないようにするために、

少し和らげた表現にさせてもらっておりますのでご了解いただければと思います。

最後の国道の草木についてですが、限られた税収の中で管理のほうに手が回らないという

実情があり、課題と思っております。国、県などの管理者と話をする機会に、ご意見を伝

えさせていただきます。

委員

第 6 章の景観まちづくりの推進のところで、P198 から P200 の内容はいいと思います
が、紙面から推進するパワーが感じられないという印象を持ちました。レイアウトやデザ

インの問題と思いますが、推進しようとしているイメージが伝わってこないという印象を

受けましたので、少し表現を工夫していただけるといいと思いました。

それから、景観の絵図の順番は、私もかなり違和感を覚えたので、やはり最初に持って来

ないのであれば、これが付いている意味が無くなってしまい、無くてもあまり変わらない

かと思います。ご検討していただけると有り難いと思います。
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市

 第 6 章については、もう少し意気込みが感じられるようにレイアウト等を検討します。

会長

P198からは、市の意気込みを感じさせるような表現になるとよいと思います。
絵図については、当初は一番はじめに付いていて、それを行政内部の意見で後ろにして

しまったということは、審議会としてもやはりもったいないと思います。是非、審議会で

そういう意見があったということを伝えていただいて、もう一度検討をお願いしたいと思

います。

委員

 初めて巻末の絵図のイラストレーションを拝見したときに素晴らしいなと思い、思わず

どのような作家の方が描いたのかをインターネットで調べてしまいました。豊橋出身のか

んだあささんという現在はフリーでイラストレーションの製作をされている方で、このよ

うな素晴らしい全体の風景について、景観の「観」の部分が印象で伝えられるものがある

ということは、とてもいいなと思いました。質問ですが、この図は市民の一人一人の皆さ

んにも伝えられるものでしょうか。

市

この計画書は、市民や市外の人々にも広く知っていただくもので一般公表していきます。

また、市内で建築行為等を行う場合には、市への届出が必要となりますが、その際に建築

主さんなどにこの絵を見ていただき、地域の景観をご理解していただきながら、それに調

和したデザインを考えてくださいとお伝えしていきます。その他、様々な場面で、この絵

を活用していこうと考えています。

委員

P37の景観の定義のところの説明で、景観は単なる景色だけではなく、「観」の部分があ
り、なるほどと改めて思いました。眺める人の目に映った印象や物事の様子を示す「観」

と組み合わさった言葉ということを改めて認識をしました。

豊橋全体の景観について見る側の心に印象を付けるには、ポイントとなるイラストレー

ションがとても有効で、心を育て、感性を育てるものと思いました。一人でも多くの方に

見ていただきたいと思います。

会長

 はい、ありがとうございます。やはり、この最後の絵が大事だと思いますので、この意

見も行政内部で共有していただきたいと思います。
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委員

 最後にある絵について、これをどのように見るのか、この絵がなんなのかということが、

読み進めていく上で唐突に感じました。この絵の位置づけを示すと良いと思います。

 景観づくりは、単にルールに縛られたものだけではなく、既存に習うことだけでもない、

夢があるものと思います。子供たちが見たときに楽しく、夢があるようなかたちで発展し、

未来につながることを期待して、最後にこの絵がくれば、それもいいと思います。最後に

もってきた意図は、目指すものを示すストーリー性を考えたためだと感じました。

 また、第 6 章で景観まちづくりの推進のところがもう少しパワーが感じられるといいと
思いました。最後に色々な体制や枠組みがあるということだけで終わってしまうと、伸び

代が限定的になってしまう気がするので、もう少し伸び代があるようにするといいと思い

ます。計画書の冒頭ではメッセージを込めたスタートをしているので、最後にもなんらか

のメッセージを付けて締めてもいいのかなという気がします。

委員

 この計画ですが、誰にどんな時に示すものしょうか。例えば、建物を建てたい場所にど

のようなものが制限されているか、屋外広告物を建てるときにどのような制限があるか、

そのようなときにこれを見て参考にするものなのかということを教えてください。

もう一つは、第 6章に景観まちづくりの推進があり、景観まちづくりの考え方が書いて
あります。この章をもう少し前のほうに持っていったらいいと思います。例えば、P3 の
「はじめに」の次に持って行けば、景観まちづくりの考え方がはじめに分かると思います。

会長

 二つ目のご意見は、景観まちづくりの考え方がもう少し前にあったほうが分かりやすい

のではないかというご意見ですね。一つ目の、計画書そのものの使われ方についても市か

ら簡単に説明してください。

市

 一つ目については、計画書の P30、P31の景観計画の構成の中に記載しています。はじ
めにから第 2章までは、市民や企業、行政など、本市の景観に関わるすべての方を対象に
しています。第 3章と第 4章は、景観の具体的な基準やルールが書いてあり、建築行為や
開発行為等を行う際に、施主や設計士、工務店の方に見ていただくものです。第 5章以降
は、景観づくりに興味のある方を対象とし、取り組みの参考となることを示しています。

この計画書は市のホームページで公表し PRするとともに、届出などの様々な機会を通じ
て、皆さんに示していきたいと思っています。今後、パブリックコメントや説明会も行う

予定で、業界の方にも情報提供していきたいと考えています。

 第 6 章の内容を前にもっていくことについては、ご意見の構成もありかと思いますが、
これまで皆さんのご意見をいただきながら整理してきたものですから、現在のかたちで進

めたいと思っております。
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委員

 全体に目を通しましたが、誰がどういう状況で見ることができるのかなと最初に思いま

した。私も建築にも多少関わっておりますが、色の制限があるといったことを言われたこ

とがありません。私は調和した景観にしていきたいと思っているので、突飛な色を選ばれ

ようとするとそこは抑えてやってきていますが、そういった条件があるということを知っ

ている人は少ないのかなという印象はあります。

会長

 実際に建築行為を行う業者の方がどのような形でこの計画を知ってルールに合うよう

にしていくのか、そのプロセスの中でこれがどのように使われるのか具体的に説明してく

ださい。

市

市内全域を対象に色彩を含めた景観の基準ができるのは今回が初めてです。これまでは、

二川宿や豊橋駅周辺といった一部の区域だけで基準がありました。今回は、市内全域で基

準ができるのは初めてのため、皆さんに広く知っていただくために、市の情報発信が非常

に大事だと考えています。委員の皆様も所属する組織などの中で、この計画を広めていた

だきたいと思います。今後、パブリックコメントや説明会を行う予定ですので、そうした

機会にも業界の方に情報提供して行きたいと考えていますので、よろしくお願い致します。

会長

 そのほか、特にご意見が無ければ、この議題については終わりたいと思います。いくつ

かご意見出ましたので、市内部でも情報共有していただき、可能なところは修正し最終的

なものにしていただきたいと思います。

 それでは協議事項の 2番目の豊橋市まちづくり景観条例の改正について、市から説明を
お願い致します。

市

＜豊橋市まちづくり景観条例の改正について説明＞

会長

 条例そのものはこの場で説明しても細かい話になりますので、今日は改正案の大きな中

身をご説明いただいたということで、景観法に基づく景観計画を策定する上で、それを実

効性あるものにするために、豊橋市まちづくり景観条例を改正して景観計画に関連する届

出行為等について条例を改めることになります。
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委員

 事前協議は、建築確認がでるもの全てに対して行うのかということです。11番の助言又
は指導、12番の勧告又は命令は、一定規模以上の届出を求めるものに対して行われるとい
う一連のシリーズになっているのかどうか、事前協議の関係がよく分かりません。一定規

模以上のものに届出を求めて指導や助言、勧告をしていくことは分かりますが、規模が小

さいものに対して事前協議を行わないのであれば、このガイドラインはいつ使うのでしょ

うか。このガイドラインに載っている個々の建築は戸建て住宅も入っていますので、それ

が事前協議の対象にならないのであれば、このガイドラインはいつ使うのか、確認したい

と思います。

市

 景観計画のP189をご覧ください。こちらに事前協議と届出のフローがございます。P170
も合わせてご覧ください。P170には、市内の各エリアに応じて、建築行為等に対する事前
協議や届出の規模が定めてあります。例えば、里山エリアでは、建築物は高さが 10ｍ超え
るもの又は建築面積が 500 ㎡超えるものが事前協議や届出の対象になります。P189 に戻
りますと、そうした行為を行なうときに、事前協議の際に市に図面を持ってきていただき、

景観計画の基準に適合しているかどうか、また、より良い景観にするためにどういった配

慮をすればいいのかを協議していきます。この協議は、建築確認申請より前の計画段階や

基本設計の段階で行う制度にします。事前協議でより良い景観を誘導し、その後、法に基

づく届出に進むという流れになります。

ガイドラインは、事前協議と法に基づく届出対象のものを対象にするとともに、それ未

満の規模のものも対象としています。事前協議の場ではガイドラインを積極的に使います。

また、事前協議の対象にならないものについては、任意でガイドラインを使っていただき

ますが、ハウスメーカーや設計士の方々などに活用を PRしていきたいと考えています。

委員

事前協議の対象は、高さなどで制限されているということですが、それ未満については

お任せという形でこのガイドラインを渡すわけですね。ガイドラインは、パタン・ランゲ

ージの考え方で一緒にやりとりしながら使うようになっているので、渡すところすべてに

使い方の講習を行っていかないとあまり意味がない気がします。是非、そのあたりを考え

ていただきたいと思います。

市

より幅広く活用していただけるように対応を考えたいと思います。

公共事業については、これまでも個別に小規模な物件も都市計画課で相談対応しており、

良好な景観を誘導してきています。今後は、今回の公共事業景観形成ガイドラインを活用

し、引き続き取り組んでいきたいと思います。民間事業については、建築士などの方々に

も使っていただけるようにしていきたいと思います。
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委員

 景観計画ガイドラインと公共事業ガイドランの二つですが、条例に基づくものかはっき

りさせたほうがいいと思います。条文の中に一言こういうガイドラインを定めるとか、条

例に基づいたガイドラインとした上で、事業者あるいは公共事業に使っていただくという

のが筋だと思います。

市

 二つのガイドラインですが、それぞれ 2ページのところに位置づけが書いてあり、景観
計画を補完する図書としています。ガイドラインは、景観計画の基準の運用について定め

たもので、条例の中には定めておりません。条例の中には景観計画を定めることが書いて

あり、景観計画の中の基準についてより良好な景観を進めていくための手引きとしてガイ

ドラインを設けているかたちです。

会長

 条例に位置付けるよりも、実際に行政が景観行政を進める上で、ガイドラインに沿って

進めていきたいとつくっているものですね。

委員

 ポジティブに考えればそれでいいのかもしれませんが、例えば、他の自治体では推進に

ついて条例に書いているところもありますので、本気度といった観点でも、これは条例に

基づいているとしたほうが望ましいと思います。

市

 ご意見を参考にさせていただきます。

委員

 現行条例からの改正で、新しくつくる条例ではないと思いますが、改正案の一番の目的

は見直すことで、定義等を新しく追加するのであれば、できれば前文も検討の対象に入れ

ていただけたらと思います。この前文が悪い訳ではありませんが、根拠となる法律が変わ

り、その法律に基づいて策定しますので、先ほど本気度という言葉がでてきましたが、つ

くり変える意識というものがあってもいいと思います。是非、そこも含めて検討していた

だけるとありがたいと思います。良い機会なので、そこも含めて見直すのもいいのではな

いかと思います。景観計画はものすごく時間をかけてつくり上げてきたと思いますので、

条例も同じように非常に大事なものなので、そういった考えを持って改正していただきた

いなと考えます。

会長

 少し条例案の中で検討していただきたいと思います。
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市

ご意見を参考にさせていただきます。

会長

 そのほか、条例に関してご意見があればお願いします。無ければ、景観条例の改正につ

いては、以上とさせていただきます。

 それでは、3番目の議題のガイドラインの策定について説明をお願いします。

市

＜ガイドラインの策定について説明＞

委員

景観計画ガイドラインの P23 に建物の例が書いてあり、前回少し意見させていただき、
一番上の横方向の分節化というイメージ図を直していただいたように思いますが、まだ少

し分かりにくいかなと思います。横方向を分節化するということは、基本的には、この横

長の長大な建築物に対し、縦にラインを入れることでボリュームを分割するという意図が

あると思いますので、例えば、この絵を横に 3倍くらい長くして、今 4戸並びになってい
るものを 12 戸並びにして、3 つに分節するくらいの極端なイメージ図のほうが意図を理
解してもらえると思います。これくらいの 4戸並びくらいの建物は普通に存在するもので
すから、これを分節化しなくてはいけないのか、というふうに思われる方もあるかと思い

ますので。

 公共事業ガイドランの第 2章の P43、P55、P64で、維持管理段階という項目があり、
その下に割と大きな写真がついています。普通に読み進めていくとこの写真の意図が分か

らず、これは望ましい写真として掲載しているのか、その辺りがよく分かりません。例え

ば、P43の写真は、P17に同じ写真がありますので、普通に読み進めていくとこれはなん
だろうと思いますので、少しご検討いただければと思います。

会長

 今の 2点について、良いか悪いか、誰が見ても極端に見えるようにしてほしいというこ
とですね。

市

一つ目については、建物を横に伸ばした絵をつくるように考えていきます。

二つ目については、それぞれの事業の良好な景観のイメージとして写真を載せています。

維持管理の文章とのつながりについては、つながりがあるような写真があれば、入替を考

えたいと思います。
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会長

 ＮＧ例で表現されていれば分かると思いますが、現実の写真だといい例なのか悪い例な

のかなかなか読みづらいですね。

委員

 ガイドラインは、一般の設計士さんや工務店さんが見ると思いますが、例えば、景観に

配慮した建物を計画する際のガイドラインなど、もう少し住宅やアパートを建てるときの

ガイドラインだということが分かるような愛称を付けてもいいと思います。正式名称はこ

れでもいいと思いますが、建築家が設計する際のサブツールとして使っていただくには、

もう少し建築設計に近づいたようなタイトルや表紙を工夫していただくともう少し親し

みやすくなる気がします。

それから、P2に位置付けがあり、3行目に景観計画とともにこれらを活用してください
という文言でこのガイドラインが位置づけされています。中身はすごく充実して完成度は

高いと思いますが、よかったら使ってくださいというのが非常に低姿勢な感じがするので、

もう少し積極的にご活用くださいとか、もう少し共感を持って使っていただくような位置

づけで語れるといいのではないかと思います。条例の中で義務化はできないわけですが、

もう少し理解した上で設計の工夫をしてほしいなど、メッセージを込めて位置づけされる

とよりよいかと思います。

市

 タイトルについては、サブタイトルをつけるなど、もう少し皆さんが手に取って広げて

みたいなと思ってもらえるようなものを考えたいと思います。

二つ目については、より積極的に使っていただけるように、書き方を考えたいと思いま

す。

会長

 ガイドランの位置づけが微妙なところにあると思います。景観計画と条例の届出により

誘導していくと思いますが、それとは別にガイドラインがあります。景観計画の届出対象

にならないものも含めてこのガイドラインで豊橋市の景観をよりよくしていこうという

趣旨の意見ですが、みんに使ってもらえるように何か仕掛けをしないといけないのかなと

感じます。そこは都市計画課のほうで、運用を含めて頑張っていただきたいと思います。

委員

 景観計画ガイドラインの P70、71の石巻山眺望保全区域のところで、中層のマンション
の例が描いてあります。石巻山はそもそも市内の北のほうにあり、この豊川沿いの計画物

件の場所は、市街化調整区域であるため、恐らくマンションは建たないと思います。可能

性として、宅地を十何戸建てるということがあるかもしれませんが、現状はほぼこのよう

な物件はないと思いますし、この例ならばこの計画物件はダメであり、ないほうがいいと
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いう絵にしたほうがいいと思います。開発行為が来た時に、ここは眺望保全区域のため、

建てないでくださいというような事前協議をすべきであり、屋根をこういう風にしてくだ

さいというだけではいけない気がします。もう一つ、東部丘陵も含めて書いてありますの

で、東部丘陵を背景にしてこうしたマンションが建つようなエリアを想定した場合に、通

常、前景はまちなかだと思います。まちなかから見て、その計画の建物があり東部丘陵の

何を保全するのかを考えた場合に、守るべき景観について、少し整理していかれたほうが

いいと思います。東部丘陵のシンボリックな山の景観を守るためにマンションの形をこう

いう風にしてくださいというよりも、このような建物はあってはいけないという絵である

べきだと思います。右下の絵は、前景は緑ではなく、まちなかの家が建っているような絵

でないと、恐らく辻褄が合わないと思いますので、少し検討していただいたほうがいいと

思います。

市

この絵は緑が多く描いてありますので、市街化調整区域に建築するように見えますが、

住居系の用途地域の場所に建つことを想定して描いています。実際にはこの規模のものが

現状でも建っています。住居系の用途地域では、敷地が広ければこの規模のものを建てる

ことは法的に可能です。低層住居専用地域では現状で高さ 10ｍの規制がありますが、それ
以外のところでは高さの規制がないため、そうした場所での建築に備えてこの絵を提示し

ています。できればこうしたものが建ってほしくないですが、どうしても建てられる場合

に、色彩や形態の配慮を誘導するという趣旨で描いています。

委員

 その点は分かりました。この絵は、前景は緑で遠景が石巻山で計画物件が建っているパ

ターンです。前景にまちの景観があり、かなり後景に計画物件が建って、まちなかの景観

の中においても遠景でこういう計画物件が出てきたときに、景観を壊すということが要点

だとすれば、この絵は相応しくないと思います。要するに守るべき絵は何かということの

共通イメージが読む人に伝わらないと意味がないわけです。

会長

 この辺の区域は実際には調整区域でしょうか、市街化区域でしょうか。

市

 この辺から創造大学をもう少しいったところにマンションがあります。その奥に石巻山

を背負っているもので、たぶんそれをイメージしていると思います。確かにマンションの

周りはもっとまちであり、住宅や店舗がありますので、誤解を与える絵になってしまって

いると思います。
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委員

 景観計画の本編の P160 の眺望保全の写真に工場があります。P159 に戻っていただく
と、視点場を川沿いにとっていますので、川沿いを歩いたときに石巻山が見えるイメージ

だと思います。パブリックスペースからこのシンボルが見えている構図なので、それを懸

念して設定したものと思います。この景観計画で川の景観が大事であると書いてあり、色

んなエリアにも入っていて、一つのポイントになると思います。

市

P70、71の絵は、市街化調整区域にマンションが建つように見えるので、修正したいと
思います。

委員

 景観計画の P160 の工場の写真ですが、問題は屋上設備です。ガイドラインには屋根を
かける絵になっていますが、設備等を周辺の眺望に配慮させるとすれば、本編の P160 の
様子を見るとやはり違う点があるので検討してください。

会長

 はい、大事な点かなと思います。誤解を与えるような絵になっていると思いますので、

慎重に検討していただければと思います。

市

 補足説明ですが、石巻山をシンボルにその両脇の山の稜線の範囲の景観を守りたいとい

う趣旨で、眺めを邪魔するものがなるべく無いようにしたいという考えで景観計画の基準

をつくっています。その上で、主要な視点場としてパブリックなスペースである吉田大橋

や下地緑地、牛川の渡しを設定しており、他に視点場となる主な道路も色付けしています。

そうした視点場は、すべて市街化調整区域になりますので、田園や河畔林、斜面緑地が手

前になります。

絵については、市街化調整区域にマンションが建っているように見えるので、修正した

いと思います。屋上設備の配慮については、ガイドラインの P71の絵に引き出し線で追記
したいと思います。

会長

ありがとうございます。いろんなご指摘がありましたが、より良いガイドラインにした

いという強い思いがあってのことだと思いますので、改めて配慮していただきたいと思い

ます。

そのほか、よろしいでしょうか。この審議会の後でも、ご意見があれば直接事務局のほ

うにお願いします。

それでは、本日出たご意見は市のほうでご検討いただくということで、本日の審議につ
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いては終了させていただきたいと思います。

それでは、市に進行をお返しします。

市

本日は、いろいろと貴重なご意見をいただきましてありがとうございました。いただき

ましたご意見を参考に、引き続き計画と条例の改正を進めていきたいと思います。

今後は、市議会とパブリックコメント等を経て、今年度末までに計画の策定と条例の改

正を行う予定です。

次回の審議会は、2 月の予定で開催したいと考えています。開催日時等はあらかじめご
連絡差し上げたいと思いますのでよろしくお願い致します。

これをもちまして、豊橋市まちづくり景観審議会を終了せていただきます。長時間あり

がとうございました。

終了 


