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１ 計画策定に向けた取り組みの経過 

 

 市民・事業者の参加による取り組み 市の取り組み 

2006年 

 

2007年 

 

2008年 

  

2009年 

  

● 町田市景観まちづくり講座 

の開催（計 6回） 

 

景観市民調査会 

の開催（計 8回） 

町田市景観懇談会の 

開催（計 8回） 

●「町田市の景観に関する市民意識調査」の実施 

●「（仮称）町田市景観条例(案)の考え方」パブリックコメントの実施

●街づくりフォーラムの開催 

 

町田市景観形成庁内

連絡会（計５回） 

及び作業部会の開催

（計１０回） 

●町田市景観条例公布・一部施行 

●都知事から景観行政団体の同意 

を受け景観行政団体となる 

●町田市景観計画の策定 

 

●町田市景観色彩ワークショップの実施及び報告会の開催 

●「（仮称）町田市景観計画（素案）」パブリックコメントの実施 

  

町田市景観審議会の 

開催 
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（１）景観市民調査会の検討経過 

年度 主な内容 日時・場所 

第 1回 景観市民調査会 

 「町田の景観づくりをはじめよう！」 

主な内容：グループごとに自己紹介 

2007年（平成 19年）9月 2日（日）

9：30～12：00

健康福祉会館４階講習室 

第２回 景観市民調査会 

 「まち歩きの準備をしよう！」 

主な内容：まち歩きに向けた準備、まち歩きのルート

を決めて、役割分担 

2007年(平成19年)10月21日（日）

9：30～12：00

健康福祉会館４階講習室 他 

まち歩き 

 「まちに出て、景観の魅力・課題を発見」 

主な内容：１１ルートに分かれて、 

町田市の景観の魅力・課題を市民自ら発見 

2007年（平成19年）11月4日（日）

午前・午後

各グループで現地調査 

第３回 景観市民調査会 

 「まち歩きの整理、提案に向けた検討」 

主な内容：まち歩きマップの作成 

2007年(平成19年)12月15日（土）

13：30～16：00

健康福祉会館４階講習室 他 

『街づくりフォーラム 

～みんなでつくろうまちだの景観～』 

※会場で、景観市民調査会の検討状況をまち歩きマッ

プにより展示 

2008年（平成20年）１月20日（日）

13：00～16：30

町田市民フォーラム 

３階展示・情報コーナー 

2007 

年度 

 

第４回 景観市民調査会 

 「今年度の活動のまとめ」 

主な内容：まち歩きマップを示しながら、町田市の景

観づくりに関する提案を発表 

2008年（平成 20年）2月 9日（土）

13：30～16：00

健康福祉会館４階講習室 他 

第５回 景観市民調査会 

 「市民が取組む景観づくり」 

○主な内容：今年度の進め方、事例の紹介、グループ

討議（今年度の景観づくり活動のテーマについて） 

2008年（平成20年）5月17日（土）

13：30～

健康福祉会館４階講習室 他 

第６回 景観市民調査会 

 「景観づくりを学ぼう」 

○主な内容：景観づくり勉強会、グループ討議（今年 

度の景観づくり活動のテーマについて・景観づくり活 

動のアイデアについて） 

2008年（平成 20年）7月 6日（日）

13：30～

健康福祉会館４階講習室 他 

 

 

 

 

 

2008 

年度 

 

 

 

 

 

 

第７回 景観市民調査会 

 「景観づくりを考えよう」 

○主な内容：グループ討議（景観づくり活動のアイデ 

アについて） 

2008年（平成20年）9月13日（土）

13：30～

健康福祉会館４階講習室 他 
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第８回 景観市民調査会 

 「提案のまとめ」 

○主な内容：グループ討議（提案内容の検討について）、

提案発表 

2008年(平成20年)10月25日（土）

13：30～

健康福祉会館４階講習室 他 

 

 

 

2008 

年度 

 

 

『街づくりフォーラム 

～みんなで育てようまちだの景観～』 

○主な内容：提案発表、提案内容のパネル展示 

2008年(平成20年)11月22日（土）

12：00～17：00

町田市民フォーラム 

３階ホール、展示・情報コーナー 
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（２）町田市景観懇談会の検討経過 

年度 主な内容 日時・場所 

第 1回 町田市景観懇談会 

○検討の進め方および今後の検討テーマについて 

○景観形成に関する取り組みの経過および町田市の景

観特性について 

2007年(平成19年)11月29日（木）

13：45～15：30

町田市役所本庁舎 

地下特別会議室（大） 
第 2回 町田市景観懇談会 

○町田市の景観の特性と課題について 

○町田市の景観づくりへの取り組み方について 

○町田市の景観づくり施策の構成と考え方について 

2008年（平成20年）1月31日（木）

10：00～11：40

町田市役所本庁舎 

地下特別会議室（小） 

2007 

年度 

第 3回 町田市景観懇談会 

○景観市民調査会等の取り組みの報告 

○（仮称）町田市景観計画の構成のたたき台について

○景観づくりのケーススタディ 

2008年（平成20年）2月26日（火）

13：30～15：30

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 4回 町田市景観懇談会 

○（仮称）町田市景観計画の施策展開のポイント 

○景観法にもとづく誘導の方向性 

（ゾーン・エリアの考え方、ケーススタディ） 

2008年（平成20年）5月19日（月）

15：00～17：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 5回 町田市景観懇談会 

○（仮称）町田市景観計画の概要について 

○（仮称）町田市景観条例の構成について 

2008年（平成20年）7月24日（木）

15：00～17：30

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 6回 町田市景観懇談会 

○「（仮称）町田市景観条例」案の考え方について 

○（仮称）町田市景観計画の概要について 

2008年（平成20年）8月29日（金）

15：00～17：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 7回 町田市景観懇談会 

○事務局報告 

○（仮称）町田市景観計画（素案）検討中の内容につ

いて 

2008年(平成20年)11月27日（木）

15：00～17：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 

 

2008 

年度 

第 8回 町田市景観懇談会 

○事務局報告 

○提言書（案）について 

2009年（平成 21年）2月 6日（金）

15：00～17：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
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（３）町田市景観審議会の審議経過 

年度 主な内容 日時・場所 

第 1回 町田市景観審議会 

○（仮称）町田市景観計画（素案）について 

200９年（平成２１年）８月７日（金）

9：30～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 

第 2回 町田市景観審議会 

○（仮称）町田市景観計画（素案）について 

200９年(平成 2１年)８月 31日（月）

14：00～15：30

町田市役所中町第三庁舎 

１階会議室 

2009 

年度 

第 3回 町田市景観審議会 

○町田市景観計画（案）について 

200９年(平成２１年)１１月6日（金）

10：00～12：３０

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
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（４）町田市景観形成庁内連絡会・作業部会の検討経過 

年度 主な内容 日時・場所 

第 1回 町田市景観形成庁内連絡会 

○（仮称）町田市景観計画策定検討の進め方について

2007年（平成 19年）８月３日（金）

10：00～11：30

市長公室 
第 1回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○（仮称）町田市景観計画策定検討の進め方について

2007年（平成 19年）８月 28日（火）

15：00～17：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 

第 2回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○町田市の景観形成上の課題・問題点の抽出 

2007年(平成 19年)10月 11日（木）

9：30～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 3回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○町田市の景観形成上の課題・問題点の抽出 

○景観形成上の課題・問題点を改善するための望まし

い対応方向、対応手法を検討 

2007年（平成 19年）11月 20日（火）

9：30～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 

第 4回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○景観形成上の課題・問題点を改善するための望まし

い対応方向、対応手法を検討 

○町田市の景観づくりの基本理念等に関する意見 

2007年（平成19年）12月２０日（木）

13：30～16：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 5回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○景観づくりの方向性を実現するために活用可能な

具体的な制度・事業などの検討 

○町田市景観懇談会での検討内容の共有 

2008年（平成 20年）2月 19日（火）

9：30～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 

2007 

年度 

第 2回 町田市景観形成庁内連絡会 

○今年度の検討のまとめ 

○景観形成に向けた検討スケジュール（案） 

2008年（平成 20年）3月 14日（金）

13：30～15：00

 

市長公室 

第 3回 町田市景観形成庁内連絡会 

○各検討組織の取り組み状況について 

○市民意識調査の実施について 

2008年（平成 20年）５月 27日（火）

13：30～14：30

市長公室 

第 6回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○景観法にもとづく誘導の方向性について 

○施策展開のポイントについて 

2008年（平成 20年）６月 13日（金）

10：00～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 

 

 

 

2008 

年度 

 

 

 

 

第 7回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○景観づくりの考え方について 

○ゾーン・エリアの考え方の修正案について 

○公共施設整備の誘導方法について 

2008年（平成 20年）7月 10日（木）

9：30～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
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第 8回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○（仮称）町田市景観計画の概要について 

○施策の展開について 

○公共施設整備の誘導方法について 

2008年（平成 20年）8月 7日（木）

13：30～16：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 4回 町田市景観形成庁内連絡会 

○（仮称）町田市景観条例の考え方について 

○（仮称）町田市景観計画の概要について 

○市民意識調査の実施概要について 

2008年（平成 20年）8月 19日（火）

13：30～14：30

 

町田市役所本庁舎５階議場ロビー 

第 9回 町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○基本目標、重点目標、個別目標について 

○実現手法、成果指標、目標水準について 

2008年（平成 20年）11月 17日（月）

10：00～12：00

町田市役所中町第三庁舎 

３階第三会議室 
第 10回町田市景観形成庁内連絡会（作業部会）

○基本目標・重点目標・個別目標について 

○成果指標と目標水準について 

○届出に基づく建築物等の誘導について 

2008年（平成 20年）12月 12日（金）

9：30～12：00

町田市役所森野分庁舎 

２階第２・３会議室 

 

 

 

 

 

 

 

2008 

年度 

 

 

 

 

第 5回 町田市景観形成庁内連絡会 

○町田市景観懇談会の提言書（案）の内容について 

○来年度のスケジュール等について 

2009年（平成 21年）2月２４日（火）

11：00～12：00

市長公室 
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２ 検討体制 

（１）景観市民調査会 

 活動期間 2007年 9月 2日から 2008年 11月 22日 

参加者  市民 54名（公募による） 

 

 

（２）町田市景観懇談会 委員名簿 （敬称略） 

委嘱期間 2007年 11月 29日から 2009年 3月 31日 

区分 No. 氏名 所属等 

1 
座長 

中井 検裕 
東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 

2 
副座長 

鈴木 伸治 
横浜市立大学国際総合科学部准教授 

3 田口 敦子 多摩美術大学美術学部教授 

4 金子 忠一 東京農業大学地域環境科学部准教授 

学
識
経
験
者 

5 名和田 是彦 法政大学法学部教授 

6 矢沢 正 町田市農業協同組合 常務理事 

7 三ノ輪 利郎 町田商工会議所 常議員 

8 大滝 睦男 社団法人 東京都宅地建物取引業協会町田支部副支部長

9 山本 豊博 社団法人 東京都建築士事務所協会町田支部副支部長 

10 杉田 正宏 町田市町内会・自治会連合会 副会長 

11 瓜生 ふみ子 まちだ NPO法人連合会 会長 

市
内
関
係
団
体
の
代
表 

12 岡部 勝美 町田市視覚障害者協会 婦人部長 

安井 順一 

（第１～４回） 
 13 

町田 修二 

（第５～８回） 

東京都都市整備局都市景観担当部長 
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（３）町田市景観審議会 委員名簿 （敬称略） 

委嘱期間 2009年 8月１日から 2011年 7月 31日 

区分 No. 氏名 所属等 

1 
会長 

鈴木 伸治 
横浜市立大学国際総合科学部准教授 

2 
職務代理 

田口 敦子 
多摩美術大学美術学部教授 

3 中井 検裕 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 

4 名和田 是彦 法政大学法学部教授 

5 池邊 このみ 
株式会社ニッセイ基礎研究所 

社会研究部門 上席主任研究員 

学
識
経
験
者 

6 中井 祐 東京大学大学院工学系研究科准教授 

7 矢沢 正 町田市農業協同組合 常務理事 

8 岡 資治 町田商工会議所 常議員（町田支部長）  

9 角田 憲一 社団法人 東京都建築士事務所協会町田支部 副支部長

10 粕谷 羊三 町田市町内会自治会連合会 副会長 

市
内
関
係
団
体
の
代
表 

11 田代 雅司 
社団法人 全日本不動産協会東京都本部町田支部  

副支部長 

12 山下 邦博  
市 

民 
13 大沼 徹  
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（４）町田市景観形成庁内連絡会・作業部会（2007年度） 

 

No. 部課名等 備考 

区分 庁内連絡会 作業部会  

1 都市計画部担当副市長 ―  

2 企画部長 企画調整課  

3 企画部新庁舎担当部長 企画調整課新庁舎担当  

4 総務部長 営繕課  

5 市民部生活文化担当部長 市民活動振興課  

公園緑地課  

6 環境・産業部長 

産業観光課  

7 環境・産業部農業振興担当部長 農業振興課  

8 環境・産業部北部丘陵担当部長 北部丘陵整備課  

建設総務課  

道路管理課  9 建設部長 

道路整備課  

都市計画課 事務局 

建築指導課  

10 都市計画部長 

開発指導課  

11 下水道部長 工務課  

12 教育委員会事務局生涯学習部長 社会教育課  
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（５）町田市景観形成庁内連絡会・作業部会（2008年度） 

 

No. 部課名等 備考 

区分 庁内連絡会 作業部会  

1 都市づくり部担当副市長 ―  

2 政策経営部長 企画調整課 現企画政策課 

3 政策経営部新庁舎担当部長 新庁舎建設課  

4 財務部長 営繕課  

5 市民部長 市民協働推進課  

6 地域福祉部長 福祉総務課  

産業観光課  

7 経済観光部長 

農業振興課  

8 経済観光部北部丘陵担当部長 北部丘陵整備課  

9 環境資源部長 環境保全課  

建設総務課  

道路管理課  10 建設部長 

道路整備課  

都市計画課  

まちづくり推進課 事務局 11 都市づくり部長 

公園緑地課  

開発指導課  

12 都市づくり部開発調整担当部長 

建築指導課  

13 上下水道部長 工務課  

14 教育委員会事務局生涯学習部長 生涯学習課  
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