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 平成２９年度第２回袖ケ浦市景観審議会 

 

１ 開催日時  平成３０年２月２日（金） 午後２時００分開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所７階会議室（一） 

 

３ 出席委員 

会 長 阿部 貴弘 委 員 青山 隆行 

副会長 田邉 学 委 員 髙井 由夏 

委 員 宇野 武夫 委 員 岡本 和幸 

委 員 在原 緑   

 

 （欠席委員） 

委 員 吉田 良美 委 員 青澤 洋實 

委 員 加藤 正道   

 

４ 出席職員 

副市長 山口 幹雄 都市整備課副参事 鴇田 勝 

都市建設部長 立野 文雄 都市整備課主査 鶴岡 俊洋 

都市建設部次長 江尻 勝美 都市整備課主事 大草 恵美 

 

５ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ４人 

傍聴人数 ０人 

 

６ 議 題 

   （１） 袖ケ浦市景観計画の点検評価について 

   （２） 眺望ポイントに設置する看板の表示内容について 
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７ 議 事 

〈午後２時開会〉 

 

事務局(鴇田副参事)【開会】 

 

山口副市長  【挨拶】 

 

阿部会長  【挨拶】 

      【山口副市長、所用のため退席】 

 

事務局(鴇田副参事)【資料確認】 

   【出席状況確認】 

    〔１０名中７名の出席、景観条例施行規則第３１条第２項の規定によ

り、定数の２分の１以上の出席のため、会は成立。〕 

     景観条例施行規則第３１条第１項の規定に基づきまして、会長が本

会の議長を務めることとなっておりますので、これより先は阿部会

長にお願いいたします。よろしくお願いします。 

 

阿部会長 それでは、次第にしたがいまして、議事を進めさせていただきます。

本日の議題は２件です。最初に議案第１号「袖ケ浦市景観計画の点

検評価について」事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鶴岡主査）【資料１により袖ケ浦市景観計画の点検評価について説明】 

 

阿部会長 計画を作りっぱなしにせず、このように計画の運用状況を確認する

ことは非常に重要な取り組みである。今回、３年間の取り組みの内

容をまとめてもらったが、今後も３年に１度といったペースで点検

評価を続けていく予定か。 

 

事務局（江尻次長） 今回、３年目で実施したが、事業の方向性は間違ってい

ないということが確認できたので、また３年後に実施するかどうか

は状況をみながら検討していきたいと考えている。特段、計画変更

等がなければしばらくこのまま様子をみたい。どうしても景観計画

は、１０年、２０年かかるものなので３年のスパンで判断するのは

難しいものがある。 
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阿部会長 方向性の見直しのための点検というよりも、毎年、何をどうやった

のかをデータとして積み上げていき、年度評価として結果を蓄積し

ておくと１０年、２０年経って財産になる。形はともあれ、点検評

価は続けてもらいたい。 

 

事務局（江尻次長） 毎年、同じことをやってもしょうがないので、その年や

ったことを確認しながら来年どうするか、その繰り返しは必ずやっ

ていきたい。 

 

阿部会長 できれば、それをきちんと記録に残していただきたい。 

     それでは、ただいま説明いただいた内容に関して、ご意見等があり

ましたら、ご発言をお願いします。 

 

田邉委員 この点検・評価（案）というのは、「（案）」がとれた段階で公表され

ると思うが、ホームページ等で一般市民の方の目に入るようにする

のか。 

 

事務局（鶴岡主査） そのとおり。 

 

田邉委員 説明の中で、３年目であまり実績は多くないという説明があったが、

周辺の都市と比べて３年で様々な実績があると感じていて、この間、

景観重要樹木の指定もあったし、推進地区、まちづくり賞、まちづ

くり推進団体というように、短い期間の中でやれることはかなりき

ちんとやられているように感じる。これは、点検評価でもあり、３

年間の実績報告にもなるものなので、できればイメージが湧くよう

な資料が入っていた方がいい。グラフや写真があると読み進んでい

こうという気持ちになるが、今の資料だと数字と文字の羅列なので

一般の方が課題や方向性にたどり着くのはなかなか難しいのではな

いか。資料に空きスペースもあるので、きちんとした実績報告にな

るようにビジュアルの資料も追加されてはどうか。鎌倉市でも毎年

実績報告をまとめており、鎌倉市も当初は文字と数字の羅列であっ

たが、その年のトピックを表紙にするだとか、その年新たに指定し

たものは、必ずビジュアルで紹介しており、その後景観計画の改定

の際に、その写真や資料がそのまま活用できた。ぜひ、もう少し見

やすい、親しみがある冊子にまとまっていくと非常によいものにな

っていくと思う。 
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事務局（江尻次長） 確かに、景観計画はそのように意識して作っているので、

同じような考え方で、ビジュアル的に楽しく見られるように考えて

いきたい。 

 

阿部会長 グラフなどがあると非常にわかりやすくなると思う。 

     それでは、項目ごとに意見を伺いたいと思う。景観計画の運用に関

して、何かご意見はありますか。 

     推進地区の指定により届出数が劇的に増えている。窓口における届

出対応業務が滞るといったことはなかったのか。 

 

事務局（鶴岡主査） ２６、２７年度は２０件以下だったものが、２８年度に

は１００件以上に増えている状況である。窓口的には大変なところ

もあるが、担当が２人おり、海側地区は地区計画の届出区域でもあ

るため、同じ窓口で同じ担当が同時に同じものを確認しているため、

処理ができている状況である。現状では、人員を増やすなどはせず

に処理ができている。 

 

阿部会長 例えば、今後、推進地区が増えた場合などはどう対応する予定か。 

 

事務局（鶴岡主査） 現状、推進地区に指定する候補はないが、将来的に増え

たら、体制を検討しなければならないと思う。 

 

阿部会長 庁内のノウハウの蓄積といった観点から、届出の窓口での協議とい

うのは、担当職員の経験となり、異動先でも活かされることなので、

そうしたノウハウが蓄積できるような庁内体制が構築できればと思

う。一般案件は、担当以外でもチェックできるような体制などが工

夫の余地はあると思う。これから届出が増えていくことを想定する

と、そうした工夫も考えた方がいいと思う。 

     もう一点、色彩基準についてコーポレートカラーが使用できないな

ど、あそびが少ないといった意見がきているようだがどのような状

況か。 

 

事務局（鶴岡主査） 近隣の地区や県内の景観計画と比較した場合、本市では

アクセントカラーなどの例外は一切認めていない景観計画となって

いる。そのため、工場など普段はあまり目立たないところに建てる
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企業からはコーポレートカラーをワンポイントで使用することにつ

いて、何件か問い合わせをいただいている。ただし、いずれの企業

も最終的には外壁につけずに、門につけるなど別の対応をしていた

だいているところではあるが、多少なりとも認めてもよいのか検討

を進めていきたいと考えている。 

 

田邉委員 工場などの壁面に会社のロゴなどを入れることは屋外広告物にあた

る。いわゆる看板にあたる部分である。看板にあたる部分の色彩を

景観計画で規制している自治体は全国で数例しかない。そういう意

味では、突出した厳しさになってしまっているところがある。広告

的に用いられる建築物の外壁等の色彩という意味合いであれば、現

況の色彩基準で運用しながら、緩急をつけた景観計画ができると思

う。コーポレートカラーそのものを使えなくなるというのは、新し

くつくる推進地区は別になるかもしれないが、海辺の工業系の地域

などでは、どちらかというとダイナミックな色を使った方が建物も

親しみが持てたりもするので、場所とか建物の規模とか使われ方に

よって色彩がより自由度を増すような運用をした方が逆に景観とし

ては幅のあるいいものになるのではないか。 

 

在原委員 海側で建築に携わることがあるが、結構厳しいし、難しいと感じる。

田邉委員も言ったように、建物全体を見回したときの色は統一する

とかして、ポイントはそんなに厳しくしなくてもいいのかなと思う。 

 

阿部会長 あまり厳しい基準で色彩を抑え込んでしまっても、つまらないまち

並みなってしまう可能性もある。とはいえ、タガを外すとガチャガ

チャになってしまうので非常に難しい。高いハードルを崩すという

よりも景観アドバイザーに相談することで少し例外を認めたり、あ

るいは別のところを縛る代わりに色彩基準を少し緩める推進地区を

指定するなど、多面的な運用ができるようなしくみをつくるなど検

討してほしい。 

 

宇野委員 きっちり決めつけるときれいだけど活力がないまちになってしまう。

もう少し幅のある考え方で対応できればエネルギーがあるまちにな

って、市としてさらに魅力のあるまちになると思う。 

 

阿部会長 例えば屋外広告物では、茶色（ダークブラウン）の中にワンポイン
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トで明るい色が入ると、洒落て見えることもある。今までの意見を

踏まえて幅のある運用により、ワンランク上の質の高いまちづくり

をしてほしい。 

 

事務局（江尻次長） 海側地区がどんどん出来上がってきているので、悪い方

向にいかないよう運用を考えていきたい。 

 

阿部会長 次に地区等の指定についてですが、着実に実施しているように感じ

られるが、次は景観重要公共施設の指定を進めるのか。現在、腹案

などはあるのか。 

 

事務局（江尻次長） 袖ケ浦公園が景観まちづくり賞でも応募が多いので、３

０年度には指定しようと考えている。細かい取り決めなどをする必

要があるが、同じ市の施設なので指定したいと考えている。また、

テレビコマーシャルにも活用されている袖ケ浦海浜公園通りも非常

に人気が高いということで、候補としている。 

 

阿部会長 景観重要公共施設というのは指定したからといって何か変わるわけ

ではないが、民間に規制をかけるだけではなく行政も取り組もうと

するスタンスを示すことができる。こうした多くの人が訪れ親しま

れている施設も非常に重要であり、また、例えば追加で推進地区を

指定していくとすると、景観重要公共施設とセットで指定するとい

う方法もある。道路は市が景観重要公共施設として整備し、まわり

と一緒にまちづくりに取り組むことができる。県の施設を指定した

いという場合は、何か制約等はあるのか。 

 

事務局（江尻次長） 道路を指定したいと話したが、指定すると写真を撮影す

る人が増えてくる。路上駐車や道路上で写真を撮るなどの行為も出

てくることから、そのようなことを解決してからではないと指定は

難しい。写真を撮影する場所をつくるなどができるか検討していき

たい。 

 

阿部会長 新たな推進地区の指定候補はないようだが、住宅系や保全系、にぎ

わい創出系など類型をつくるなど、戦略的な指定をしていくことも

重要ではないか。景観計画の中で推進地区が一番大きな項目だと思

うので、ぜひ検討してほしい。 
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青山委員 景観重要建造物の指定について、アンケート結果にも「神社仏閣や

伝統的建築物の保全」について取り組みが必要だと考える人が多い

中で、景観重要建造物はどういう建築物をねらいにしていているの

か。神社仏閣を考えているのか、新しい建物も含めて検討している

のか。 

 

事務局（江尻次長） 基本的に神社仏閣は文化財にあたるイメージがある。本

来であれば、まちの景観にマッチした建物を指定するのがいいと思

うが、そうなると個人の所有物である可能性が高い。個人の所有物

に規制をかけるのは難しい。歴史的にその街並みを形成しているも

のがあれば一番良いが、袖ケ浦市にはないので今後どのような建造

物を指定していくか検討していかなければならない。そのため、ま

ず公共施設を景観の一部としてよいものを指定していきたいと考え

ている。景観まちづくり賞では、市役所が入った写真も評価されて

いることから市役所庁舎も候補となりうるので、今後検討していき

たい。 

 

阿部会長 袖ケ浦駅舎が建築されたが、新しいものでも景観重要建造物になり

うる。また、文化財の指定にまで至らない建築物も候補となると思

う。 

 

事務局（江尻次長） 行政が主体となって決めることではないと考えるので、

市民の方々がどう考えているのか意見を聞きながら進めていきたい。 

 

阿部会長 余談だが、災害時においては、こうした景観重要建造物に指定する

など、何かラベリングもしくはリスティングされていると、復旧・

復興にあたっての予算措置を講ずることができる場合があるので、

そうした観点からも積極的に取り組んでいただきたい。 

     次に、景観まちづくりの推進についてご意見ありますか。 

 

岡本委員 景観まちづくり賞を２２年度からやっていて、とてもいいと感じて

いる。景観に対する市民の関心を高めるためには、受賞した団体を

もう少し活用・応援できるとよい。 

 

事務局（江尻次長） 景観まちづくりの活動をしている団体への支援は景観計
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画にも記載していることから継続して応援していきたい。 

 

阿部会長 庁内体制の拡充は考えていないか。公共施設はまちを大きく変化さ

せる可能性があるが、将来的に少しずつ機運を高めて、公共施設の

景観のチェック体制ができるとよい。鎌倉市や青梅市では、年度初

めに関係各課が集まり、その年はどこの施設に力を入れるか検討を

行っている。 

 

事務局（江尻次長） 袖ケ浦市では、都市整備基本計画等策定委員会があり、

各課の課長級が出席しており、その中で意識付けをしている。また、

その下に担当者レベルの専門部会があるので、もう少し活用すれば

できると思う。まだ、都市建設部内でも意識が低いところがあるの

で、まず部内の意識向上に努めていきたい。 

 

阿部会長 ぜひ、いい方向に向けてほしい。 

     次に、景観まちづくりの支援について、ご意見ありますか。 

     景観まちだよりが年２回発行されているが、市民の目に触れている

か。 

 

髙井委員 回覧を必ずしも見ている状況ではないが、今後チェックしていきた

い。 

 

阿部会長 市民からの反響はあるのか。 

 

事務局（江尻次長） 市民から直接問い合わせをいただいたことはない。 

 

阿部会長 せっかくのツールなので、市民がストックしておきたくなるような

内容となるよう検討してほしい。 

     推進団体に関しては、現在何団体あるのか。 

 

事務局（江尻次長） ２９年度に１団体増えて、７団体である。また、違反広

告物除却活動推進団体は、８団体である。 

 

阿部会長 推進団体に認定されると具体的に何かメリットはあるのか。 

 

事務局（鶴岡主査） 何か支給などしているわけではないが、そういう活動を
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している方々がいることをいろいろな媒体を通じて多方面から広報

することによって、活動のバックアップをしている。また、里山を

守る会とタイアップしてまち歩きを実施するなど、その活動に興味

をもってもらえるようなサポートもしている。 

 

阿部会長 認定すると団体のブランド力が上がるなど、認定されたくなるよう

な施策を検討してはどうか。ロゴマークを作成して推進団体だけが

使えるようにするなどちょっとしたことで、認定されたくなるよう

なしかけがあるとよい。 

 

事務局（江尻次長） ロゴマークはおもしろい取り組みだと思う。 

 

阿部会長 あとは、スタンプラリーのように講習会に参加するとハンコを押し

てもらえるなど、ちょっとした工夫のアイディア出しをしてほしい。 

     アンケートで気になったのが、あまり自分から活動したいと思って

いる人が少ない。アンケートが全てではないが、市民一人ひとりの

活動が下支えとなるので、意識が低いところにも手を入れてほしい。 

 

事務局（江尻次長） 景観まちづくりは行政がやるものではなく、市民一人ひ

とりがやることが理想である。 

 

阿部会長 今後も実績を積み上げていってほしい。 

続きまして、「眺望ポイントに設置する看板の表示内容について」事

務局から説明をお願いします。 

 

事務局（大草主事）【資料２により眺望ポイントに設置する看板の表示内容につ

いて説明】 

 

阿部会長 説明が終わりましたが、ご意見等ありますでしょうか。 

 

田邉委員 この仕様でいくとインクジェット出力されたものにラミネートをか

けたような形になると思うが、耐用年数は５年くらいが目安だと思

うので、建てた当初は景観に配慮していても５年後に見苦しい状態

にならないよう、設置後のメンテナンスをすることを考えて作成す

るとよい。 
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事務局（鴇田副参事） 写真で撮影した日もあるので、耐用年数を迎えたとき

に眺望ポイントとして残すことは必要だが、作品を残すかはその時

検討したい。 

 

阿部会長 撮影者の名前を表示するのは大丈夫か。 

 

事務局（大草主事） 撮影者から許可を得ている。 

     背景色について意見を伺いたい。案では茶色を採用しているが、例

えば明るい色にすると景観計画の色彩基準に合致させるためには薄

くなってしまう。 

 

田邉委員 写真のフレームは明るい色ではない方がよい。もう少し暗い茶色の

方が写真が引き締まって見える。情報のメリハリという部分では、

見せたい場所と二次的な情報にメリハリがもてるとよい。 

 

事務局（鴇田副参事） 文字のフォントはどうか。 

 

田邉委員 太さでメリハリをつけるという方法もある。 

 

阿部会長 ガウラの吹き出しの改行をわかりやすくした方がよい。 

     設置したら、審議会の前に見に行くのもよいと思う。 

     それでは、これで予定していた議題は終了いたしますが、次回の審

議会の予定はどうのように考えているか。 

 

事務局（鴇田副参事） 次回は、６月か７月に実施できればと考えている。 

           【閉会】          （午後３時２０分閉会） 

 

 

 

 



平成２９年度 第２回袖ケ浦市景観審議会 

 

日時  平成３０年２月２日（金）   

午後２時から         

場所  袖ケ浦市役所７階会議室（一） 

 

 

次     第 

 

１ 開 会 

 

２ 副市長あいさつ 

 

３ 会長あいさつ 

 

４ 議 事 

 （１）袖ケ浦市景観計画の点検評価について 

 

 （２）眺望ポイントに設置する看板の表示内容について 

 

 （３）その他 

 

５ 閉 会 
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調和 

 

１．袖ケ浦市景観計画について 

（１）景観計画の策定 

平成１６年に景観に関する総合的な法律である景観法が制定され、良好な景観の保

全や、自然、歴史、文化などの地域資源や地域特性に応じた景観の形成といった、市

民が潤いや安らぎを感じるまちづくりが進められるようになりました。 

本市においても、市民、事業者及び市が一体となり地域に愛着や誇りを持てるまちづ

くりを推進し、貴重な景観資源を守り、育み、創り出し、後世に引き継ぐため、平成２

２年３月に市の景観に関する基本的な考え方を示した「景観まちづくり基本計画」を策

定しました。 

更に、景観まちづくりを積極的に進めるため、平成２３年４月に景観法第７条第１項に

基づく景観行政団体となり、その後、景観法の規定に基づく制限･誘導等を活用して景観

行政を推進していくため、平成２５年１２月に景観法第８条に基づく法定計画「袖ケ浦市

景観計画（以下「景観計画」という。）」を策定しました。 

景観計画は景観法や上位・関連計画における位置づけを明らかにするとともに、景観ま

ちづくりの背景、地域の景観特性及び課題等から、景観まちづくりの目的や形成基準や、

市民、事業者及び市が一体となった景観まちづくりの推進について定めています。 

 

○市の各種計画等との関係 

 

 

 

 

 

 

 

袖ケ浦市総合計画 

（H２１策定） 

・都市計画マスタープラン 
・環境基本計画 

市の景観に関する計画 

袖ケ浦市 

景観まちづくり 

基本計画 

（H２２.３策定） 

袖ケ浦市景観計画 

（H２５.１２策定） 

即す 

 
即 

す ﾙｰﾙ化 
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（２）景観計画の構成 
○基本理念 

『光と風を未来につなぐまち 袖ケ浦』 

 

○基本目標 

①人と自然が調和する景観づくり 

里山、森林、河川、海など、自然を大切にし、地域の宝として親しみ、身近に感じる

景観まちづくりを目指す。 

②人と人をつなぐ景観づくり 

始まりは一人ひとりの取組みでも、出会いが生まれ、仲間を広げ、共に創り育む、景

観まちづくりを目指す。 

③未来に伝える景観づくり 

これまで受け継いできた本市の伝統、まち並み、自然環境等の価値を高め、より魅力

あるものに育て、次世代へと継承していくことを目指す。 

 

○基本方針 

①育む：１人ひとりの行動・取組みで育む景観づくり 

身の回りでできることを大切に、自ら景観まちづくりに取組む 

②守る：歴史･自然により形成された景観の保全 

景観まちづくりの土台となる歴史、自然を大切にする 

③創る：市の特徴を活かした景観づくり 

臨海部から丘陵部まで、広い視野に立って景観づくりする 

④学ぶ：景観まちづくりの学習 

景観について学び、次世代へ伝える取組みに参加する 

 

○エリアごとの良好な景観の形成に関する方針 

エリアごとの特徴や基本目標、基本方針に基づいて、市民、事業者及び市が良好な景観

の形成を図るために配慮すべき事項として、建築物等の誘導及び地域に相応しい環境づく

りのための方針をエリアごとに設定しています。なお、市内全域は５つのエリアに分類さ

れています。 
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図：エリア図 

 

○景観計画の全体構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１、景観計画策定について 

①現状と課題 ②趣旨 ③目的 

工業地エリア 

田園・集落エリア 

里山エリア 

里山エリア 

里山エリア 

畑地・集落エリア 

工業地エリア 
市街地エリア 

市街地エリア 

市街地エリア 

市街地エリア 

市街地エリア 

２、景観計画の区域 

３、良好な景観の形成に関する方針 

①市全体の良好な景観の形成に関する方針（基本理念や目標、方針等） 

②エリアごとの良好な景観の形成に関する方針（５エリア） 

区域内の行為の基準 
袖ケ浦らしさの現れた 

景観保全・形成等の取組み 

総合的、横断的に景観形成
を進める仕組み 

４、行為の制限に関す

る事項 

①届出対象の行為 

②景観形成の基準 

 

５、景観重要建造物及び景観重
要樹木の指定の方針 

６、屋外広告物に関する行為の
制限に関する事項 

７、重要公共施設に関する事項
等の基準 

８、景観まちづくりの推進 

①景観形成推進地区 

②推進体制 

③景観まちづくりの支援 
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２．景観計画の点検・評価について 

景観まちづくりの推進に当たっては、計画に掲げる基本理念を実現するため、計画に

定めた取組みを効率的・効果的に実施するとともに、取組みによる効果や方向性を必要

に応じて確認することが重要です。 

計画策定から３年が経過した現在、これまでの取り組みによる効果はわずかであると

考えますが、個別の取組みの実施状況と平成２８年度に実施したまちづくりに関する市

民アンケート結果を基に、現在実施している取組みの方向性を確認するため、評価を取

りまとめてまいります。 

 

 

○計画のマネジメントサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○点検･評価の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 

（Plan） 

実行 

（Do） 

点検・評価（Check） 
・計画に基づく取組みの実施状況の把握 
・まちづくりに関する市民ｱﾝｹｰﾄ調査 

処置・改善 

（Act） 

計画の 

マネジメントサイクル 

主な取組みの実施状況の把握 

 

・取組みの実績及び実施状況の整理 

 

・取組みの評価及び課題抽出 

まちづくりに関する 

市民アンケート調査 

・アンケート結果から市民意向を把握 

 

・各種取組みの方向性の整理 

評価のまとめ 

【方向性の確認】 

Ａｃｔ 

【必要に応じて、取組み内容の修正や継続的な点検評価の実施】 
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３．景観計画に関連する主な取組みの実施状況 

景観計画に記載のある主な４つの項目、１６の取組みを対象とし、それぞれの実施状況

を点検した上で、取組みに対する評価を取りまとめました。（平成２８年度末時点の実施状

況） 

取組みの実施状況の点検評価は、項目毎に点検評価シートにより行いました。 

 

○景観計画に記載のある取組み 

項目 取組み 

景観計画の運用 
良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 

屋外広告物に関する行為の制限に関する事項 

地区等の指定 

景観重要建造物の指定 

景観重要樹木の指定 

景観重要公共施設の指定 

景観形成推進地区の指定 

景観まちづくりの推進 

景観審議会の設置 

景観アドバイザー制度の創設 

景観整備機構の活用 

庁内体制の確立 

景観まちづくり市民会議の設置 

景観まちづくりの支援 

景観に関する意識啓発・情報提供 

景観まちづくり活動の促進・支援 

交流の機会づくり 

景観まちづくり推進団体の認定 

表彰制度 
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○点検評価シートの例 

取組みの実施状況 

項目 地区等の指定 

取組み 景観重要樹木の指定 

取組み概要 

地域のシンボルとして市民や来訪者に親しまれ、地域の景観づくり

に寄与している樹木、地域の自然、歴史を象徴する樹木について、保

全及び継承するために、袖ケ浦市景観計画の指定方針等に基づき、景

観重要樹木への指定を検討する。 

 景観重要樹木に指定されると、所有者には適切な管理義務等が発生

する。一方、適切な管理の為必要があると認められれば、景観行政団

体（市）と所有者において管理協定を締結し、市が主体となって管理

することが可能となる。 

取組みの実績及び 

実施状況 

【平成２８年度】 

・ 平成２９年３月１日付で法光寺公園内及び袖ケ浦駅海側特定土地区画

整理事業施行地区内保全緑地のタブノキ６本を景観重要樹木に指定。 

取組みに対する評価 
公共用地内の樹木だけであるが景観重要樹木の指定を行うことができ

た。 

取組みに対する課題 

・ 指定するだけでなく、今後は景観重要樹木のさらなる周知や活用をす

る必要がある。 

・ 公共用地内だけでなく、民有地においても指定ができるような制度の

検討が必要。 

今後の方向性 

・ 一般の方からも、景観重要樹木の候補を挙げていただけるよう、制度の検討を行う。 

・ 景観重要樹木の認知度が低いと考えられるため、一層の周知に努めるほか、景観重要樹木を活用し

た景観まちづくり活動を検討する。 

 

 

 

 

 

 

取組みの目的や概要について記載

します。 

取組みの実績を時系列で記載します。 

実績から達成状況を記載します。 

取組みが実施できない要因や実施

する上での問題点等、取組みを遂

行する上での課題を示します。 

課題から見える進むべき方向性に

ついて記載するとともに、今後の

予定なども記載します。 
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（１）景観計画の運用 

取組みの実施状況 

項目 景観計画の運用 

取組み 
・良好な景観形成のための行為の制限に関する事項 

・屋外広告物に関する行為の制限に関する事項 

取組み概要 

良好な景観の形成に関する方針に基づき、周辺景観との調和や地域特性を活

かした良好な景観形成に資するよう誘導する。 

屋外広告物においては、千葉県屋外広告物条例（以下、「県条例」という。）

による規制を基本とし、県条例では対応できない地域特有の課題に対して、周

辺との調和を図るよう、景観を誘導する。 

なお、景観への影響が大きい一定規模以上の建築物の建築等や掲出されれば

景観への影響の大きい場所での一定規模以上の屋外広告物の掲出については、

届出対象行為とし、周辺景観との調和のため工夫すべき事項や、良好な景観を

阻害しないよう、景観形成の基準を定めている。 

取組みの実績及び 

実施状況 

一般地区及び景観形成推進地区のそれぞれに届出対象の行為を定めるとと

もに、良好な景観形成を誘導するため、方針に基づき建築物、工作物、開発行

為、屋外広告物について形態意匠や敷地内、色彩等に基準を設け運用を開始し

た。特に景観形成推進地区（袖ケ浦駅海側地区）では、その立地性から一般地

区とは別に地区独自の基準を設け運用をしている。 

なお、届出対象は他制度（建築確認申請や県条例等）との連携を考慮して定

めている。 

 

【平成２６年度】 

・一般地区における届出対象の行為を定め、運用を開始。 

・届出数：建築物５件、工作物１件、開発行為８件、屋外広告物 1件 

・指導件数：0件 

【平成２７年度】 

・届出数：建築物６件、工作物３件、開発行為１０件 

・指導件数：0件 

【平成２８年度】 

・景観形成推進地区（袖ケ浦駅海側地区）における届出対象の行為を定め、

運用を開始。 

・届出数：建築物１４６件、工作物３件、開発行為１０件、屋外広告物1件 

・指導件数：０件 

届出を行う必要がある行為 

行為の種類 
届出対象 

一般地区 景観形成推進地区 

建築物 

新築、増築、改築、

移転、外観変更等 

・建築面積１０００㎡超 

・建物高さ１０ｍ超 
延べ面積１０㎡超 

工作物 

新築、増築、改築、

移転、外観変更等 

・高さが１５m 超の鉄柱、ｺﾝｸﾘｰﾄ柱及び鉄塔 

・高さが６m超の煙突 

・高さが２m超、かつ延長が２０m 超の擁壁 

開発行為 ・面積が１０００㎡以上の開発行為 

屋外広告物 

県条例で定められた禁止

地域※において掲出が認

められている、道標及び案

内図版（県条例第８条第２

項第２号） 

県条例で定める許可を必

要とするもの 
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※禁止地域 

禁止地域は屋外広告物を表示し、又は設置することが原則としてできない地

域や場所であり、掲出できる屋外広告物が大幅に制限されている。本市の主な

禁止地域は、第一種低層住居専用地域、生産緑地地区、都市公園及び知事の指

定を受けた禁止地域指定路線沿道等である。 

取組みに対する評価 

・市ホームページや広報、自治会等への回覧の配布、課内の連携等により、届

出制度の周知を図った。 

・景観形成推進地区では届出対象を拡大し、一般住宅や小規模店舗等について

もきめ細かい景観誘導を図った。また、屋外広告物も乱立や周囲から突出す

るものの掲出が防止され、良好なまち並みが形成されつつある。 

取組みに対する課題 

・新築や増築は、建築確認、地区計画及び県条例等との連携により、無届とな

らないようチェック可能であるが、外観の変更等は、無届で行為が行われる

恐れがある。 

・届出対象の行為は景観計画区域内で一律（景観形成推進地区は別）であるた

め、広大な工場の敷地内等、周囲からは見えない場合でも届出が必要となる。 

・景観形成の基準は景観計画区域内で一律（景観形成推進地区は別）であり、

且つ表現が抽象的であるため、工業地域や田園地帯、市街地等、それぞれの

区域毎の景観との調和について判断が難しい場合がある。 

・色彩基準における外壁等の色は広告色の範囲でのみ使用可能であり、企業の

イメージカラーをアクセント（ワンポイント）で使う場合でも基準に合致す

る必要がある。 

今後の方向性 

・継続して市ホームページや広報、自治会等への回覧を活用し景観に対する意識の向上を図るほか、

来庁する事業者や地権者に対しても同様に意識の向上を図る。 

・届出対象の行為を案件ごとに線引きすることは困難であるため、敷地の大小に関わらず今後も届

出対象の行為は景観計画区域内で一律として運用する。 

・景観形成の基準に適合しているかの判断は、複数の職員で対応する。また、判断が難しい場合は

景観アドバイザーに意見を聞き、専門的かつ客観的な判断ができるようにする。 

・色彩基準は、周囲の景観に影響の出ない範囲（アクセント）の使用について、景観アドバイザー

等の意見を聞き、変更の必要性について検討する。 

・定期的なパトロール等を実施し、無届の行為に対しては指導を実施する。 
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（２）地区等の指定 

取組みの実施状況 

項目 地区等の指定 

取組み 

・景観重要建造物の指定 

・景観重要樹木の指定 

・景観重要公共施設の指定 

・景観形成推進地区の指定 

取組み概要 

① 景観重要建造物及び景観重要樹木 

地域の景観を形成する上で重要な要素となっている建造物は景観重要建

造物として、樹木については景観重要樹木として指定し、地域のシンボルと

して維持、保全及び継承していく。 

なお、景観重要建造物及び景観重要樹木は、所有者及び権原に基づく占有

者の同意を得た上で、指定基準及び指定方針に基づき指定をする。 

指定されると、所有者には適切な管理義務等が発生する一方、適切な管理

の為に必要があると認められれば、景観行政団体（市）と所有者にて管理協

定を締結し、市が主体となって管理することが可能となる。 

 

≪指定方針≫ 

・地域を代表し、良好な景観形成のため重要であるもの 

・地域の歴史、文化を象徴するもの 

・地域に広く親しまれ、地域の景観づくりに寄与する規範となる建築物 

・地域に広く親しまれ、地域の景観づくりに寄与し、その保全が求められ

る樹木 

 

②景観重要公共施設 

景観上重要な骨格となる道路、河川、都市公園を対象とし、公共施設管理

者の同意のもと指定をする。 

なお、指定されると、公共施設管理者は占用や占有等について、景観上の

観点を加味して運用する必要が生じる。 

 

≪指定方針≫ 

・袖ケ浦の景観を特徴づける拠点として、市民に親しまれている公共施設 

・市の景観の骨格を形成し、景観軸や景観拠点を構成する公共施設 

・地域のシンボルとして、景観形成に重要な役割を果たす公共施設 

（今後整備される施設も含む。） 

 

③景観形成推進地区 

景観形成推進地区は、本市の景観を形成する上で、拠点的な役割を担って

おり、更に魅力ある景観づくりが望まれる特色を有している、重要度や緊急

度の高い地区である。一般地区と区別することで、市全域を対象とした景観

形成の基準に加えて、よりきめ細かく景観づくりを推進するための基準を地

区の合意を得て設定する。 

例として、下記のように景観上重要な地区について指定をする。 

・新たな道路整備や市街化区域への編入など、良好な市街地形成が見込ま

れる地区 

・共通の景観的課題をもつ既成市街地 

・屋外広告物の乱立が景観を阻害しがちな幹線道路 

・眺望や借景が大切な文化財周辺 

・みどり豊かな自然景観を重点的に保全する必要のある地区 

・市民･事業者など自らが合意形成をもって景観まちづくりを推進したい地区 
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取組みの実績及び 

実施状況 

景観重要建造物及び景観重要公共施設については指定に向け、指定方針に合

致する候補対象について調査を実施した。また、景観重要樹木については、候

補対象について調査をし、６本の樹木を指定した。 

景観形成推進地区については、新たな市街地で且つ昭和地区の地域拠点であ

る袖ケ浦駅海側地区を、地区独自の良好な景観形成を図るため指定した。 

 

 

【平成２６年度】 

・指定に向けた候補対象の調査 

【平成２７年度】 

・指定に向けた候補対象の調査 

 ・袖ケ浦駅海側地区を景観形成推進地区へ指定（H２８.３.１０） 

【平成２８年度】 

・指定に向けた候補対象の調査 

・景観重要樹木２箇所６本を指定（H２９.３.１） 

≪法光寺公園内及び袖ケ浦駅海側特定土地区画整理事業施行地区内 

保全緑地のタブノキ 計６本≫ 

・袖ケ浦駅海側地区景観計画の運用開始  

 

取組みに対する評価 

・景観重要樹木として２箇所６本を指定できた。 

・袖ケ浦駅海側地区を景観形成推進地区に指定をすることで、将来にわたり良

好な景観を形成するのに必要な目標等や具体的な誘導方針を定めることが

できた。 

取組みに対する課題 

・地区等の指定に際しては、市が選定するだけでなく、市民や自治会等からも

広く候補を挙げてもらう必要がある。 

・景観重要建造物や景観重要樹木は指定されると、現状変更の制限や所有者等

への適切な管理義務が生じることから、本制度に対する所有者等への理解を

得る必要がある。また、指定するだけでなく、指定後のさらなる周知や活用

を検討する必要がある。 

・景観形成推進地区は一般地区と比較し、届出対象の行為が拡大され、景観形

成の基準も異なるため、事業者や地権者等に対して理解を得る必要がある。 

今後の方向性 

・継続して地区等の指定に向け調査検討を進める。 

・市ホームページや広報、自治会等への回覧を活用し市民に対して周知を図るとともに、候補につ

いて広く募集を行う。 

・景観形成推進地区については、来庁する事業者や地権者に対しても周知を図る。特に、一般地区

との基準等の違いについては詳細な説明を実施する。 

・指定した景観重要樹木について、PR を実施する。 
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（３）景観まちづくりの推進 

取組みの実施状況 

項目 景観まちづくりの推進 

取組み 

・景観審議会の設置 

・景観アドバイザー制度の創設 

・景観整備機構の活用 

・庁内体制の確立 

・景観まちづくり市民会議の設置 

取組み概要 

①景観審議会の設置及び景観アドバイザーの創設 

景観行政を推進していく上で重要な事項である、市の良好な景観形成に関

する事や、勧告・変更命令等に関する事項などを専門的な立場から審議する

目的で景観審議会を設置する。 

また、届出制度の事前相談における建築物等の基準適合のための助言や、

地区の景観まちづくりに関する助言など、専門的立場からの助言をいただく

ため、専門家によるアドバイザー制度を設置する。 

 

≪景観審議会の審査事項≫ 

・景観計画の変更に関すること。 

・景観形成推進地区の指定並びにその変更及び解除に関すること。 

・勧告、命令及び公表に関すること。 

・既存の建築物等に対する要請に関すること。 

・景観重要建造物等の指定又は解除に関すること。 

・条例の制定又は改廃等、その他本市における良好な景観の形成に関する重

要な事項として市長が認めること。 

 

②景観整備機構の活用 

景観法では、市民の中に入り積極的に利害関係を調整し、また、良好な景

観形成に取組む市民を支援するために必要な事業実施を積極的に行う主体

となるべく、公益法人やNPO 法人のうち適正なものを景観整備機構として

指定ができるとしている。 

市民や民間団体による自発的な景観の保全・整備の一層の推進を図る観点

から、景観整備機構の制度活用を図る。 

 

③庁内体制の確立 

公共施設整備、様々な分野のまちづくりにおける配慮、多様な市民活動の

支援など効果的な景観まちづくりを行うために、庁内の連携及び調整を図

る。また、各行政機関との協議・連携も図る。 

 

④景観まちづくり市民会議 

景観計画に基づき、市が進める景観まちづくりの各種取組を協議し、必要

な意見交換や提案を行うための組織として、景観まちづくり市民会議を設置

している。 

 

≪景観まちづくり市民会議の協議、検討事項≫ 

・良好な景観形成の促進に係る施策に関すること。 

・景観まちづくりの普及啓発活動に関すること。 

・景観まちづくり推進団体及び違反広告物除却活動推進団体の活動促進に

関すること。 
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取組みの実績及び 

実施状況 

景観審議会は平成２６年度に学識経験者、関係行政機関の職員、市民の計１

０名の委員にて設置をした。また、同時に専門家２名（色彩の専門家及び建築

の専門家）を景観アドバイザーとして委嘱した。 

庁内での連携及び調整を図る仕組みとして、袖ケ浦市都市整備基本計画等策

定委員会（以下「委員会」という。）を活用している。委員会は、個性ある魅

力的なまちづくりの推進を目指し、その整備に関する基本事項の検討及び計画

の策定等を行うことを目的としている。なお、専門的な事項に対しては委員会

の下部組織である専門部会にて協議を行った。また、専門部会委員は、毎年実

施している景観まちづくり賞の審査も併せて実施している。 

景観まちづくり市民会議については、平成２７年度に策定した「袖ケ浦市景

観まちづくり市民会議設置要綱」に基づき設置した。会議は景観まちづくり推

進団体及び違反広告物除却活動推進団体、市職員にて構成されている。 

会議は２ヶ年にわたり開催しており、景観まちづくりの取組みについて市及び

団体相互で意見交換や提案を行った。また、平成２８年度は景観に対して理解を

深めていただくため、専門家による景観まちづくり講演会を併せて実施した。 

 

【平成２６年度】 

・第１回景観審議会（H２６.５.２２） 

 ≪委員委嘱、袖ケ浦市景観計画、景観まちづくりの取組み等について≫ 

・景観アドバイザーの委嘱（専門家２名） 

・専門部会委員による景観まちづくり賞の審査 

【平成２７年度】 

・第１回景観審議会（H２８.１.２７） 

 ≪袖ケ浦市景観計画の変更について（諮問）他≫ 

・景観アドバイザーに袖ケ浦駅海側地区の景観まちづくりについて相談 

・第１回景観まちづくり市民会議（H２８.３.６） 

 ≪景観まちづくりの取組みについて、まちづくり月間の活動について≫ 

・専門部会委員による景観まちづくり賞の審査 

【平成２８年度】 

・第１回都市整備基本計画等策定委員会専門部会（H２８.７.２０） 

 ≪景観重要樹木の指定の進め方について≫ 

・第１回景観審議会（H２８.８.２２） 

 ≪景観計画の運用状況、景観重要樹木の指定の進め方について≫ 

・第２回都市整備基本計画等策定委員会専門部会（H２８.１１.１４） 

  ≪景観重要樹木の指定について≫ 

・第２回景観審議会（H２９.２.３） 

 ≪景観重要樹木の指定について（諮問）≫ 

・第１回景観まちづくり市民会議（H２９.３.２５） 

 ≪景観まちづくりの取組みについて≫ 

・景観まちづくり講演会（H２９.３.２５） 

 ≪講演内容「地域の暮らしと景観」≫ 

・専門部会委員による景観まちづくり賞の審査 

取組みに対する評価 

・平成２６年度に景観審議会の設置及び景観アドバイザーの委嘱ができた。 

・景観計画の変更等について、審議会を開催し審議及び助言をいただいた。ま

た、景観アドバイザー制度を活用し専門的立場からの助言を得ることで、施

策を進める際の参考とすることができた。 

・庁内体制については、委員会や専門部会の活用により、予め課題把握や庁内

調整を行うことができた。 

・平成２７年度に景観まちづくり市民会議の設置ができた。景観まちづくりに

関する意見交換や提案により、景観まちづくりの方向性が明確となるなど、

各団体が抱える課題の解決が期待される。 
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取組みに対する課題 

・市民の景観まちづくりへの関心を高め、活動を活発にする必要がある。 

・景観まちづくり市民会議での議題について、毎年議題が固定されることによ

り、会議自体が形骸化する恐れがある。 

今後の方向性 

・景観行政を進めるに当たり、景観審議会の開催や景観アドバイザー制度の活用により、専門的立

場から審議及び助言をいただく。また、随時委員会や専門部会を開催し、事前に協議や情報交換

を行うことで、庁内の連携及び調整を図る。 

・継続して市ホームページや広報、自治会等への回覧を活用し市民の景観まちづくりへの関心を高

める。また、景観まちづくり活動の活発化に伴い、景観整備機構の指定活用を検討する。 

・景観まちづくり市民会議は景観まちづくりについての必要な意見交換や提案を行うための組織と

しての役割があることから、今後も開催する。なお、形骸化防止のため、毎回同じような意見交

換ではなく、講演会や事例紹介等、景観に対して関心が高まるような項目も加えて会議を開催す

る。 
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（４）景観まちづくりの支援 

取組みの実施状況 

項目 景観まちづくりの支援 

取組み 

・景観に関する意識啓発・情報提供 

・景観まちづくり活動の促進・支援 

・交流の機会づくり 

・景観まちづくり推進団体の認定 

・表彰制度 

取組み概要 

① 景観に関する意識啓発・情報提供 

景観に関する意識の向上や情報提供を広く行うために、市ホームページや

広報、自治会等への回覧により景観まちづくり活動を行っている方の紹介や

関連情報の提供を行う。 

また、講座の開設、ワークショップの開催や講演会など継続的に景観まち

づくりについて学習する機会を設ける。 

 

②景観まちづくり活動の促進・支援 

現在、市内では清掃美化活動や花植活動など、自主的に景観まちづくりに

取組みを行っている団体が多数あり、今後このような活動が市内全域に広が

っていくよう、促進・支援策を充実していく必要がある。 

具体的に、市民や事業者の景観形成の取組みに対するアドバイスや、景観

計画の仕組みを活用するための専門家の派遣を行うなど、景観まちづくりを

推進するため、地域活動への支援を行う。 

 

③交流の機会づくり 

景観まちづくりに関心を持つ市民や事業者が、気軽に景観まちづくりに取

り組めるよう、地域の景観資源や市民や事業者の活動など景観まちづくりに

関わる情報を市ホームページや広報等により発信する。 

また、景観まちづくり活動を行っている市民や事業者同士が、情報交換や

交流を図ることができる環境を整える。 

 

④景観まちづくり推進団体の認定 

景観まちづくり活動を自主的に行う一定の要件を満たす市民団体を「景観

まちづくり推進団体」として認定する。 

また、景観まちづくり推進団体の活動を支援するために、情報の提供、技

術的な支援や助言などを行うとともに、景観まちづくり推進団体の活動内容

を広く周知することで、団体同士が交流し、互いに連携することで、多面的

な景観まちづくりを推進する。 

 

⑤表彰制度 

景観まちづくりを広げていくため、地域の景観形成に貢献している市民・

NPO・事業者等の取組みや、景観に寄与した建築物等を募集し、模範とす

べきものを表彰する。 

良好な景観の形成に向けた模範的な取組みに対し表彰を行い、さらなる取

組みへの意欲を高め、そのような取組みがより多くの市民、事業者に広がる

ことを目指す。 

取組みの実績及び 

実施状況 

景観に関する意識啓発や情報提供を広く行うため、市ホームページ（随時）、

広報（２回/年）、景観まちだより（２回/年、回覧配布）、ツイッター（随時）

等を用いて市の実施している景観まちづくりの取組みや景観まちづくり活動

を行っている方の紹介等の情報提供を実施している。 

平成２６年度には景観まちづくり推進団体認定の準備を行い、翌年度に新規
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に６団体を認定した。 

平成２７年度には景観まちづくり活動を行っている方同士が、情報交換や交

流を図ることを目的に景観まちづくり市民会議を設置した。平成２８年度には

景観まちづくり講演会を実施し、景観について学ぶ機会を設けた。 

表彰制度として地域の景観形成に貢献している取組みなどを募集し、特に模

範とすべきものを「景観まちづくり賞」として表彰した。景観まちづくり賞は

平成２２年度から実施しており、平成２８年度までに計８回開催した。 

 

【平成２６年度】 

・各媒体による意識啓発、情報提供 

・景観まちづくり推進団体の認定に向けた準備 

・景観まちづくり賞の実施（５団体受賞） 

【平成２７年度】 

・各媒体による意識啓発、情報提供 

・景観まちづくり推進団体の認定（H２７.４.１）（計６団体） 

・第１回景観まちづくり市民会議（H２８.３.６） 

・景観まちづくり賞の実施（５団体受賞） 

【平成２８年度】 

・各媒体による意識啓発、情報提供 

・第１回景観まちづくり市民会議（H２９.３.２５） 

・景観まちづくり講演会（H２９.３.２５） 

・景観まちづくり賞の実施（４名受賞） 

 

※平成２８年度の景観まちづくり賞は、市内の自然やまち並み、生活風景等の

写真について表彰を実施した。テーマは「写真に残したい袖ケ浦市の景観」

とし、市内のすぐれた風景や眺望について募集・表彰を実施した。 

取組みに対する評価 

・景観に関する意識啓発、情報提供を継続的に実施できた。その中で、景観ま

ちづくり推進団体及び違反広告物除却活動推進団体の活動を広く紹介し、団

体数も増加した。（H３０.１時点で計１４団体） 

・景観まちづくり市民会議の開催により、景観まちづくりに関する意見交換や

提案が行われ、景観まちづくりの方向性が明確となるなど、各団体が抱える

課題の解決が期待される。 

・平成２８年度に、専門家による講演会を実施し、景観まちづくりについて学

ぶ機会を設けることができた。 

・優れた景観まちづくりの取組みや市内の良好な景観について毎年表彰を実施

できた。 

取組みに対する課題 

・人手不足や高齢化により、各団体活動の継続性に課題が生じている。 

・景観まちづくり活動を促進するため、景観まちづくり推進団体の認定数を今

後も増やしていく必要がある。 

・表彰制度は毎年度同じテーマや方法で実施すれば、応募数や表彰対象が減少

する恐れがある 

今後の方向性 

・継続して市ホームページや広報、自治会等への回覧を活用し景観に対する意識啓発、情報提供を

実施することにより各団体の活動に対する市民の関心を高め、更なる参加者の増加による活動促

進を図る。 

・市民を対象に景観まち歩きや講演会等、景観を知り、学習する場を設け、景観まちづくりに対す

る更なる意識啓発や関心を高める。 

・景観まちづくり市民会議での意見交換や提案内容によっては、新たな支援策も検討する。 

・表彰は継続的に実施し、景観まちづくり活動への意欲の高まりや、市民・事業者への活動の広が

りを目指す。ただし、応募数の増加や表彰による今後の景観まちづくり活動への効果が大きくな

るよう、募集テーマや表彰の方法について検討する。 
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４．まちづくりに関する市民アンケート結果から見る 

今後の景観まちづくり 
平成２８年度に「袖ケ浦市都市計画マスタープラン」の点検評価の実施に当たって、市

民の意向を把握すべく「まちづくりに関する市民アンケート」を実施しました。 

アンケートでは、景観に関連する設問も設けており、その結果から見えた各取組みにお

ける考察や方向性をまとめました。 

 

（１）調査概要 

○調査目的 

アンケートでは、現在のまちづくりにおける課題を把握するとともに、今後、どのよう

なまちづくりを進めるべきかを検討するに当たり都市のあり方やこれからのまちづくり

について、市民の意見をうかがい、その基礎資料とすることを目的に実施しました。 

 

○対象者 

平成２８年８月１日時点の住民基本台帳より無作為に抽出した、満１８歳以上の市民

１,０００人 

 

○調査方法 

郵送による配布・回収 

 

○調査期間 

平成２８年９月１３日～９月２５日 

 

○回収結果 

４８.６％（４８６件） 

 

○市民への周知 

広報そでがうら（９月１５日号）への掲載及び市ホームページによるお知らせ 

 

○注意事項 

複数（マルチ）選択回答の設問で選択肢ごとの回答率（％）を算出する場合は、回答

数（回収数）を全体数（母数）として算出しているため、合計値は１００％を超えます。 
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（２）必要な取組みについて 
○アンケート結果 

今後、良好な景観を形成していくために、どのような取組みが必要だと考えますか。 

 
アンケート結果より、既存樹木や田園風景の保存、駅周辺の景観づくりが必要との意

見が多くあります。 

 

○考察 

景観形成に必要な取組みとして、自然的･歴史的な景観の保全とともに、駅周辺等新た

な景観づくりも求められています。

％ 
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（３）改善が必要なものについて 
○アンケート結果 

 

市内の景観を損ねており、改善が必要なのはどれだと考えますか。

 
アンケート結果より、不法投棄や荒廃した山林・農地等、既存道路の雑草や街路樹

対策が必要との意見が多くあります。また、けばけばしい色や乱雑な広告等への対策

も必要との意見もあります。 

 

○考察 

今後良好な景観形成を図るために改善すべき取組みとして、山林や農地などの自然的

な景観を良好な状態で保全、管理することや既存の道路等都市施設の適切な維持管理が

求められています。また、けばけばしい色や乱雑な広告への対応も求められています。 

％ 
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５．点検･評価のまとめ 

①アンケートの結果と現在実施している取組みの方向性は概ね合致しています。 

今後も、景観計画に示されている良好な景観の形成に関する方針に沿うよう、取組み

を継続して実施します。また、景観形成推進地区に指定した袖ケ浦駅海側地区におい

ては、本市の景観を形成する上で、拠点的な役割を担っていることから、継続的にき

め細やかな指導を図ります。 

 

 

②景観計画の運用で課題となっている、色彩基準について、企業のイメージカラーをア

クセントで使用する際など、周囲の景観との調和に影響のない範囲での基準の変更に

ついて検討が必要なものがあります。このため、専門家の意見も聞き、変更の必要性

について検討します。 

 

 

③取組みの内容を修正した後は、その取組みの方向性を確認する必要があります。この

ため、景観計画の変更等が生じた際には、変更後の計画に基づく点検評価を実施し、

再度方向性の確認をします。 
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６．検討経過 

 

時期 事項 内容 

平成29年４月～６月 点検評価の実施方針の策定  

６月３０日 
都市整備基本計画等策定委員会 

第１回専門部会 
点検評価の概要説明、方針

案、課題等について（意見照

会） 
７月１２日 第１回景観審議会 

７月～１０月 点検評価（案）の策定  

１１月２日 
都市整備基本計画等策定委員会 

第２回専門部会 

点検評価の取りまとめにつ

いて 

平成３０年２月 2日 第２回景観審議会 点検評価結果について 

３月 庁内会議、点検･評価結果の公表  



 

眺望ポイントに設置する看板の表示内容について 

 平成２９年度の景観まちづくり賞は、「～私だけが知っている～袖ケ浦市の眺

望ポイント」をテーマとして、袖ケ浦市内のすぐれた眺望ポイントを募集したと

ころ、３８点の応募がありました。応募作品の中から審査員および一般の方々の

審査を経て、受賞作品を決定しました。最優秀賞作品が撮影された場所には、眺

望ポイントを紹介する看板を設置することとしております。 

 

①平成２９年度景観まちづくり賞 最優秀賞作品 

 

  ・タイトル  「緑広がる」 

  ・撮影場所  袖ケ浦公園展望台地（別添参考） 

 

②看板デザイン 

  来た人が眺望ポイントに立ち、看板を見ながら景色を眺められるようなデ

ザインとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1,200 

900 

600 

【仕様】 

支 柱 アルミ押出形材／塗装仕上 

支柱化粧板 リサイクルウッド 

（廃木材+廃プラスチック） 

／ブラウン 

フレーム アルミ押出形材／塗装仕上 

表示板 アルミ複合版（ホワイト） 
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③表示内容案について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資
料
２

 

袖ケ浦市マスコット 

キャラクター「ガウラ」 

こっちの方向

に富士山が見

えるよ♪ 

袖ケ浦市 
眺望ポイント 

 ここは、標高差が約３０ｍとなっ

ており、広域農道沿いに広がる田園

風景と街並みが一望でき、人々の営

みを感じることができます。 

 春は水張り、初夏から秋にかけて

は稲が緑から黄金色にうつりゆく

様子と、一年を通して様々な景観を

楽しむことができます。 

袖ケ浦市 

平成２９年度袖ケ浦市景観まちづくり賞 

「～私だけが知っている～袖ケ浦市の眺望ポイント」 

最優秀賞  「緑広がる」 撮影者：小島 良一 

撮影日：平成２９年６月 9日  午前 7時頃 

おすすめの撮影時期：春から初秋 夜明けから午前中、夕方 

 



 

 

〈参考〉袖ケ浦公園展望台地の様子 
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景観まちづくり賞 平成２9 年度 
 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ ⑭ 

⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ 

㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ 

㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ 

㉟ ㊱ ㊳ 
 

㊲ 

㉞ 

袖ケ浦海浜公園周辺： 

③,⑪,⑫,⑬,⑭,㉖,㉛,㊳ 

袖ケ浦公園周辺 

④,⑥,⑦,⑩,⑰,⑱,⑲,

⑳,㉑,㉒,㉓,㉘,㉝,㉞

広域農道、館山道交差点付近：㉕ 

東京ドイツ村周辺：㉚ 

ガウランド周辺：① 

野里：② 

福王台： 

⑤,㉜ 

椎の森：⑧,⑨ 

大鳥居：⑮,㉔ 

北袖：⑯ 

川原井：㉗ 

新堰：㉙ 

広域農道、平成通 

り交差点付近：㉟ 

坂戸市場：㊱ 

代宿：㊲ 位置図 

※写真は、

一部加工し

ています。 

最優秀賞 

特別賞 

優秀賞 優秀賞 

特別賞 


