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日時  令和４年７月１４日（木） 

午前１０時３０分～午前１１時３０分 

場所  船橋市役所９階第１会議室 
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１．開催日時 

 令和４年７月１４日（木）１０時３０分～１１時３０分 

 

２．開催場所 

 船橋市役所９階第１会議室 

 

３．出席者 

第１号委員（学識経験者） 

       宇於﨑 勝也 ：日本大学理工学部 教授 

       佐藤 徹治  ：千葉工業大学創造工学部 教授 

       加藤 幸枝  ：カラープランニングコーポレーションクリマ 

               代表取締役 

第２号委員（関係行政機関） 

       岸 真理   ：千葉県県土整備部都市整備局公園緑地課 

景観づくり推進班長 

第３号委員（関係団体） 

       田端 友康  ：一般社団法人千葉県建築士会 

小室 正己  ：千葉県屋外広告美術協同組合 理事長 

高宮 幸子  ：船橋商工会議所 

濱山 満   ：東京電力パワーグリッド株式会社京葉支社 支社長 

第４号委員（市民） 

       永原 聡子  ：市民公募委員 

       細沼 あゆみ ：市民公募委員 

事務局   鈴木建設局長 

       宗意都市計画部長 

    髙橋都市計画課長 

       奥村都市計画課長補佐 

佐藤主査 

若山主任主事 

       青木技師 

 

４．欠席者 

第２号委員（関係行政機関） 

       田中 翔   ：船橋警察署 生活安全課長 

小栗 健路  ：船橋東警察署 生活安全課長 
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５．議題及び公開・非公開の別並びに非公開の場合にあっては、その理由 

（１）会長・副会長の選任について 公開 

（２）これまでの取組みについて  公開 

 

６．傍聴者数 

 ０人 

 

７．決定事項 

（１）互選の結果、会長には宇於﨑委員が就任し、副会長には佐藤委員が就任した。 

 

８．議事 

【開会】 

○事務局 

それでは、ただ今より第３回船橋市景観総合審議会を開催いたします。 

○事務局 

まず初めに、お手元の資料を確認させていただきます。 

（資料の確認） 

○事務局 

次に皆様の前にありますマイクの使用方法をご案内いたします。 

（マイク使用方法の説明） 

○事務局 

続きまして、会議の開催につきましてお伝えいたします。審議会条例第６条第２項の規

定により、委員の半数以上が出席しなければ、会議は開くことができないと定められてお

ります。本日は委員１２名のうち１０名の方にご出席いただいておりますので、規定数に

達しておりますことをご報告いたします。 

次に、会議の公開及び傍聴についてご説明させていただきます。本会議につきましては、

不開示情報が含まれておりませんので、船橋市情報公開条例第２６条の規定により、船橋

市の設置する附属機関の会議は原則として公開とされておりますことから、本日の審議会

についても公開となります。    

また、会議後は会議録を作成し、公開いたします。なお、本日は、事務局で記録のため

に会議風景の写真撮影と音声の録音をさせていただきますのでご承知おきください。 

続いて、傍聴についてです。本日の会議を公開することとし、傍聴者の定数を４名とし

て市ホームページに掲載しましたところ、申出者はおりませんでしたので、ご報告いたし

ます。 

○事務局 

 それでは、これより会議を進めさせていただきます。議事を進行する議長につきまして
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は、船橋市景観総合審議会条例第６条第１項の規定により、会長が務めることとなります

が、会長選出にあたっては、事務局側から仮議長を立て、議事を進行させていただてよろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○事務局 

ありがとうございます。それでは○○都市計画課長を仮議長として立てさせていただき

ます。 

○仮議長 

 都市計画課長の○○です。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次第に基づき委員紹介を始めさせていただきます。 

（委員挨拶） 

○事務局 

 以上をもちまして、委員のご紹介を終わります。皆さま、どうぞよろしくお願いします。 

続きまして、事務局の紹介をさせていただきます。 

（事務局挨拶） 

【会長・副会長の選出】 

○仮議長 

 それでは、これより議題の「会長・副会長の選出」を始めさせていただきます。 

審議会条例第５条の規定により、審議会の会長及び副会長は、委員の互選によって定め

ることとなっております。会長につきまして、どなたか、立候補なさる方、推薦する方が

おられましたらお願いいたします。 

○Ａ委員 

 日本大学理工学部教授で都市計画を専門としていらっしゃる○○委員はいかがでしょう

か。 

○仮議長 

 会長に○○委員との推薦がありましたが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○仮議長 

 ありがとうございます。○○委員いかがでしょうか。 

○委員 

 はい、謹んでお受けいたします。よろしくお願いいたします。 

○仮議長 

 ありがとうございます。○○委員よろしくお願いいたします。それでは会長席へ移動し

ていただき、今後の議事進行は会長にお願いいたします。 

○会長 

 会長に選ばれました。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 
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 次に副会長を選ぶことになりますが、今と同じように、立候補または推薦をお受けした

いと思いますが、皆さんいかがでしょうか。 

○Ｃ委員 

 この会議は初めての顔合わせのような、何年振りかの会議でなかなかわからないので、

新会長に一任ということでどうでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○会長 

 はい、ありがとうございます。私も初めてお会いした方が多くてですね、どなたをご指

名すれば良いのかちょっと迷うのですけれども、事前に名簿でメンバーを見させていただ

いた中で、都市・地域計画がご専門の千葉工大の○○委員にお願いしたいと思いますが、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

○会長 

 ○○委員お願いできますでしょうか。 

○委員 

 はい、お受けいたします。よろしくお願いいたします。 

○会長 

 ありがとうございます。それではよろしくお願いいたします。○○委員には、こちらの

副会長席にご移動いただきたいと思います。 

○会長 

 市長の挨拶でもありましたが、感染状況がよくないので短時間で進めたいと思いますの

で、挨拶は省かせていただきます。 

【議事録署名人の指名】 

○会長 

 次の議題に入ります前に、事務局が作成した議事録の内容を確認していただく署名人を

委員の中から２名選出させていただきます。Ａ委員とＢ委員お受けいただけますでしょう

か。 

（「お受けします」との声あり） 

○会長 

 では、よろしくお願いいたします。 

【報告】 

○会長 

 それでは、次の議題に入ります。今日は１１時３０分終了目標と伺っています。あと４

０分ほどですね。報告だけですから、事務局の方は手短に報告してもらいたいと思います。

よろしくお願いします。 

○事務局 
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それではご説明させていただきます。 

前方のスクリーンか、本日お配りしたパワーポイントの資料をご覧ください。 

数期にわたり審議会委員を務めてくださっている方もいらっしゃいますが、初めて船橋市

景観総合審議会に出席される委員の方もいらっしゃることから、本日は船橋市のこれまで

の取り組みについてご報告します。 

報告に入る前に、改めて本審議会についてご説明させていただきます。 

まずは本審議会の設置目的についてです。本審議会は、船橋市の良好な景観の形成及び

屋外広告物に関する重要事項を調査審議するために設置されています。過去には、船橋市

景観審議会と船橋市屋外広告物審議会の二つに分かれておりましたが、屋外広告物は、景

観を構成する要素の一つであり、この二つの関係性が深いことから、これらを総合的にご

審議いただくために平成２８年７月に、二つの審議会を統合いたしました。 

次に、本審議会の審議事項についてですが１、船橋市景観計画に関すること、２、屋外

広告物に関すること、３、その他市長が必要であると認めることです。詳しくはこのあと、

景観計画や屋外広告物条例の中でご説明いたします。 

なお、過去二つの審議会ではそれぞれ景観重要建造物の指定や船橋市屋外広告物条例の

一部改正について諮問させていただき、また船橋市公共サインガイドラインの策定などに

ついて報告させていただきました。 

それでは、これまでの取組みについて一つ目に景観について、二つ目に屋外広告物につ

いてご報告させていただきます。流れといたしましては、法律などの制度の概略をご説明

をさせていただいてから、取組みについてお話させていただきます。会長からは手短にと

お願いされましたが、説明は途中動画再生もありますので、それを含めて約２０分程度か

かります。 

それでは、景観についてご報告いたします。 

まず、景観法及び景観計画についてですが、平成１６年に制定された景観法は、良好な

景観を形成するための景観計画の策定や施策の実施により、国民生活の向上、経済、地域

社会の発展に寄与することを目的としております。景観計画を定めることにより、景観重

要建造物や景観協定等の規制誘導の仕組みを活用することが可能となります。 

平成２２年に策定した船橋市景観計画ですが、スライド左側に示す項目で構成されてお

りますので、各章毎の概略を簡単にですが、ご説明させていただきます。 

景観計画の目的は市の良好な景観を守り・活かし・創り・育み・取り戻し、次世代へと

受け継いでいくために、市民・事業者・行政が協働して、総合的に景観形成の取組みを推

進することでございます。 

次に「船橋市の景観特性」では、船橋市の景観特性を、主に土地利用や都市構造に着目

し、①自然・田園の景観、②都市の景観、③人々の活動の景観といった３つの枠組みと、

１４の景観類型にわけて整理し、市民アンケートなどを通して課題を抽出しております。 

次に、良好な景観の保全と形成の考え方ですが、３つの考え方を記述しております。 
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一つ目が、個々の景観の特性の良さを磨き、市全体の景観の魅力を高めていく、二つ目

が、重点的に景観形成の種を育んでいく、三つ目が、市民・事業者の景観形成の取組みを

支援する、を記述しております。 

「景観計画区域」についてですが、船橋市は市内全域を景観計画区域に指定しておりま

す。 

次に、「良好な景観の保全と景観に関する方針」ですが、こちらでは、船橋市の景観特性

等をふまえ、潤いある豊かな生活環境の実現に向けた景観の保全・形成の目標を３つ定め

ております。そして、この目標の実現に向けて、１４の景観類型ごとに、景観の保全・形

成の方針を設定しております。 

次の、「良好な景観の形成を図るための配慮事項」でございますが、こちらでは、建築物

の建築、工作物の建設、開発行為等を行う際に、事業者などが配慮する景観形成上の事項

を定めております。建築物の建築等に関する「配慮事項」は、土地利用に応じた４つの地

域ごとに設定しています。さらに、市内全域の共通事項を設定しています。 

「良好な景観の形成を図るための行為の制限に関する事項」について、まず、届出対象

行為ですが、景観への影響が大きい一定規模以上の建築物の建築や工作物の建設、開発行

為等に該当する場合は届出が必要となります。景観形成基準についてですが、届出対象行

為については、基準に適合しない場合に勧告や変更命令を行うことが可能です。変更命令

基準では建物の外壁と屋根に使用できる「色」に制限を設けております。マンセル値とい

う尺度を使用しており、鮮やかさを示す「彩度」に制限があります。これにより、景観に

大きく影響を及ぼす一定規模を超える建物等については奇抜な色彩にならないようになっ

ております。なお、勧告及び命令に関することは本審議会へ諮問することとなっておりま

す。 

「景観重要建造物の指定の方針」ですが、船橋市の景観上重要な建造物について、景観

重要建造物に指定するにあたり方針を定めています。また、「景観重要樹木の指定の方針」

では、船橋市の景観上重要な樹木について、同様に指定方針を定めております。この、景

観重要建造物及び景観重要樹木の指定をするときには、本審議会へ諮問することとなって

おります。 

次に「景観重要公共施設」でございますが、道路や河川、港湾などの公共施設のうち、

良好な景観の形成に重要な公共施設について、「整備に関する事項」等を定めることができ

ます。 

以上が、船橋市景観計画の概略となります。 

それでは、景観に関する取組みについてご報告いたします。 

まず最初に景観届の件数についてです。昨年度の届出の実績ですが、建築物の新築や開

発行為が多く、７０件ありました。 

次に、景観重要建造物についてです。現在まで船橋市では景観重要建造物を３件指定し

ております。まず第１号は、ふなばしアンデルセン公園内にある風車を平成２３年１２月
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に指定しました。平成８年の建設当時には、姉妹都市であるデンマークのオーデンセ市の

全面協力を得て、デンマークの材料と職人の協力により建設され、アンデルセン公園のシ

ンボルとなっております。景観重要建造物に指定された際には標識を設置することとなっ

ており、右の写真のようなプレートを設置しております。 

第２号は船橋大神宮の灯明台を平成２８年４月に指定しました。かつて船橋沿岸を航行

する船は大神宮境内にあった常夜灯を目印としていましたが戊辰戦争の際に焼失してしま

いました。その後、本格的な灯明台を望む声が高まり、地元有志の寄付金により、明治１

３年に完成したのがこちらの灯明台です。 

第３号は船橋駅南口の本町通りにある廣瀬直船堂を所有者の同意を得て平成２８年４月

に指定しました。本町通り沿いの家屋は、昭和 30年代後半から耐火中高層建築物化が進め

られましたが、和菓子屋である廣瀬直船堂は大正７年に建築され、建て替えを行わず約百

年前の姿を今に伝えています。 

続きまして、景観協定についてご説明いたします。景観協定制度は、一団の土地につい

て、良好な景観の形成を図るため、土地所有者等の全員の合意により、当該土地の区域に

おける良好な景観の形成に関する事項を協定する制度ですが、平成２６年に高根台３丁目

で行った開発行為による一団の土地に景観協定の認可をいたしました。制限の内容として

は、建物用途や形態意匠、色彩などの基準を設け、計１０２戸の戸建てに対して統一を図

り、良好な景観を形成しております。 

次に船橋市公共サインガイドラインについてです。公共サインとは、駅等から公共施設

までの歩行者用案内看板でありますが、これまでは、各施設管理者が、それぞれのサイン

を設置しており、表記内容やデザインが統一されておりませんでした。そこで平成２７年

８月に公共施設への案内の利便性及び安全性の向上を目的として、船橋市公共サインガイ

ドラインを策定いたしました。なお、本ガイドライン策定の際にも審議会にご報告させて

いただき、貴重なご意見を頂戴いたしました。策定したガイドラインを基に私ども都市計

画課にて船橋駅及び西船橋駅周辺に１７基の公共サインを設置いたしました。また、写真

の事例は都市計画課以外の部署にてガイドラインを基に設置した公共サインの一例を紹介

しております。 

次に、平成２９年度に選定した船橋市景観８０選をご紹介いたします。 

これは船橋市の市制８０周年を記念した事業の一つであり、市民の方から市内の魅力の

ある景観を募集し、地図として公表したものです。応募された対象件数は１５５件にのぼ

り、本審議会の委員の皆様にこの１５５件の中から船橋市景観８０選の候補を選考してい

ただきましこの船橋市景観８０選は２３ページで紹介している「ふなばし生き生きふれあ

いマップ」というインターネット上の地図でご覧になることができます。 

次に、「まちなみデザイン教室」についてご紹介いたします。 

景観に興味をもっていただくきっかけづくりとして、夏休みを中心に市内の児童ホーム

で開催しており、平成３０年度は全２回計３８名の子供たちが参加しました。テーマにそ
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ったデザインの模型を子供たちが作成し、それを並べて街並みを形成します。この街並み

の中に職員で作成した奇抜な外観の模型をいれることで、街並みの調和が崩れてしまうこ

とを学んでもらいました。模型作りのあとには様々な写真を用いて色が与える印象につい

て学びました。主な参加者は小学校低学年の児童となりますが、積極的な発言がみられま

した。現在は、新型コロナウイルスの影響により、開催を見送っています。 

景観に関する取組みは以上になります。 

それでは、屋外広告物いついてご報告してまいります。 

まず一つ目、屋外広告物法についてご説明させていただきます。屋外広告物とは、はり

紙、ポスターといったものから、広告板、広告塔、ネオンサインのようなものまで、きわ

めて多くのものがございます。屋外広告物が無秩序な状態で表示されてしまうと良好な景

観が損なわれてしまうため、適正な広告の表示が求められます。また、近年では地震や台

風時における広告物の安全性についての関心が高まってきていますが、安全な広告物の表

示には、屋外広告物に対する規制と併せて、良好な屋外広告業者の育成の必要があります。 

このことから、屋外広告物法においては、①良好な景観の形成及び風致の維持、②公衆

に対する危害の防止という二つの観点から、屋外広告物及び屋外広告業についての規制に

ついて定められています。 

次に、船橋市屋外広告物条例について、概要をご説明いたします。屋外広告物条例の目

的は、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止です。条例では、「禁止広

告物」、「禁止物件」、「禁止地域」や「適用除外」などの行為の制限等や、屋外広告物の許

可について定めております。また、さらに「違反に対する措置」や「屋外広告業の登録」

などについても定められています。スライドの下線で示している禁止物件等の指定や変更

等は、本審議会へ諮問する事項になっております。なお、事前に配付しております資料の、

「屋外広告物のしおり」に本市で定めております規制内容についてまとめられております。 

  次に条例のこれまでの経過をご説明いたします。平成１５年に船橋市が中核市に移行し

たことに伴いまして、船橋市独自の船橋市屋外広告物条例を制定しました。その後何度か

条例を改正してきましたが、主な改正としては、平成２０年に屋外広告業の登録制度が導

入されました。そして、平成２８年度は、禁止物件や禁止地域、許可基準等の一部改正を

行っています。 

次に、屋外広告物に関する取組みについてご報告いたします。 

初めに、屋外広告物の許可実績になります。屋外広告物を設置する際は、一定規模以上

の大きさの場合などは許可が必要になります。表示されているグラフは過去５年間の許可

件数でございます。令和３年度の許可件数は４１５件で、物件数は６，４７０件でござい

ました。 

次に、違反屋外広告物に対する対応についてです。まずは違反屋外広告物パトロールに

ついてですが、道路上に出ている立看板やのぼり旗について、船橋警察署、船橋東警察署、

千葉県葛南土木事務所、市の道路管理課などと合同で定期的に違反指導を行っております。 
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船橋駅、西船橋駅、津田沼駅の３駅の周辺で、昼と夜に毎月２回実施しており、令和元年

度は全１７回実施し、１８４件（店舗数）の指導を行いました。なお、現在は新型コロナ

ウイルス感染症の流行により、本パトロールは休止しております。 

次に、違反屋外広告物除却業務についてです。電柱や街灯柱などに貼られたはり紙・は

り札、管理されておらず道路上にでている立看板やのぼり旗については、市が委託をして

いる業者が除却作業を行っています。日曜・祝日・年末年始を除く毎日、市内を７つのエ

リアに分けて、違反広告物を除却しています。昨年度は３９，７６３件を除却しました。 

次に啓発事業についてです。 

千葉県、千葉市、柏市、千葉県屋外広告美術協同組合と船橋市で組織している屋外広告

物官民連携事業実行委員会で実施している啓発事業についてご説明いたします。 

良好な景観の形成と公衆への危害防止についての普及啓発及び地域の活性化を図ること

を目的とした屋外広告物美化キャンペーンです。ポスターやパネル等の展示や、屋外広告

物に対するアンケートを通して一般の方に屋外広告物に対する理解を深めてもらうもので、

船橋市では平成２９年に船橋駅南口のペデストリアンデッキにて、実施いたしました。 

令和３年度は船橋市がキャンペーンの担当となり、実行委員会のキャラクターと啓発動

画を作成をいたしました。この動画はアニメーションで、これから飲食店などを開店した

いと考えている方に向けて作成いたしました。この動画は全部で 5 分程度ありますが最初

の１分程度をご覧いただきたいと思います。 

（１分間動画再生） 

動画は以上になります。こちらは官民連携事業実行委員会で作成した動画であり、本日

出席いただいております、千葉県の○○委員と千葉県屋外広告物美術協同組合の○○委員

にご尽力いただきました。この動画は YouTube で公開しております。今後はこの動画やこ

の動画に登場するキャラクターなどを使って美化キャンペーンの際や県内の自治体の啓発

に活用していきたいと考えております。 

最後に、千葉県屋外広告タウンミーティングについてご紹介いたします。船橋市では、

令和元年に市内企業にご協力いただき、安全点検の講演と体験会を実施いたしました。安

全点検を実際に体験しているのがこの写真です。体験と講演を通し、安全点検の重要性に

ついて意識と知識を高めることができたと、参加者から感想をいただきました。 

以上が屋外広告物に関する取り組みになります。 

長くなって申し訳ありません。事務局からの報告は以上です。 

○会長 

 はい、ありがとうございます。最後の動画はちょっと短すぎてもったいなかったですね。

私も YouTubeで見ましたけれども、面白い動画になります。Ｃ委員、何かあります？ 

○Ｃ委員 

 そうですね、これについては、我々専門家ではなくて看板とはどういうものか知らない

方に、景観とか、違反屋外広告物とか知っていただくために作った動画ですので、何か機
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会があれば是非全編見て頂ければと思います。Ａ委員はいかがですか。 

○Ａ委員 

そうですね、千葉県でも今度の９月に県庁１階ロビーなどでも流して、周知に努めてい

きたいと考えています。 

○会長 

 はい、急に振って申し訳ないです。ありがとうございます。事務局から報告があったわ

けですけれども、全体を通して何かご意見ご質問ございますでしょうか。 

○Ｃ委員 

 はい、よろしいでしょうか。 

○会長 

 どうぞ、Ｃ委員。 

○Ｃ委員 

約７～８年前になるんですけども、北海道の札幌で看板落下による大きな人身事故が

あり、全国的に報道されてから、我々業界としては、安全・安心・景観も含めてなんです

が、看板の点検に関しての取組みを、船橋市の行政の方と千葉県の行政の方と話合いをし

ているんですが、今後の取組みとしてですね、安全点検技能講習修了者というのを、国交

省の肝いりで我々の組合で資格者を約７，０００人の規模で、講習を修了しております。

そのことに対して船橋市としてみれば、看板の更新のときに点検しないと更新できないで

しょうけども、その基準に関して条例に盛り込んでいくことは考えているのでしょうか。 

○事務局 

 安全については、構造図や安全点検報告書など見させていただいています。Ｃ委員が言

われた、条例に入れるかというのは、今後検討していきたいと思います。以上です。 

○会長 

 よろしいですか、Ｃ委員。 

○Ｃ委員 

 看板の事故って命に係わることが多いものですから、我々業界も真剣に取組んでる最中

ですので、是非我々の意見も取り入れて頂いて作成していただければと。本当に大きな事

故、全国的なニュースになるような事故が起きるものですから、我々も慎重に設置等やっ

ていかなければいけない立場にいますので、そういう意見も取り入れて頂ければと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○事務局 

 そうですね、県とも協議しながら、どうするか考えていきたいと思います。 

○Ｃ委員 

 ありがとうございます。 

○会長 

 他にいかがでしょうか。 
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○副会長 

 今の件で、安全性を高めるというのは非常に大事だと思うのですが、安全性を高める話

と、景観を良くする話で、仮に危険な場合、あるいは危険ではなくても更新する場合に、

景観を良くしていこうという方向性に繋げないといけないと思うのですが、安全性を高め

る話と景観を良くする話を繋げて考えて欲しいと考えています。現状でその辺をどのよう

に考えているのか教えていただけるでしょうか。 

○事務局 

 すみません、まだそこまでは考えておりませんでしたので、今後景観を含めながら安全

性を高めるような方向で考えていきたいと思います。 

○会長 

 では、検討事項ということで。他にいかがでしょうか。 

 では、僕が少しマニアックなことを聞こうこうかな。景観協定の区域が１箇所あります

ね。協定の期間は何年間ですか。 

○事務局 

 １５年間です。 

○会長 

 では、期間が切れてしまうときに、何もしないと協定が無くなってします。協定を更新

するのに大体１年以上は準備行為にかかるものなんですね。さっき１０２戸とおっしゃっ

ていたけど、１０２戸の皆さんが合意してくれないと協定を延長できないですけど、それ

については何かアクションしますか。 

○事務局 

 有効期間満了前に土地所有者等の過半数による廃止の合意が無い場合、さらに１５年間

同一条件により１度、更新されるとなっておりますので、今のところそのままいけば、再

度更新されるかと思います。 

○会長 

 わかりました。ありがとうございます。 

 このような、少し細かいこともお気づきになることあるかもしれませんが、他にいかが

でしょうか。 

○会長 

 今日聞いて今日質問というのも難しいかもしれませんので、お帰りになってお気づきの

点があれば、メール等で事務局にご連絡いただきたいと思います。しかし、今日せっかく

この重い資料持ってきたの、何も説明がないから、皆さんお持ちになってこられたこれ何

ってなるかもしれませんが、目次がありますけれども、４番のタグがついているところが、

景観計画という前半に説明されていた部分ですね。この中に１４の景観の種類が書かれて

いるわけですが、これを制定したときに船橋市ではこういう１４の特色があるから、こう

いうところを上手く活かしていきましょうねということが書かれています。お目通しいた
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だいて、これをすぐに変えるっていうのはちょっとできないですけれども、気になる部分

とか、これどうなっているのとかっていうところがありましたら、事務局にメール等でご

質問いただければと思います。次回の開催が１年後くらいになっちゃうと思いますので、

忘れないようにぱらぱらぱらっと見ていただく機会をつくっていただければと思います。

それでは、ちょっと余分なことを申し上げましたけれども、本日の審議会は終了したいと

思います。 

最後に、事務局から何か連絡があれば、よろしくお願いいたします。 

【閉会】 

○事務局 

 ありがとうございました。次回の開催につきましては、委嘱の際に市長も１年に１回は

開催と申しておりましたけれども、会議にかける案件がありましたら、１年待たずにして、

お諮りさせていただきたいと思います。諮問する案件が無かった場合には、取組み状況な

どの報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。事務局から

は以上です。 

○会長 

 はい、ありがとうございます。これをもちまして、第３回船橋市景観総合審議会を閉会

いたします。ご協力ありがとうございました。 

 

９．資料・特記事項 

（１）傍聴者配付用資料 

  ①報告資料 

  ②船橋市景観総合審議会条例 

  ③過去の審議会開催状況 

  ④船橋市景観条例 

  ⑤船橋市景観施行規則 

  ⑥船橋市景観計画 

  ⑦リーズン船橋・高根台景観協定 

  ⑧船橋市公共サインガイドライン 

  ⑨船橋市景観８０選冊子版 

  ⑩屋外広告物条例規則集 

  ⑪屋外広告物のしおり 

（２）特記事項 

   次回の開催日時は未定です。 

 

１０．問い合わせ先 

 建設局都市計画部都市計画課景観係 
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