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資料編７． 計画策定の体制と経過 

 

７－１ 計画策定の体制 

①一関市景観計画検討委員会名簿 

No. 氏名 区分 分野等 備考 
１ 安藤 昭◎ 知識経験 北海商科大学教授 前岩手県まちづくりアドバイザー

２ 三宅 諭○ 知識経験 岩手大学准教授 岩手県まちづくりアドバイザー 
３ 菅原 文男 知識経験 歴史 一関市文化財調査委員 
４ 佐藤 晄僖 知識経験 会社役員 一関市都市計画審議会委員 
５ 阿部 眞昭 団体等 建築設計 岩手県建築士会一関支部 
６ 小野寺 憲 団体等 建築設計 岩手県建築士会千厩支部 
７ 佐々木 一嘉 団体等 建設 岩手県建設業協会一関支部 
８ 橋本 健 団体等 建設 岩手県建設業協会千厩支部 
９ 菊池 幸輝 団体等 農業 岩手南農業協同組合 

１０ 佐々木 正義 団体等 農業 いわい東農業協同組合 
１１ 高橋 亨 団体等 林業 一関地方森林組合 
１２ 千葉 政吾 団体等 林業 東磐井地方森林組合 
１３ 佐藤 幸子 団体等 商工業 一関商工会議所 
１４ 小野寺 広芳 団体等 観光 一関観光協会 
１５ 小野寺 博昭 団体等 文化 一関文化会議所 
１６ 佐藤 友信 その他  行政区長協議会 
１７ 阿部 弘子 その他  地域女性団体協議会 
１８ 原田 哲 その他  まちづくりスタッフバンク 
１９ 澤田 宗子 その他  まちづくりスタッフバンク 
２０ 及川 豊 その他  まちづくりスタッフバンク 
※◎印は委員長、○印は副委員長 
 
検討委員会における指導助言機関：岩手県県土整備部都市計画課 
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②委員会設置要綱 

一関市景観計画検討委員会設置要綱 

平成 19 年 12 月 17 日

告示第 265 号

(目的) 

第 1 一関市景観計画の策定に関する事項について意見を聞くため、一関市景

観計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 

(所掌事務) 

第 2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

(1) 景観計画の策定に関すること。 

(2) その他景観の保全と形成を図るうえで必要な事項に関すること。 

(組織) 

第 3 委員会は、委員 20 人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうち

から市長が委嘱する。 

(1) 知識経験を有する者 

(2) 公共的団体等に属している者 

(3) その他市長が必要と認める者 

2 委員の任期は、景観計画の策定が完了する日までとする。 

(委員長及び副委員長) 

第 4 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は、委員長が指名する。 

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

(会議) 

第 5 委員会は、市長が招集する。 

2 委員会は、必要と認める場合は、関係者の出席を求め、その意見を聞くこと

ができる。 

(庶務) 

第 6 委員会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。 

(その他) 

第 7 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員

長が委員会に諮って定める。 
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７－２ 計画策定の主な経過 

年度 月 日 項 目 内  容 
12 月 15 日 第１回プロポーザル審査

委員会 

指名業者の選定 

提出書類、特定基準について 

１月 17 日 第２回プロポーザル審査

委員会 

特定基準について 

１月 25 日 第３回プロポーザル審査

委員会 

プロポーザルの特定について 

18 
２月２日 

～ 

３月 26 日 

一関市景観計画策定調査

業務（平成 18 年度） 

受託者：玉野総合コンサルタント㈱盛岡事務所 

（景観基礎調査） 

・計画策定の目的及び位置づけの整理 

・都市の現状整理 

・景観資源の調査・抽出 

・市民意向等の把握整理 

５月 16 日 

～ 

３月 25 日 

一関市景観計画策定調査

業務（平成 19 年度） 

受託者：玉野総合コンサルタント㈱盛岡事務所 

（景観計画策定） 

６月５日 第１回景観計画策定委員

会幹事会 

・景観計画検討の枠組みについて 

・景観基礎調査及び市民アンケート調査結果につ

いて 

６月 28 日 第２回景観計画策定委員

会幹事会 

・景観特性と課題の整理 

・重点検討地区の選定について 

・地域別住民説明会について 

７月 15 日 

～ 

「一関市景観まちづくり

ポータルサイト」開設 

 

７月 15 日 

～ 

12 月 25 日 

「いちのせき百景」の募集  

７月 24 日 

～ 

８月２日 

第１回景観まちづくり懇

談会 

（７地域７会場 196 名参

加） 

・景観・景観まちづくりとは 

・景観法、県条例の概要 

・本寺地区の事例 

・アンケート結果の報告 

・地域の景観資源の現状と課題について 

８月 23 日 第３景観計画策定委員会

幹事会 

・第１回景観まちづくり懇談会の結果について 

・今後の進め方について 

・地域の景観資源について 

19 

10 月３日 景観資源検討会議 

（各支所幹事及び担当者）

・地域の景観資源について 
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年度 月 日 項 目 内  容 

10 月 11 日 

～ 

10 月 23 日 

市内景観資源調査 

（各支所幹事及び担当者）

・７地域の景観資源現地調査 

10 月 30 日 景観まちづくり懇談会準

備打合せ会議 

（各支所幹事及び担当者）

・各地域の景観資源について 

・懇談会の進め方について 

・周知・動員について 

11 月６日 

～ 

11 月 16 日 

第２回景観まちづくり懇

談会 

（７地域８会場 230 名参

加） 

・景観まちづくりについて 

・景観まちづくりの事例 

・地域の景観資源について 

・グループごとの意見交換 

「地域景観資源についての意見交換」 

「資源を守る（生かす）ためにはどううればよい

か」 

12 月 19 日 第４回景観計画策定委員

会幹事会 

・一関市景観計画（平成 19 年度素案）について

・今後のスケジュールについて 

１月 11 日 第１回景観計画策定委員

会 

・景観計画（平成 19 年度素案）について 

・本寺地区景観計画の位置づけについて 

・今後のスケジュールについて 

１月 25 日 第１回景観計画検討委員

会 

・委員長選出、副委員長指名 

・景観計画（平成 19 年度素案）について 

１月 31 日

～ 

２月 13 日 

第３回景観まちづくり懇

談会 

（７地域７会場 171 名参

加） 

・地域の景観資源について（第２回懇談会結果）

・景観まちづくりの考え方 

・目指すべき方向性 

・基本方針 

３月 11 日 三役協議 ・議員全員協議会について 

３月 14 日 議員全員協議会 ・景観計画素案基本方針について 

３月 19 日 第２回景観計画策定委員

会 

・一関市景観計画（平成 19 年度素案）について

・いちのせき百景について 

・今後のスケジュールについて 

３月 24 日 第２回景観計画検討委員

会 

一関市景観計画（平成 19 年度素案）について 

・いちのせき百景について 

・今後のスケジュールについて 

19 

３月 26 日 第２回都市計画審議会 ・一関市景観計画（平成 19 年度素案） 
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年度 月 日 項 目 内  容 

５月 13 日 

～ 

３月 25 日 

一関市景観計画策定調査

業務（平成 20 年度） 

受託者：玉野総合コンサルタント㈱盛岡事務所 

（景観計画策定） 

５月９日 第５回景観計画策定委員

会幹事会 

・平成 20 年度の策定事項について 

・届出基準と行為規制基準について 

・重点地区の設定について 

・今後のスケジュールについて 

６月２日 市内景観視察会 ・大東、千厩、東山、室根 

６月６日 〃 ・一関、花泉、川崎 

７月７日 第６回景観計画策定委員

会幹事会 

・地域の景観形成の基本方針について 

・重点地区の設定方法について 

・景観まちづくりの基準について 

・地域懇談会資料について 

・今後のスケジュールについて 

８月７日 第７回景観計画策定委員

会幹事会 

・地域ごとの景観まちづくりの方針について 

・景観まちづくりの基準について 

・景観重要建造物、景観重要樹木について 

・景観重要公共施設について 

・景観農業振興地域整備計画の策定について 

・景観まちづくりの推進について 

・今後のスケジュールについて 

８月 19 日 第８回景観計画策定委員

会幹事会 

・地域ごとの景観まちづくりの方針について 

・景観まちづくりの基準について 

・景観重要建造物、景観重要樹木について 

・景観重要公共施設について 

・景観農業振興地域整備計画の策定について 

・景観まちづくりの推進について 

・今後のスケジュールについて 

９月１日 平泉周辺景観形成重点地

域関係者会議 

・厳美地区の景観形成に関する経過について 

・景観計画（案）の概要について 

・景観計画（案）における厳美地区の位置づけに

ついて 

・今後の進め方について 

20 

９月８日 景観計画策定（景観重要公

共施設）に係る公共施設管

理者協議（国交省岩手河川

国道事務所） 

・景観重要公共施設の指定に向けての事前打合せ
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年度 月 日 項 目 内  容 

９月 12 日 第３回景観計画策定委員

会 

・景観計画素案（平成 20 年度）について 

・今後のスケジュールについて 

９月 19 日 第３回景観計画検討委員

会 

・景観計画素案（平成 19 年度）について 

・景観計画素案（平成 20 年度）について 

・今後のスケジュールについて 

10 月２日 景観計画策定（景観重要公

共施設）に係る公共施設管

理者協議（一関総合支局土

木部） 

・景観重要公共施設の指定に向けての事前打合せ

10 月 15 日 

～ 

10 月 27 日 

景観計画懇談会 

（７地域７会場 196 名参

加） 

・景観計画（地域ごとの景観まちづくり方針・景

観まちづくり基準他） 

10 月 30 日 景観計画策定（景観重要公

共施設）に係る公共施設管

理者協議（一関総合支局土

木部千厩土木センター） 

・景観重要公共施設の指定に向けての事前打合せ

11 月 18 日 

～ 

11 月 19 日 

平泉周辺景観形成重点地

域住民懇談会 

 

・厳美渓周辺地区の景観形成に関する経過 

・景観法・一関市景観計画（案）の概要について

・厳美渓周辺地区における景観まちづくりの基準

について 

11 月 21 日 第４回景観計画検討委員

会 

・景観計画素案について 

・（仮）景観まちづくり条例案について 

・今後のスケジュールについて 

12 月８日 第９回景観計画策定委員

会 

幹事会 

・景観計画案について 

・景観まちづくり条例案について 

・今後のスケジュールについて 

12 月 15 日 

～ 

１月９日 

景観計画パブリックコメ

ント 

・景観計画案について 

（意見応募なし） 

12 月 18 日 新規景観条例制定に係る

三役協議 

・取り組みの経緯について 

・景観計画案の概要について 

・景観まちづくり条例案について 

・今後のスケジュールについて 

20 

１月 19 日 第４回景観計画策定委員

会 

・景観計画案について 

・景観まちづくり条例案について 

・今後のスケジュールについて 
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年度 月 日 項 目 内  容 

１月 23 日 第５回景観計画検討委員

会 

・景観計画案について 

・景観まちづくり条例案について 

・平成 20 年度いちのせき百景について 

・今後のスケジュールについて 

２月６日 第３回一関市都市計画審

議会 

・一関市景観計画（案）について 

２月 16 日 議員全員協議会 

 

・一関市景観計画（案）について 

・一関市景観まちづくり条例（案）について 

20 

３月 23 日  ・一関市景観計画告示 

・一関市景観まちづくり条例公布 
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