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「茂原市景観条例（案）」及び「茂原市景観計画（案）」 

について 

皆さんから寄せられた意見に対する市の考え方 
 

◆ 意見等の募集期間：平成２４年５月１日～平成２４年５月３１日 

◆ 意見等の受付人数および件数：２人（男性２人）  

１８件 

（内訳、景観条例：意見６件、景観計画：意見１２件） 

（提出方法の内訳：持参１人、電子メール１人） 

 

１．寄せられた意見等を内容により整理し、意見等の概要として掲載しています。 

① 景観条例（案）についての意見 

※対応区分     Ａ：条例に反映する 

Ｂ：条例を施行する上で参考とする 

             （取り組み内容の充実を図る） 

Ｃ：条例に反映しない 

Ｄ：その他（要望・意見・感想等） 

Ｅ：既に、条例に反映している 

番号 提出いただいた意見等の概要 
対応

区分 
市の考え方 

１ 

条例の目的（期待される形）に

対して達成度等を数値化できない

だけに、事業が進展しているかど

うかを評価する責任担当部署を設

ける必要がある。 

Ｂ 

 市も同様に達成度等を数値化するこ

とは、難しいと考えますが、事業の進捗

状況等の確認は本課（都市計画課）で対

応いたします。また、今後は、茂原市都

市計画マスタープラン推進条例に基づ

き設置された茂原市都市計画マスター

プラン推進市民会議（以下、「市民会議」

という。）において、市民との協働によ

る推進方策等について、実現に向け取り

組んでいく予定でおります。 

２ 

建築物の新築等、工作物の新設

等については、現状が美しく整備

されていることを前提にしている

が、景観法が施行された平成１６

年以降の景観を阻害する要因のあ

るものに対しても、条例で規制す

るべきではないか。 

Ｃ 

建築物等については、本条例の施行前

に、現に存するものであれば適用除外の

扱いとなります。 

 なお、条例の施行後の増築、改築、大

規模修繕や模様替えに係る建築物等に

ついては、規制されるものとなります。 
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３ 

茂原市景観条例第１３条で、景

観法第１６条第１項及び第２項の

規定による届出をしなかった者へ

の罰則規定を設ける必要があるの

ではないか。 

Ｃ 

本条例（案）第１３条では、公表につ

いての規定をしております。景観法第１

０１条から同法第１０８条に罰則の規

定があり、その適用を受けることから、

本条例（案）には、罰則の規定をしてお

りません。 

４ 

「災害対策」と景観行政との関連

を明確にするべきである。津波発

生の可能性がある地域での治水や

避難所計画とも密接に関係する景

観形成は、連携させる必要がある。 

Ｄ 

災害対策については、上位計画である

茂原市総合計画後期基本計画や都市計

画マスタープランで「市民の生命、身体

及び財産を守るため、防災体制の充実を

図る」としており、景観行政よりも優先

するものと考えますが、今後も、上位計

画との整合を図りながら、必要に応じて

地域防災と景観行政の検討に努めてま

いります。 

５ 

土木工事等における業務品質の

管理基準や、品質低下に対する責

任者への罰則がみられない。 

 工事監督管轄部門に景観に関わ

る工事品質への責任を課すような

条例にしてもらいたい。 

Ｄ 

 景観法には、土木工事等における業

務品質や管理基準等の責任に対する事

項の規定がないため、茂原市景観条例で

規定することは、馴染まないものと考え

ます。景観の観点よりも安全上の問題を

最優先として考え、関係する部署との協

議に努めてまいります。 

６ 

 市民や生活者の視点から、美し

い景観をつくることに関して「市

民の満足度を高めるため」という

目的意識を据えることにより、も

っと繁栄する茂原になると感じ

る。 

Ｅ 

茂原市景観条例の制定に向けては、市

民会議において、市民や生活者の視点も

踏まえ、市民・事業者・市が協働して景

観まちづくりを行うよう十分な検討を

重ねておりますので、条例には反映して

いると考えます。 
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② 景観計画（案）についての意見 

※対応区分     Ａ：計画に反映する 

Ｂ：計画を実施する上で参考とする 

              （取り組み内容の充実を図る） 

Ｃ：計画に反映しない 

Ｄ：その他（要望・意見・感想等） 

Ｅ：既に、計画に反映している 

  

番号 提出いただいた意見等の概要 
対応

区分 
市の考え方 

１ 

茂原七夕まつりも開催されてい

る、茂原駅前を中心とした地域を

「景観形成推進地区」に指定し、

明るいまちなみ形成に資する事業

を展開する。 

Ｂ 

茂原駅前周辺を「景観形成推進地区」

に指定する件につきましては、現在、茂

原駅前通り地区土地区画整理事業を実施

していることもあり、すぐに指定するこ

とは難しいと考えますが、今後、他の地

域等も考慮しながら指定の検討に努めて

まいります。 

  

２ 

 

里山、田園などを管理する後継

者が不足している現状がある。森

林や農地については、関係機関と

連携した事業実施が必要と考え

る。 

Ｂ 

里山、田園の保全は、良好な景観の形

成に必要不可欠なものと考えておりま

す。本計画（案）第２章良好な景観の形

成に関する方針の中で、①自然・歴史・

文化の「里山を中心に広がる田園、水辺

を守り、育て、緑と水と人の憩いのまち

を構築する」としておりますので、③次

世代への引き継ぎ・担い手育成と関連付

けながら、関係機関と連携した取り組み

に努めてまいります。 

 

３ 

 

市民意見を多く取り入れ、改善

につなげるため、「市民から景観改

善に関する意見を受け付ける場を

常設する」ことを提案する。これ

により、課題の把握における調査

コストを削減するとともに、改善

がスピーディーになり、意見の量

を比較することにより課題ごとの

重要度の把握も可能となると考え

る。 

Ｂ 

 茂原市の景観行政を担う担当課は本課

（都市計画課）となりますので、意見を

受け付ける場に関しましては、担当課で

対応が可能であると考えます。 

 なお、意見集約等につきましては、必

要に応じて、市民会議で検討してまいり

ます。 
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４ 

戸建住宅の周辺道路は、ほぼき

れいに整備されているが、事業者

の土地の周辺に、美観未整備な場

所が多いと感じる。 

Ｂ 

本計画（案）第７章推進方策の中で、

各地域において市民・事業者・市のそれ

ぞれが主体性をもつとともに、地域の魅

力的な景観を形成するうえで、特色のあ

る手作りの景観づくりに向け連携・協働

していくことが大切であるとしておりま

す。このような観点から、今後、良好な

景観を創出するよう、市民や事業者に対

して周知を図ってまいります。 

５ 

道路敷の縁石や車道と歩道橋に

堆積する土砂の撤去を行う取り組

みを施策に盛り込んでもらいた

い。 

Ｄ 

道路敷の縁石や車道と歩道橋に堆積す

る土砂については、美観を損ねることも

考えられますが、道路管理の観点から道

路管理担当部署での対応となります。 

６ 

商業用として、道路敷が占有さ

れている箇所があるが、その管理

体制について盛り込んでもらいた

い。 

Ｄ 

道路敷の占有については、景観を損ね

ることも考えられますが、道路管理の観

点から道路管理担当部署での対応となり

ます。 

７ 

土地陥没の危機状態にある場所

があるため、早期の対策を望みま

す。 

Ｄ 

土地陥没の危険性がある場所について

は、安全性の観点から早期の対応が必要

と考えます。関係する部署から所有者な

どに対して、今後も引き続き、指導等を

行ってまいります。 

８ 

茂原市の顔である中心市街地に

使用不能の自動車や屋根瓦が落下

した無住の民家等があるが、その

撤去についても関連部署との調整

により良好な景観の形成を望みま

す。 

Ｄ 

使用不能となっている自動車の撤去に

ついては、置き去りとなっている場所が

民地の場合、市は関与できません。道路

等の公共施設の場合は、施設管理者が、

法的手続きを取り対応することとなりま

す。また、廃屋については、敷地の荒廃

を伴っている場合が多く、景観だけでな

く、防災、防犯、環境衛生などの問題を

包含しているため、庁内関係課で内容に

応じた対応に努めてまいります。 
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９ 

自然系地域、居住地、生活道路

に隣接している場所において、廃

業などによる産業廃棄物が放置さ

れたままになっている。また、看

板などの規制、改善命令等の条例

の整備や市民からの通報ルールな

どの体制が不十分ではないか。 

Ｄ 

景観法の規定では、建築物、工作物、

開発行為等のゆるやかな規制、誘導はで

きますが、産業廃棄物の放置に対する規

定はありません。廃棄物の処理及び清掃

に関する法律に基づき、事業活動などか

ら生じる産業廃棄物については、関係す

る部署より指導を行うこととなります。

また、看板等については関係法令によ

り、一定基準のものについては、許可申

請等が必要となっており、規制・誘導を

行っております。市民からの申し出に対

しましては、関係する部署での対応に努

めてまいります。 

１０ 

道路工事の品質が低く、景観と

歩行の安全を損ねている。管理や

検査の体制が不十分と感じる。 

Ｄ 

景観法には、工事に対する業務品質の

管理基準等の責任に対する事項の規定

がなく、茂原市景観計画で規定すること

は難しいと考えます。景観の観点よりも

安全上の問題を最優先として考え、関係

する部署との協議に努めてまいります。 

１１ 

選挙看板等は、良好な景観の形

成を阻害する要因となっているも

のもあり、景観形成を意識した設

置をするような指導ができない

か。 

Ｅ 

選挙看板については、千葉県屋外広告

物条例の規定により、公職選挙法に基づ

く選挙運動のため表示し、又は設置する

広告物等は、設置許可の適用除外となっ

ておりますが、良好な景観の形成の観点

から本計画（案）第５章の屋外広告物の

表示及び掲出に関する指針に配慮する

ようお願いしてまいります。 

１２ 

高齢者に対しても魅力的な景観

の形成を図っていく上で、地域住

民の協力体制が必要ではないか。 

Ｅ 

本計画（案）の第７章推進方策におい

て、良好な景観の形成に向け市民・事業

者・市が協働して行っていく「地域住民

の協力体制」も掲げておりますので、計

画には反映していると考えます。 

２．問い合わせ先 

 〒２９７－８５１１ 茂原市道表１番地 

 茂原市都市建設部都市計画課（８階） 

℡０４７５（２０）１５４６、Fax０４７５（２０）１６０６ 

Ｅ－ｍａｉｌ：keikaku@city.mobara.chiba.jp 

mailto:keikaku@city.mobara.chiba.jp

