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平成３０年度第２回木更津市景観推進審議会 会議録 

 

○開 催 日 時：平成３０年８月２日（木）午後２時００分から午後３時１０分まで 

○開 催 場 所：木更津市役所駅前庁舎８階 防災室・会議室 

○出席者氏名： 

 審議会委員：阿部貴弘、依田彩、永野昭、山本篤、矢野義春 

木 更 津 市 ：渡辺市長 

      都市整備部 渡部部長、宮澤次長 

事 務 局：都市政策課 野口課長 中村副課長、髙木副主幹、髙橋技術員 

○公開非公開の別：公開 

○傍聴人の数：０名 

 

○会議内容 

司会（野口課長） それでは、定刻となりましたので、これより、第２回木更津市景観推

進審議会を開催いたします。本日の進行を努めます都市政策課の課長の野口でご

ざいます。よろしくお願いいたします。それでは、着座にて進行させていただき

ます。 

会に先立ちまして、委員の皆様に市長から委嘱状を交付させていただきます。お

一人ずつお名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますが、その場でご起立くださ

るようお願いいたします。 

司会（野口課長） 阿部貴弘様。 

渡辺市長 委嘱状、阿部貴弘様。木更津市景観推進審議会委員に委嘱します。委嘱期間は

平成３０年７月１日から平成３２年６月３０日までとします。平成３０年７月１

日、木更津市長渡辺芳邦。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） ご着席ください。依田彩様。 

渡辺市長 委嘱状、依田彩様。以下同文です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） ご着席ください。永野昭様。 

渡辺市長 委嘱状、永野昭様。以下同文です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） ご着席ください。山本篤様。 

渡辺市長 委嘱状、山本篤様。以下同文です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） ご着席ください。矢野義春様。 

渡辺市長 委嘱状、矢野義春様。以下同文です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） ここで、本日欠席されている委員のご紹介をさせていただきます。弁

護士でいらっしゃいます白石哲也様。木更津市観光協会からご推薦いただきまし

た野口義信様。千葉県建築士会君津支部からご推薦をいただきました吉野寛様。

公募委員の金子康男様。同じく、公募委員の尾形祥子様。以上の方々につきまし
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ては本日欠席とのご連絡を受けておりますのでご報告をさせていただきます。続

きまして、渡辺市長からご挨拶を申し上げます。 

渡辺市長 皆さん、こんにちは。木更津市長渡辺でございます。本日は、お忙しい中、ま

た大変暑い中、景観推進審議会委員 委嘱状交付式に、ご出席いただきまして誠

にありがとうございます。また、皆様には、日頃から、市政各般に渡りまして、

ご指導ご協力頂いておりますこと、重ねて御礼申し上げます。ただ今、委嘱状を

交付させていただきました皆様には、審議会委員就任のお願いをいたしましたと

ころ、快くお引き受けいただきましたこと、心より感謝申し上げます。 

    さて、現在、本市では、地域の強みを活かしながらまちの魅力を高め、次の世代

にしっかりと引き継いでいくために、「オーガニックなまちづくり」を進めており

ます。その中で、当市が持つ海や干潟、山などの自然景観、港や河川等の水辺の

景観、神社仏閣やレトロ建築などの歴史・文化に関わる景観など、多様で豊かな

景観を守り・育て、次世代へと継承していくことも大変重要なことであると考え

ております。 

    ただ今、委嘱をさせて頂きました委員の皆様は、各分野における豊富なご経験と

知識を活かされ、それぞれのお立場から、お力添えを賜りますようよろしくお願

いを申し上げます。 

    本日は、審議会会長の選出、職務代理者の指名の後、景観審議会会議運営要領

（案）の審議等をお願いする予定でございます。どうぞ、忌憚のないご意見を賜

りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願い

いたします。 

司会（野口課長） ありがとうございました。本日は委員が代わられて、初めての審議会

となりますので、委員の皆様の自己紹介をお願いします。私から順にお名前を呼

ばせていただきますので、一言ご挨拶を頂ければと思います。名簿の順にお呼び

いたしますのでよろしくお願いいたします。最初に学識経験の委員の方々です。

日本大学理工学部からご推薦を頂きました阿部貴弘様。お願いいたします。 

阿部委員 阿部貴弘と申します。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 有限会社クリマに勤務しております、依田彩様。 

依田委員 依田彩と申します。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 木更津商工会議所からご推薦を頂きました永野昭様。 

永野委員 木更津商工会議所 専務理事の永野でございます。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 続きまして、関係行政機関の委員の方々です。千葉県君津土木事務所

所長 山本篤様。 

山本委員 君津土木事務所長の山本です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 木更津警察署長 矢野義春様。 

矢野委員 警察署長の矢野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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司会（野口課長） 以上、本日出席できない方５名を含めて１０名様の構成でございます。

任期の２年間、よろしくお願いいたします。 

     次に、市の出席職員を紹介いたします。都市整備部長 渡部でございます。 

渡部部長 都市整備部長の渡部でございます。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 都市整備部次長の宮澤でございます。 

宮澤次長 次長の宮澤です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 都市整備部都市政策課副課長の中村でございます。 

中村副課長 中村です。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 都市政策課景観推進担当総括の髙木でございます。 

髙木副主幹 髙木でございます。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 同じく、担当の髙橋でございます。 

髙橋技術員 髙橋でございます。よろしくお願いいたします。 

司会（野口課長） 最後に、私、都市政策課長の野口でございます。よろしくお願いいた

します。市長は公務の都合により、ここで退席をさせていただきます。 

（市長退席） 

司会（野口課長） 続きまして、配布資料の確認をお願いいたします。１点目が本日の

「次第」と資料１の「委員名簿」、資料２の「木更津市景観推進審議会会議運営要

領（案）」、資料３の「木更津市景観形成推進事業補助金概要書」を一綴りにした

資料でございます。 

    ２点目が参考資料として、参考資料１の「木更津市景観条例」、参考資料２の

「木更津市景観規則」、参考資料３の「木更津市景観形成推進事業補助金交付要

網」を一綴りにした資料でございます。以上ですが、資料等の不足がございまし

たらお申し出ください。よろしいでしょうか。 

事務局の方からもう１点ございます、審議会の議事録等を作成する関係で会議の

音声を録音させていただきますので、予めご了承いただきますようお願いいたしま

す。 

司会（野口課長） それでは、議事に入ってまいります。最初に会議の成立について報告

いたします。本審議会の会議は、木更津市景観規則第３０条第２項により、委員

の半数以上が出席しなければ開くことができないとされております。審議会の委

員定数は１０名のうち、本日出席委員５名となっておりますので、本日の会議は

成立しましたので報告いたします。 

次に、事務局よりお伺いいたします。木更津市審議会等の会議の公開に関する条

例第３条において、「審議会等の会議は、これを公開する。」と規定しております。

非公開の理由がなければ公開となりますが、本審議会を公開することでよろしいで

しょうか。 

委員 （異議なしの声） 
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司会（野口課長） ご異議ございませんので、本審議会を公開することといたします。本

日は傍聴希望者がおりませんので、このまま進めさせていただきます。それでは

議事に入らせていただきます。 

    まず、次第の４、議事の（１）審議会会長の選出についてですが、木更津市景観

規則第３０条第１項の規定により、会長が議長となると定められております。現

在、会長が決まっておりませんので、会長が決まるまで間、議事進行につきまし

ては、渡部都市整備部長に仮議長をお願いしたいと存じます。渡部部長、よろし

くお願いします。 

仮議長（渡部部長） それでは、会長が決まるまでの間、仮議長を努めさせていただきま

す。まず、議事（１）、本審議会の会長の選出についてお諮りいたします。木更津

市景観規則第２９条第１項の規定により、会長は委員の互選により定める、とさ

れております。委員の皆様にお諮りいたしたいと思います。審議会の会長の選出

の方法につきましては、いかがいたしましょうか。 

永野委員 はい。この景観計画の策定の際にも委員長を努められて、景観について見識の

深い阿部委員が適任かと思います。よろしくお願いいたします。 

仮議長（渡部部長） ただいま会長に阿部委員と言うお声がありましたが、いかがでしょ

うか。 

委員 （異議なしの声） 

仮議長（渡部部長） それでは、異議なしとのことですので、会長に阿部委員が選出され

ました。会長が選出されましたので、阿部会長よりご挨拶を賜りたいと存じます。 

阿部会長 ただ今、審議会会長にご推薦を頂きました日本大学の阿部と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。確か、第１回審議会は大分前で、２年くらい開催さ

れていないかと思います。久しぶりに木更津に来て見ますと、駅前も様子が少し

ずつ変ったのではないかなと思っております。西口近くのマンションも少しずつ

建ち上げておりまして、一方で金田地区のほうは開発が進んできていると言う事

で、景観と言うのは、派手さはないですけれども、日々の取り組みが非常に重要

で、10 年、20 年後の街の景観に生きてくると思います。そうした観点から、審議

会を活発にしても仕方がないのですけども、活発にせざるを得ないぐらい市内の

景観の活動が元気になればと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

渡部部長 ありがとうございました。それでは、以降の進行につきましては、阿部会長に

お願いしたいと存じます。私は席を移らせていただきます。阿部会長よろしくお

願いいたします。 

議長（阿部会長） それでは、議事の（２）、木更津市景観規則第２９条３項の規定によ

り、私の職務代理者を指名させていただきたいと思っておりますが、学識経験者

であられます野口委員を職務代理者に指名いたしたいと思います。ただ、野口委
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員は本日ご欠席ですので、事務局から野口委員に指名の旨をお伝え下さいますよ

う、よろしくお願いします。 

議長（阿部会長）続きまして、議事の（３）、「木更津市景観推進審議会 会議運営要領

（案）について」事務局から説明をお願いします。 

事務局（髙木副主幹） それでは、木更津市景観推進審議会会議運営要領（案）について、

ご説明いたします。資料２をご覧ください。 

本市では、平成２８年４月１日から木更津市景観条例を施行すると共に木更津市

景観推進審議会を設置いたしましたが、同審議会の運営に関する事項を定めており

ませんでした。木更津市景観規則第３３条の規定では、「この規則に定めるものの

ほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める」こととな

っておりますので、本日の会議で運営に関する事項を、事務局の案を基に、ご検討

いただくものです。 

    まず、第１条（趣旨）ですが、本要領制定の目的について定めています。 

第２条（会議及び会議録）、本審議会は原則公開でありますが、審議内容によっ

ては個人情報に関する情報が含まれる場合もございます。これらにつきましては非

公開とする場合もございますので、それらについて審議会で事前に諮って決定する

旨を定めています。 

第３条（審議会の資料）、木更津市情報公開条例において個人に関する情報など

開示しないことができる情報、若しくは開示することができない情報が含まれる場

合がありますので、それらについて非公開とする旨を定めております。 

第４条の（会議の傍聴）、会議の傍聴人の決定に関する事項について定めていま

す。 

第５条の（挙手による表決）、表決の方法につきましては起立や拍手などがござ

いますが、本審議会につきましては挙手による旨を定めています。 

第６条の（会議録）、会議録への署名人１名を、会議において議長が指名する旨

を定めています。 

第７条の（その他）、この要領のほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って決定する旨を定めています。附則につきましては、本日の会議でご

承認いただけましたら、平成３０年８月２日から施行するものとなります。説明は

以上です。 

議長（阿部会長） 会議運営要領（案）はこれまで決まっていなかったことを取り決める

こととして、ただ今、ご説明していただきましたが、何かご意見、ご質問等ござ

いますでしょうか。よろしいでしょうか。 

    ご意見等無いようですので、質疑終局と認め、採決いたします。もし不都合がご

ざいましたら、その都度、審議会に諮って修正していくと言うことでよろしいか

と思います。原案を適当とすることに賛成の方は挙手願います。 
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（賛成者 挙手） 

議長（阿部会長） 全員賛成ですので原案のとおり可決いたします。 

議長（阿部会長） それでは、木更津市景観推進審議会 会議運営要領第６条の規定に基

づいて議事録署名人を指名させていただきます。本日の議事録署名人は、永野委

員にお願い致したいと思います。よろしくお願いいたします。 

議長（阿部会長） それでは、続きまして、議事の（４）その他といたしまして、２件ご

ざいます。「①木更津市景観条例に基づく届出及び景観形成重点地区の候補地区の

状況について」、事務局より説明をお願いします。 

事務局（髙木副主幹） それでは、木更津市景観条例に基づく届出及び景観形成重点地区

の候補地区の状況について、ご説明いたします。資料はございませんので、前面

のスクリーンをご覧ください。 

    本市では、木更津市景観条例の制定に伴い、平成 28 年 4 月 1 日から届出の事務

を実施しております。平成 28 年度につきましては建築物で 14 件、工作物で 10 件、

開発行為で 3 件、土砂の堆積で１件、変更１件、合計 29 件でございます。平成 29

年度につきましては、建築物で 20 件、工作物で 3 件、開発行為で 1 件、土砂の堆

積はございません、変更 3 件、合計 27 件でございます。平成 30 年度につきまし

ては平成 30 年 7 月 31 日現在の数でございますが、建築物で 3 件、工作物で 2 件、

開発行為で 2 件、土砂の堆積がございません、変更 2 件、合計 9 件でございます。 

次に届出のありました建築物の代表例をご紹介いたします。 

    平成 28 年 6 月 27 日に申請がございましたアクアライン金田インターチェンジ付

近に木更津市で建設いたしました金田西雨水ポンプ場でございます。建築面積は

680㎡、高さ 20mでございます。 

    続きまして、平成 28 年 8 月 8 日に申請がございました木更津市の中心部の請西

南地区に建設されました認定こども園でございます。建築面積が 530 ㎡、高さが 8

ｍでございます。 

    続きまして、平成 29 年 4 月 10 日に申請がございました本年 3 月に完成いたしま

したルートインホテルでございます。建築面積が 770 ㎡、高さ 28ｍでございます。 

    次に、工作物でございますが、平成 29 年 11 月 27 日に申請がございました国道

16 号線沿いの袖ケ浦市境に建設されました携帯電話の基地局でございます。高さ

が 40ｍでございます。工作物につきましては携帯電話の基地局などがほとんどで

ございます。 

何れの施設につきましても木更津市景観計画の景観形成基準に適合した施設でご

ざいます。 

    次に木更津市景観計画で、景観形成重点地区の候補地区に選定いたしました 3 つ

の地区の現状について、説明いたします。 
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    ①のかずさアカデミアパークですが、左側の写真がホテルオークラを撮影したも

のでございます。右側の写真が君津市側から撮影したものでございます。手前側

が黒田精工株式会社、奥側が佐藤製薬株式会社の工場となります。景観計画策定

時とあまり変化はございませんが、当地区は、景観法の制定前から、かずさアカ

デミアパーク景観形成誘導指針により、景観等の誘導を行っております。周辺の

自然と調和した美しい景観が形成されております。また、同地区を跨る君津市で

は、本年度中に景観計画を策定すると聞いております。今後は、君津市の景観計

画の策定を期に千葉県、木更津市、君津市、立地企業者等の関係者の考えを踏ま

え景観形成重点地区の指定を含め、かずさアカデミアパークの自然と調和した美

しい景観形成を維持していきたいと考えています。 

    次に、木更津駅西口地区でございますが、左側の写真が木更津駅から木更津港に

向けて撮影したものでございます。右側の写真が木更津港から木更津駅に向けて

撮影したものでございます。景観計画策定時からこちらもあまり変化はございま

せんが、現在当地区では 12 階立てのマンションの建設が予定されております。建 

築面積 920㎡、高さ 37mとなっております。 

    今後は、木更津港港湾計画を踏まえた木更津港内港周辺地区マスタープランや現

在策定中の木更津市中心市街地活性化基本計画などと連携しながら、景観形成重

点地区の指定を含め、木更津駅西口地区の景観形成について推進して行きたいと

考えております。 

    最後に、かずさアクアシティ地区でございますが、かずさアクアシティが含まれ

る金田東地区につきましては、土地区画整理事業の完了後、市街化が進み、未利

用地がなくなりつつあります。また、金田西地区につきましても金田西土地区画

整理事業の進捗に併せて、宅地利用が進むと考えております。今後は、地域住民

や関係機関等の意向を十分に踏まえて、当該地区の景観形成を図って行きたいと

考えております。説明は、以上です。 

議長（阿部会長） それでは、説明いただきました内容に関しまして、ご質問等ございま

したら、お願いいたします。 

議長（阿部会長） それでは、私からよろしいでしょうか。届出は 7 月 31 日時点で 9 件、

これは過去 2年、28年度、29年度と比べると、減少傾向ですか。 

事務局（髙木副主幹） 平成 28 年度、平成 29 年度と比べまして、同じような傾向で推移

しておりますので、過年度と同程度の案件数となると考えています。 

議長（阿部会長） 窓口としては、体制として特にパンクしているだとか、あるいはまだ

まだ余地があるのか、例えば重点地区指定が進むと更に件数が増えていくかと思

いますが、そのあたりはいかがですか。 

事務局（髙木副主幹） 重点地区を指定しますと、他の市町村では戸建て住宅の規模から

届出の対象としておりますので、年間 100 件程度の申請があるではないかと推測
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されます。そうすると、現体制では若干厳しいと考えております。 

議長（阿部会長） 景観計画に基づく届出の場合、窓口でどう対応いただくかと言うのは

非常に重要ですので、重点地区指定と連動させてそのあたりの体制ですとか、あ

るいはスタッフ、人員が変えられないと言うことであれば、いかに効率的に対応

するかと言うことに連動してご検討していただければと思います。 

議長（阿部会長） 今日、電車できましたけど、ちらほらと太陽光パネルが車窓からみえ

ましたけれども、その辺り、結構全国で太陽光パネルは問題になっておりますけ

れども、その辺は特に課題意識と言うのはございますか？ 

事務局（髙木副主幹） 太陽光パネルにつきましては、景観条例を策定時にはあまり議論

されていませんでしたが、昨今、千葉県内で景観上少し問題なっているところも

あるようです。届出の対象としている市町村もあります。又、他市町村では景観

計画に太陽光パネル設置における景観上の記述もあります。 

今後、景観上支障となるようであれば、届出の対象と考える必要があります。 

議長（阿部会長） 例えば、静岡県内の市町村ですと問題となってから慌てて景観計画を

変更すると言うことがありました。全国の方向が新エネルギーやクリーンエネル

ギー、再生可能エネルギー、それを推進するのは悪いことではないですけれども、

できれば事前にどのような課題が起こりうるかを想定して、景観面から、どうす

るのがお互い良い事に繋がるのか、災害と防災もそうですけれども、事前に検討

していくと言うのは非常に重要だと思いますので、ぜひ各届出の対象にして、少

し人員を設定してという事であれば大幅な変更ではないと思いますので、ぜひ事

務局でご検討いただければと思います。 

議長（阿部会長） 続いて、重点地区に関して、何かご質問等ございますでしょうか。 

議長（阿部会長） 私ばかり話してしまい申し訳ないのですが、景観計画策定時に①のか

ずさアカデミアパークに関して、これは策定時には県の景観担当スタッフ、公園

緑地課の担当の課長さんとその代理の方もご出席頂いて、景観計画策定したので

すが、その時は、県内の景観地区にしようではないかと大変盛り上がりました。

ただ、君津市のエリアもあるので、君津市の景観計画ができるタイミングで、ぜ

ひ県内の景観地区を目指そうではないかと言うようなビジョンがございまして、

それが申し送り事項に入っているのかどうかは、私は存知上げませんけれども、

当然景観重点地区にすべきだと思いますし、今まで景観地区同様の手続きですと

か、運用をされておりますので、それをぜひ移行するような、景観計画をきちん

とやっていると言うアピールにもなりますから、ぜひ景観として君津市の基本計

画の策定、地区指定までお付き合いできればと思っておりますので、これは策定

に携わった者として、申し送り事項としてお願い申し上げます。 

    それから、①に関して何かスケジュールと言うのは今、具体的に検討されていま

すか。 
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事務局（髙木副主幹） 君津市の景観計画の手続についてですが、今年中に君津市都市計

画審議会に諮り、君津市議会で景観計画に基づく条例の議決。施行につきまして

は、4 月からではなく、若干の周知期間を置くと聞いております。それらを踏まえ

ますと、来年度以降からの協議と考えております。 

議長（阿部会長） あまり先送りにすると、結局、今回の審議会のように何年も流れてし

まうと言う事にもなりかねませんので、向こうがそうであれば、積極的な調整を

していただいて、変な話、オリンピックまでですとか、あまり関係はないですけ

ども、そうした主導的なスケジューリングと言うのは大切なのではないかと思い

ます。向こうが決まって動き出してから腰を上げるとよりも、今から少しでも、

現時点では重点地区として入れ込むと言うのは現実的ではないかと思いますので、

策定した後すぐに変更の手続きに入れるような方法を考えていければなと思って

おります。 

    あと、②の木更津駅西口地区なのですが、こちらの動きとしてはどのような感じ

なのでしょうか。 

事務局（髙木副主幹） ②の木更津駅西口地区については、先ほど説明しました景観形成

重点地区の候補地区の状況の内容と重複しますが、木更津港内港周辺地区マスター

プランの周辺地区にも入っておりまして、また、現在策定中の木更津市中心市街地

活性化基本計画のエリアにも入っている地区になっておりますので、それらの計画

と連携しながら景観重点地区の指定がいいのか、その他の方法など様々な検討をし

ていきたいと考えております。 

議長（阿部会長） 例えば木更津港の木更津港内港周辺地区マスタープランと言うのは、

みなとオアシスのことですか。 

野口課長 港湾の関係で計画がございます。あと、パークベイとして市で持っている鳥居

崎公園等に様々な人が集まるような交流施設を誘致できるのかを含めて現在検討し

ているような状況でございます。まだ内容については、はっきりとは決まっており

ません。 

議長（阿部会長） そうするとですね、それを待って何かしようとなると、木更津駅西口

はすぐにでも重点地区の計画に移ろうというのが景観計画策定時のねらいでして、

その意味から計画書に候補地区として挙げていたはずです。ですから、何か進展を

待ってというよりも、景観の方が先行して周りを巻き込んでやると言うような姿勢

で、厳しいことを言うようですけど、そういう姿勢じゃないと「景観計画をやって

いる意味がないのでは」と言われてしまうのではないか、「体制として必要がな

い」と言うような見方もされてしまい兼ねないのではと危惧しておりますので、い

ろんな動きがあるのは存じ上げておりますけども、リーダーシップを取って景観計

画のなかで重点地区が引っ張っていくのだと、人の仕事に口を出す立場までとは言

いませんけども、景観がそもそも先に重点地区を持ちかけた訳ですから、先に出て
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やるというような気概を持って進めていただきたいなと思います。そうしないと、

景観計画の候補がいつまで経っても候補が消えないまま、ずっと候補で、結局港は

やったけれども街中は他がやって、お互い違うコンサルタントが景観の絵を描いて、

港は港で、中心市街地は中心市街地で、景観はそれを上手くマネジメントする役割

なのに何もできていないなという風になってしまいます。ぜひ景観面からリーダー

シップを発揮していただきたいと思いますし、それから景観重要公共施設と言う制

度が景観計画にあるので、これは行政が道路とか港湾を「しっかりと景観をやって

いますよ」と言う宣言をする意味でも重要な制度になっていますけども、これが富

士見通りだとか県の港湾課とか、景観重要公共施設にしようじゃないかと言うこと

で検討と言うか、議論があって、その上で景観計画の方も、こうした行政の先行的

な姿勢を見せる意味でも、景観重要公共施設の活用というのは非常に重要となって

くると思います。 

それから、一昨日ですね、住所としては富津市になるのですけども、東京湾第二

海堡と言うのを、インフラツーリズムという国が政策として進めている取組みの中

で、横須賀から船を出して第二海堡に上陸して、横須賀に戻るという、そういうツ

ーリズムを進めていこうという協議会がありまして、そこを見てみますと、例えば

横須賀とか対岸の富津とかはそうした波を捉えて、これからどんどん観光の側面か

ら地域振興を図っていこうという動きをしています。その議論の中で、船を停める

ところといったら、この辺だと、富津の方が仰っていたのは、「木更津だったら結

構大きな船も停められるかも」と言うようなことを仰っていましたので、そうした

房総エリア、このあたりの公益連携を図りながら、振興を図る上でも、港だとか中

心市街地も重要になってきますから、ぜひ重点地区の検討を進めて頂ければと思い

ます。 

    かずさアクアシティに関しては、地権者の方もあって、戸建て住宅中心で、後追

いでかけるというのは少し難しい状況だろうと言うようなことを思っておりますけ

ども、直球勝負で行ってダメなら変化球で、屋外広告物に関しては厳し目にかけて、

「ここがダメなら他にやってしまう」ということで、他に、後でご説明があるかも

しれませんが、補助金を使うような取組みをされている地区に、先に重点地区をか

けてしまって、そこは非常に楽しげにやっているだとか「あっちの方が住宅地とし

てブランディングされている」というような変化球で行けば、「じゃあうちもやろ

うか」と言うような、良識ある人であればなると思いますので、あの手この手で工

夫していただいて、重点地区、景観計画を是非進めて頂ければと思います。・・・

他にご意見等はございませんか。 

依田委員 景観審議会のほかに、景観アドバイザー制度というものがあるかと思うのです

が、その活用状況というのはいかがでしょうか。 

事務局（髙木副主幹） 景観アドバイザーにつきましても景観審議会と同様に第一期目の
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任期が平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までです。本年度につきまし

ても本年の４月１日から新たに景観アドバイザーを前任の方に再任をしていただい

ております。二期目につきましてはまだ発足したばかりなので、まだ案件はござい

ません。一期目については、景観に支障の恐れのある案件で、屋外広告物の掲出及

び建築物の事前相談時においてアドバイザーのご意見を伺っております。 

議長（阿部会長） よろしいでしょうか。先ほど拝見した、ルートインホテル、あれは色

彩の基準内かも知れないですけど、ちょっとこれで良いのかなと言うような印象を、

現地で見ていないのでなんとも言えないですけども、シマウマ模様でなんだかなと

も思います。ぜひ積極的にアドバイザーを活用頂いて、規模が大きいものはちょっ

と聞いてみるだとか、基準に合っているかどうか、合っているけれどもちょっとこ

れでいいのかなというものを聞いてみるだとか、そういう活用の仕方を是非してい

ただいて、例えば、東京都の青梅市なんかは非常にこう、アドバイザーの活用が

図々しいくらい活用していただいて、ちょっとずつ街が良くなってきておりますの

で、そういう使い方をしていただければなと思います。他にご質問等はありません

か。 

依田委員 私、環境色彩を専門としておりまして、景観計画の色彩基準なんかも拝見して

おりますけども、結構、建築の色というのは割りと地味な色が基準となっておりま

して、その中でも割と比較的ゆるいといいますか、いわゆる一般的な基準になって

おりますけども、やっぱり重点地区とかを考えた時に、よりどういう景観にしたい

のかというのを絞るといいますか、もう少し具体化して行くというのを考えた時に

今の基準のままだと少し、統一感がなくなる可能性もあるので、その点を少し重点

地区、今、西口のほうにマンションが建つと言う話も伺っているので、その辺は、

もう少し重点地区で色彩の事なんかもプランに入れていただいたほうが良いのかな

と思います。それはやっぱり景観アドバイザー制度を活用するという事もあるので

すけども、基準に入っているというだけではもうどうすることもできないので、重

点地区になるべく早めにして、具体的にみんなでどういう地区にするのかという具

体化をみんなで共有するというのが重点地区を指定すると上でとても重要なことだ

と思うので、ぜひご検討いただきたいと思います。 

議長（阿部会長） 景観計画で重要なのは、届出時に、どのような話をして明文化されて

いない所をなんとか良い方向に持って行くかという窓口のノウハウでして、担当が

結構変られて、ノウハウの蓄積がしにくい状況ではあると思いますので、そこは継

続してアドバイザー等、活用して頂いて、窓口での届出をぜひ円滑化、かつ効果的

にしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

    何かご意見、ご質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

議長（阿部会長） それでは、続いて、「②木更津市景観形成推進事業補助金について」

事務局から説明をお願いします。 
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事務局（髙木副主幹） それでは、木更津市景観形成事業補助金の概要についてご説明い

たします。本補助金事業は、木更津市の景観をさらに推進するための一環として、

昨年、９月２８日に制定したものでございます。 

    それでは資料３をご覧ください。 

事務局（髙木副主幹） 木更津市景観形成推進事業補助金は、木更津市景観条例で定めま

した景観区域について、木更津市らしい景観を守り・育て・美しく快適な都市づく

りを推進するために良好な景観形成に資する事業を実施する市民団体等に対して、

補助金を交付しております。 

対象区域は、木更津市景観計画で指定いたしました景観区域としていますので、

木更津市全域を対象としています。 

    次に、補助対象者でございますが、市民活動を自主的に実施している団体等で、

主たる活動拠点を木更津市内に置く団体等でございます。個人でも可能でございま

す。 

    補助内容でございますが、補助対象事業は、公共施設内における景観形成に資す

る施設の設置、モニュメントや記念碑の設置なども含まれます。それらの設置及び

維持管理、公共施設の塗装。 

公共施設内におけるフラワーポット及び花壇等の新たな設置、公共施設内におけ

るフラワーポット及び花壇等の花きの植替え、維持管理等を対象としております。 

    補助金額でございますが、補助対象事業のうち人件費、食糧費及び交通費等を除

く経費となります。上限は５万円となります。 

なお、補助金は一事業につき 1回となります。 

    正面のスクリーンをご覧ください。平成２９年度に本補助金で事業を実施しまし

た２団体についてご紹介いたします。請西花の会でございます。事業箇所は国道

16号線の道路附帯地に花壇を整備し維持管理を行っています。 

こちらの写真は本年３月頃の写真でございます。花はパンジーです。年２回の花

の植替えを毎年、実施しており、９月ごろに植え替えると聞いております。 

    続きまして、木更津商工会議所女性会でございます。事業箇所は木更津港の内港

に面しております、交流厚生用地内にある歩道内に花壇を整備いたしました。 

こちらの写真も、本年３月頃の写真です。葉牡丹です。年２回以上の花の植替え

を毎年、実施しております。 

    平成２９年度は、２団体でありましたが、今後も本事業を継続的に実施し、木更

津市内の景観形成に資する団体等を増やし、木更津らしい景観を守り、美しく快適

な都市づくりを推進していきたいと考えています。 

    説明は以上です。 

議長（阿部会長） 説明いただき、ありがとうございました。この件に関してなにかご質

問等ございますでしょうか。 
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議長（阿部会長） これは平成 29年度からの事業でしょうか。 

事務局（髙木副主幹） 平成 29 年度の 10 月 1 日から施行となっております。そのため期

間は、平成 29年度の下半期からの事業となっております。 

議長（阿部会長） 因みに、１件５万円で、上限５万円だとすると、10 件位いでしょうか。 

事務局（髙木副主幹） 予算の関係で、本年度につきましては最高で 4 件の申請を受理す

ることが可能でございます。予算内での支出となりますので、10 件となると予算

の関係上難しいと考えています。 

議長（阿部会長） これはもう早いもの勝ちで、要望があったらお支払いしていただける。 

事務局（髙木副主幹） 要綱の基準に合致していただければ申請を受理できます。 

順番につきましては、申請順と考えています。 

議長（阿部会長） 予算の範囲内でと言うことですけども、例えば、なかなか４件という

のは微妙な数字で、あんまり広報しないと少なくて、広報しすぎてしまうと応募が

多くなるなど臨機応変の対応していただいて、折角ある制度ですので上手く景観形

成するときのインセンティブとして使っていっていただければと思います。10 件、

20 件来たときには少しプレゼンしていただいて、そういう審査をすれば「頑張っ

てじゃあもう少しやって見ようか」と言うふうに。まあ、淡々と処理するというよ

りも、折角ついた予算ですので、こういう予算もなかなか付き難いと思いますので、

ぜひ上手く活用していただければと思います。 

例えば今見せていただいた写真、請西花の会が国道 16 号線沿いにこうして花を

植えて頂いて、まあ殺風景な国道沿いに潤いをということ取組みかと思いますが、

写真を見ていただいてもわかるように防護柵のほうが目立ってしまっていて、今は

防護柵、ダークブラウンだとか。例えば、横須賀市なんかは国道 16 号、景観重要

公共施設となっていますから、国道 16 号を景観重要公共施設に指定して、国です

けども防護柵に関しては塗り替えのタイミングで色を考えてもらうとか、あるいは、

市役所の方が会を立ち上げて、勝手に防護柵を塗り替えてしまう会などを富士宮市

は行っています。市の方がペンキを買ってきて塗り替え行うなどしていますので、

折角やって頂いているのであれば行政もなにか貢献するような、直接的なお金では

なくても、貢献するような姿勢を見せていただければなと思います。お願いばかり

で恐縮ですけれども、積極的に計画を実行に移していただければなと思います。 

    港湾のほうも、景観の専門家からすると、護岸に絵を描くなと学生には教えてい

るのですが、このぐらいであれば愛嬌があっていいかなと思いますので、今後もこ

ういう港湾の整備を新たに進めていく中で、こうした活動をされている方を上手く

巻き込んで愛される公共施設に変えていていただけたらなと思います。引き続き行

っていただき、マイナスゼロにと言うよりも、プラスに働く政策だと思いますので、

積極的に進めていただければと思っております。こういう活動が、すぐに重点地区

には繋がらないですけれども、こういう事をきっかけに重点地区にしようじゃない



 

 

14 

かと言う地区が出てくるように、行政としてもバックアップしていただくと景観に

動きが出てくるのではないかと思いますのでぜひよろしくお願いします。 

    他に何かご意見等ございますか。 

永野委員 ちょっと質問ではないのですが、先ほど依田委員が重点地区については少し色

について絞り込んでいかないと統一感がなくなると言う懸念がありましたが、具体

的にそのような事例の町、例えば、海や港湾を抱えたような町はどんなカラーでと

いうような事例はあるのでしょうか。 

依田委員 そうですね。色々あります。現在、西口の方を見ていたりすると歴史的なとこ

ろも結構あるので、それを例えば、歴史的町並みとの調和を図るのか、海から見た

時の景観を重要視して重たい印象にならないようにするとか、色々な見方によって

幾つか方向性があるので、その辺はどうするのかというのは、やはり、これしかな

いということはないので、少し考えてみんなと共有し、議論して決めた方がいいか

なとは思います。 

永野委員 例えば、そういった事で上手く行っている、成功している町とか事例とかあり

ますか。 

依田委員 湘南藤沢のシークロスという地区がありまして、そこが駅前がわりと明るく、

かなり厳しく決めていまして、全体的に商業施設の決まりも、看板とか上のほうに

は全部やらないで、切文字にして、基本、看板を板状のものではなくて文字を切文

字にするとか、色がほとんど下の方で、歩行者の目線に合わせて賑やかな感じが出

てくる一方で、上のほうは空に溶け込むといいますか、空の広さが感じられるよう

なガイドラインを作って実際かなり厳しくしています。そこは床の舗装なんかもす

ごく落ちついた色にし、海の町に来たなという感じがします。 

渡部部長 市の中心市街地活性化計画を作るのと同時に、パークベイの方も、今、港の近

くにも公園があるのですけども、グランドデザインなんかも少しやる予定にしてお

りますので、そこを見ながら、今おっしゃっていただきました、どういう色合いと

かデザインにするというのが決まっていけば、それに合わせて指定というのが増え

て行くと考えています。 

永野委員 湘南藤沢シークロスの近くでは景観の公共施設についても指定をしているので

すか。 

依田委員 案件が出てきた段階で、アドバイザー、それも建築等、いろんな専門家の方を

入れて議論を行うなどの進め方をしているのではないかと思います。 

議長（阿部委員） ぜひ機会があれば、依田委員に講演会をしていただきたい。色彩とい

うのは我々馴染んでいるようでよく知らないことが多いので、一度いろんな話を伺

うと、勉強になるのではないかと思います。そういう支援の仕方もぜひご検討いた

だければと思います。 

議長（阿部委員） 他に何かありますか。山本委員、矢野委員、ご感想でもあれば。 
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矢野委員 先ほど、国道自体を景観重要公共施設に指定していると言うお話がありました

が、防護柵はやはり茶系のほうがよろしいのでしょうか。 

議長（阿部委員） 例えば、横須賀ですと、国道 16 号の防護柵はクリーム色で、ほぼ海

沿いを走っておりますので、あんまり茶系にしてしまうと重たくなってしまいます

ので、開放的な色を持ち込んで、白ではなくて上品なクリーム色、ベージュという

のを少し落ち着いた色にしています。必ずしもこげ茶が良いと言う訳でありません

が、こげ茶にすると目立たないのは設置場所にもよります。山口県はオレンジ色に

したということで、オレンジ色というのはどうかと思いますけど、地域の特性を踏

まえて色を変えています。 

矢野委員 重点地区が指定される時に、道路を指定して防護柵の色も指定いければと思い

ますね。 

山本委員 色彩という面で色々と話があって、そう言えば町によって色が違うなというの

を思い浮かべていたのですが、そういえば湘南はそうだったなとか、鎌倉はまた違

うなとか思っておりまして、さっき話しに出ていた防護柵も、交通の面では、ガー

ドレールの色もいろいろあるなと思います。安全面や死角の面などを考慮した結果

だと判断されます。必ずしも市道だけなく、色々と検討されている地区もあると、

そういう観点で教えてもらいました。今、西口の開発を色々と街の人も求めていま

す。そういうのを含めて景観の相談があると思いますけども、この審議会がこれま

で開かれていなかったということは、私も行政に関わっていて色々と事情が生じる

ことは分かりますが、そういう意味では活性化されて行くと良いなと感じましたの

で、自分の行政にも反映させて行きたいと思います。 

議長（阿部委員） 他に、事務局から何か折角の機会だから聞いておきたいことなどあり

ますでしょうか。 

永野委員 要望ですが、これから木更津は様々な計画が策定或いは策定中であり、交流人

口が増えてきている中、景観に対して、町の魅力としても大事な事であります。景

観計画を進めて行っていただいて、先ほどの補助金交付要綱を含めて、ＰＲをまだ

まだこれからやってかないといけないと思います。市民の役割もこの中でも定義さ

れておりますので、啓発について今まで以上に頑張っていただければと思います。 

議長（阿部委員） 他はよろしいでしょうか。事務局からは何かよろしいでしょうか。ざ

っくばらんに意見交換をしていただければと･･･。 

山本委員 アクアラインマラソンを記念してモニュメントの設置を検討している団体があ

ると聞いております。そのような事業も対象となるので周知していただければと思

います。 

永野委員 アクアラインマラソンの記念モニュメントについては、木更津商工会議所で作

成及び設置の準備しております。 

事務局（髙木副主幹） モニュメントの作成及び設置費も補助金事業の対象となりますの
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