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資料編

１．策定経緯 

（１）印西市景観計画等策定委員会 

回数 日程 議題 

平成 28 年度 
委嘱式 
第 1 回 

平成 28 年 
6 月 27 日（月） 
午後２時より 

●委嘱状交付
●委員⾧及び副委員⾧選出
●報告事項

 印西市景観計画等策定委員会について
 経緯及び今後のスケジュールについて
 印西市景観基礎調査について

●議事
 景観形成の考え方、基本目標と基本方針

第 2 回 平成 28 年 
11 月 1 日（火） 
午後２時より 

●議事
 景観形成の基本目標・基本方針について
 類型別景観形成方針について
 推進方策について

第３回 
（景観まちづくり市

民懇談会・景観計画
等庁内作業部会と
の合同会議） 

平成 29 年 
１月 27 日（金） 
午後１時 30 分より 

●報告事項
 印西市景観まちづくり基本計画（素案）

●ワークショップ
 ～良好な景観形成を進めるための「具体的な方

策の意見出し」～

第４回 
（書面開催） 

平成 29 年 
２月 8 日（水）から 
17 日（金）まで 

●報告事項
 印西市景観まちづくり基本計画（素案）

●議事
 実現に向けた推進方策の検討

第 5 回 平成 29 年 
３月 ２日（木） 
午前 10 時より 

●議事
 印西市景観まちづくり基本計画（案）について

（２）印西市景観計画等策定庁内幹事会 

回数 日程 議題 

平成 28 年度 
第１回 

平成 28 年 
6 月 17 日（金） 
午後 1 時 30 分より 

●景観形成の基本目標・基本方針
●その他

第２回 
（書面開催） 

平成 28 年 
9 月 1 日（木） 

●報告事項
 景観形成の基本目標・基本方針
 類型別の景観基本方針

第３回 平成 28 年 
10 月 21 日（金） 
午前 10 時より 

●報告事項
 景観形成の基本目標・基本方針
 類型別の景観基本方針

●議題
 実現に向けた推進方策の検討
 景観形成の規制方法

第４回 平成 29 年 
１月 16 日（月） 
午前 10 時より 

●議題
 印西市景観まちづくり基本計画（素案）の検討
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（３）印西市景観まちづくり市民懇談会・印西市景観計画等策定庁内作業部会 

回数 日程 議題 

平成 28 年度 
第１回 

 

平成 28 年 
5 月 13 日（金） 
午前 10 時より 

●景観基礎調査（概要）について 
●ワークショップ 

～景観形成の目標と基本方針等について～ 

第２回 

 

平成 28 年 
7 月 15 日（金） 
午後１時 30 分より 

●ワークショップ① 
～景観形成の目標について～ 

●ワークショップ② 
～類型別の景観形成方針について～ 

第３回 
 

平成 28 年 
9 月 30 日（金） 
午後１時 30 分より 

●経過報告 
●景観まちづくり事例紹介 
●ワークショップ① 

～「色彩の検討」～ 
●ワークショップ② 

～「景観形成の推進方策の検討」～ 

第４回 
（景観計画等策定委

員会との合同会議） 

平成 29 年 
１月 27 日（金） 
午後１時 30 分より 

●報告事項 
 印西市景観まちづくり基本計画（素案） 

●ワークショップ 
 ～良好な景観形成を進めるための「具体的な方

策の意見出し」～ 

（４）印西市景観まちづくり事業者懇談会 

回数 日程 議題 

平成 28 年度 
第 1 回 

平成 29 年 
2 月 10 日（金） 
午後１時 30 分より 

●景観形成の基本目標と基本方針（素案）の説明 
●届出の対象、規制方法等の意見交換 
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２．策定体制 

（１）印西市景観計画等策定委員会 委員 

委員区分 委員名 所属・役職等 備考 
学識経験者 木下 勇 千葉大学大学院園芸学研究科 教授 委員⾧ 

学識経験者 斎尾 直子 東京工業大学環境・社会理工学院建築学系 准教授 副委員⾧ 

学識経験者 滝沢 真美 （株）日本カラ―デザイン研究所プロジェクト推進部
副部⾧ 委員 

知識経験者 石川 喜裕 印西市商工会 理事 委員 

知識経験者 板橋 雅弘 印西市農業委員会 小委員会委員⾧ 委員 

知識経験者 森田 英雄 NPO 法人印西市観光協会 副理事⾧ 委員 

知識経験者 阿部 純 印西ウエットランドガイド代表 委員 

知識経験者 金子 髙明 印西いーまち会 幹事 委員 

知識経験者 鈴木 由男 エコネットちば 理事 委員 

知識経験者 浅賀 博 イオンモール千葉ニュータウンゼネラルマネージャー 委員 

知識経験者 近藤 隆之 BIGHOP ガーデンモール印西支配人（平成 28 年７月から） 委員 
市民懇談会
代表 下田 泰司 市民懇談会代表 委員 

市民懇談会
代表 𠮷田 紀子 市民懇談会代表 委員 

関係行政機関 吉田 究 千葉県公園緑地課景観づくり推進班 班⾧ 委員 

関係行政機関 白藤 徹 千葉県印旛土木事務所調整課 課⾧ 委員 
その他市⾧
が認める者 岡田 哲男 東京電力パワーグリッド（株）成田支社 副支社⾧ 委員 

（２）印西市景観計画等策定庁内幹事会 委員 

委員区分 委員名 備考 
管財課 小川 誠一郎 委員 

企画政策課 山﨑 正之 委員 

ふるさとづくり推進課 小林 正博 委員 

市民活動推進課 飯塚 靖明 委員 

経済政策課 小林 毅 委員 

環境保全課 鈴木 秀昭 委員 

クリーン推進課 伊藤 章 委員 

社会福祉課 染谷 豊 委員 

都市計画課 岩井 昌宏 会⾧ 

都市整備課 櫻井 敦 委員 

土木管理課 伊井 邦彦 委員 

建設課 笛田 和人 委員 

生涯学習課 飯島 伸一 委員 
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（３）印西市景観計画等策定庁内作業部会 委員 

課 班 委員名 備考 
管財課 管財班 鈴木 修 委員 
企画政策課 企画政策班 佐藤 正樹 委員 
ふるさとづくり推進課 ふるさとづくり推進班 星野 郁夫 委員 
市民活動推進課 市民活動推進班 杉山 祐一 部会⾧ 
納税課 滞納整理班 櫻井 敬子 委員 
国保年金課 資格保険税班 横尾 早紀 委員 
経済政策課 地域資源振興班 五十嵐 儀斉 委員 
環境保全課 環境保全班 峰村 浩一 委員 
クリーン推進課 不法投棄対策班 野口 祥大 委員 
社会福祉課 厚生班 浅野 嘉人 委員 
都市整備課 管理班 稲村 宏二 委員 
土木管理課 管理班 駒内 聡 委員 
建設課 計画班 増田 秀俊 委員 
生涯学習課 文化班 根本 岳史 委員 

（４）印西市景観まちづくり市民懇談会 委員 

委員区分 委員名 備考 
町内会（木下） 鈴木 由男 委員 
町内会（小林） 五十嵐 新一 副座⾧ 
町内会（大森） 村沢 民枝 委員 
町内会（船穂） 松丸 操 委員（平成 28 年 12 月まで） 
町内会（船穂） 飯田 正江 委員（平成 28 年 12 月から） 
町内会（永治） 山﨑 芳男 委員 
町内会（中央駅北） 岡田 正人 委員 
町内会（中央駅南） 樋口 宗司 委員 
町内会（牧の原駅南） 古俣 栄治 委員 

町内会（印旛） 鈴木 康雄 委員（平成 28 年 12 月まで） 
※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 

町内会（印旛） 小名木 信一 委員（平成 28 年 12 月から） 
町内会（本埜） 村越 進一 委員 

市民公募 篠原 英光 委員（平成 28 年 12 月まで） 
※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 

市民公募 睦門 政美 委員（平成 28 年 12 月から） 
市民公募 笠井 幸夫 座⾧ ※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 
市民公募 下田 泰司 委員 ※印西市景観まちづくり基本計画に写真提供 
市民公募 滋賀 秀實 委員 
市民公募 𠮷田 紀子 委員 
市民活動団体代表 山口 民雄 委員 
市民活動団体代表 金子 高明 委員 
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新・印西八景（NPO 法人印西市観光協会）

大六天からの眺望 いんざいぶらり川めぐり 木下万葉公園 

夜明けの利根川 

コスモス畑 

吉高の大桜 

小林牧場の櫻花 結縁寺の風景 印旛沼夕景 

印西市 
都市建設部都市計画課 
〒270-1396 千葉県印西市大森 2364-2 
TEL:0476-42-5111 （代表） 印西市マスコットキャラクター 

「いんザイ君」 




