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米沢市景観計画の策定作業の経緯 

 

【平成１８年度】 

〇米沢市景観計画策定基礎調査 

景観計画を策定するための基礎調査を行った。 

１ 現況調査の内容 

ア 市の概要調査   イ 現地踏査   ウ 上位・関連計画と景観形成の現況調査 

エ 地域景観資源の把握 

２ 景観形成上の課題の抽出 

現況調査から次の７つの課題を抽出した。 

１ 米沢らしさの創出 ２ 連続性の確保 ３ 中心市街地の活性化 ４ 農林業の振興 

５ 役割分担の明確化 ６ 景観意識の醸成 ７ 段階的な運用 

 

【平成１９年度】 

〇米沢市景観計画（素案）策定 

アンケートを実施するとともに、平成１８年度に実施した基礎調査を基に景観計画(素案)の作成

を行った。 

１ 米沢市景観計画に係るアンケートの実施内容 

（１）対 象  市民１，５００人  企業１００社 

（２）回 収 率  市民２４．７％  企業３６％ 

（３）調査内容  ｢現状の景観」 「今後の景観作り」 「市民参加による景観作り」 

（４）結 果 

順位 大切にしたい・重要な風景の保全・育成 
今後の景観づくりで重要だと感じるもの 
（市民の回答） 

第１位 上杉家縁の名所・旧跡・文化財のあるまちなみ 
遺跡・史跡、伝統的建築物、古民家などの保全
と活用 

第２位 奥羽山脈、飯豊山脈や吾妻連峰の山岳眺望 

地域の生活の中心となる商店街や地区の中心の
魅力と賑わいづくり 

ごみの不法投棄の防止 

第３位 
最上川等の水辺の景観 

地域で開かれるお祭り、伝統行事など 
豊かな流れや水辺の景観を守る 
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【平成２０年度】 

〇米沢市景観計画（案）策定 

平成１９年度に作成した景観計画(素案)を基に各種検討会を行い、景観計画(案)の作成を行った。 

１ 各種検討会による検討 

① 米沢市景観計画策定住民検討会 

② 米沢市景観計画策定景観形成重点・推進地区住民検討会 

③ 景観ウォーキングを開催し検討 

 

対象 
 
開催月日 

①住民検討会 
②景観形成重点地区 

景観形成推進地区 
住民検討会 

平成２２年 
１１月１３日(木) 

第１回 住民検討会 
内容：景観法･景観計画とはなにか、景観計画

の位置付け、アンケート調査結果報告 
 

１１月１８日(火)  

第１回 重点・推進地区住民検討会 
内容：景観法・景観計画とはなにか、景観計

画の位置付け、アンケート調査結果報
告 

１１月２０日(日) ③景観ウォーキング 場所：米沢駅～松が岬神社周辺～上杉家廟所周辺 
内容：上記のコースを歩きながら景観の確認し検討を行った。 

１２月４日(木) 
第２回 住民検討会 
内容：景観特性・景観形成上の課題 

景観計画(素案)について 
 

１２月９日(火)  

第２回 重点・推進地区住民検討会 
内容：景観形成重点・推進地区の景観特性及

び景観形成上の課題景観計画(素案)に
ついて 

平成２１年 
２月５日(木) 

第３回 住民検討会 
内容：第２回結果報告、景観計画(素案)につ

いて 
 

２月１０日(火)  
第３回 重点・推進地区住民検討会 
内容：第２回結果報告、景観計画(素案)につ

いて 

 

 

２ 米沢市景観計画(案)地区説明会 

上記の検討会を受けて修正した景観計画(案)及び景観法の概要に関する説明会を開催した。 

期日 対象地区 会場 

平成２１年 
２月２３日(月) 北部、塩井、六郷、広幡、窪田 北部集会所 

２月２４日(火) 東部、上郷、万世、山上 東部コミュニティセンター 

２月２５日(水) 西部、愛宕、三沢、田沢 西部コミュニティセンター 

２月２７日(金) 南部、南原 南部コミュニティセンター 

３月１日（日） 中部、全市 置賜総合文化センター 
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【平成２１年度】 

〇米沢市景観計画(案)策定 

平成２０年度に作成した景観計画(案)をもとに米沢市景観形成委員会で審議を行うとともに、パ

ブリックコメントの手続きと景観形成重点地区住民説明会を行った。 

１ 米沢市景観形成委員会での審議 

平成２０年度に作成した景観計画(案)を委員会に諮問し、審議を行った。 

日時 場所 開催内容 審議内容 

平成２１年 

５月２５日(月) 

午後２時～ 

米沢市役所 

庁議室 

委嘱状交付式 

第３７回委員会 

(平成２１年度第１回) 

①米沢市景観計画(案)の説明 

６月２日(月) 

午後１時３０分～ 

置賜総合 

文化センター 

第３会議室 

第３８回委員会 

(平成２１年度第２回) 

①景観とは(委員長講話) 

②米沢市景観計画の審議 
・景観計画の目標 ・景観計画の区域 ・景観形
成に関する基本方針 ・地区別の景観形成方針 

７月１３日(月) 

午後１時３０分～ 

置賜総合 

文化センター 

201研修室 

第３９回委員会 

(平成２１年度第３回) 

①米沢市景観計画の審議 
・行為の制限に関する方針 ・景観計画の協議 
・その他の良好な景観の形成に関する事項 

８月１９日(水) 鶴岡市 先進地視察研修 
①鶴岡市視察 
・現地視察 ・鶴岡市景観計画の説明 
・鶴岡市景観審議会委員と意見交換 

８月２４日(月) 

午後２時～ 

置賜総合 

文化センター 

301研修室 

第４０回委員会 

(平成２１年度第４回) 
①米沢市景観計画の審議 

９月２５日(金) 

午後４時～ 

置賜総合 

文化センター 

301研修室 

第４１回委員会 

(平成２１年度第５回) 

①米沢市景観計画の審議 

②米沢市景観条例の案 

③パブリックコメント手続 

１２月２１日(月) 

午後２時～ 

米沢市役所 

庁議室 

第４３回委員会 

(平成２１年度第６回) 

①パブリックコメントの実施結果 

②重点地区住民説明会の実施結果 

③米沢市景観計画(案)の訂正内容 

平成２２年 

２月１０日(水) 

午後２時～ 

置賜総合 

文化センター 

301研修室 

第４４回委員会 

(平成２１年度第７回) 

①米沢市景観計画(案)の審議 

②平成２１年度景観形成事業の報告 

③平成２２年度のスケジュール 

 

２ パブリックコメントの実施 

米沢市景観形成委員会による審議により内容を修正した景観計画についてパブリックコメン

トを行い、意見の募集を行った。 

（１）意見募集期間 平成２１年１１月２日(月)～２４日(火) 

（２）意見募集の結果 意見提出者の数１人／提出された意見６件 

 

３ 景観形成重点地区住民説明会 

米沢市景観形成委員会による審議により内容を修正した景観計画（案）に基づき、景観形成

重点地区に指定予定の地区住民を対象に、景観計画(案)及び届出制度について住民説明会を開

催した。 

期日 対象地区 会場 

平成２１年 

１１月２６日(木)午後７時～ 上杉家廟所周辺地区 西部コミュニティセンター 研修室 

１１月２７日(金)午後７時～ 松が岬公園周辺地区 伝国の杜 ２階 小会議室 

１１月３０日(月)午後７時～ 米沢駅周辺地区 米沢駅 ２階 多目的室 
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【平成２２年度】 

〇米沢市景観計画(案)策定 

平成２１年度に実施した米沢市景観形成委員会での審議等の結果を受けて変更した米沢市景観

計画（案）について、米沢市都市計画審議会への意見聴取及び、米沢市景観形成委員会において

最終審議を行い、答申を受けた。 

 

１ 米沢市都市計画審議会への意見聴取（景観法第９条第２項による意見聴取） 

景観法第９条に基づく米沢市都市計画審議会への意見聴取を下記のとおり実施した。  

   （１）開催日時・場所 

日時 平成２２年５月１２日（水）午後２時より 

場所 庁議室  

（２）説明の内容 

米沢市景観計画(案)、本市の都市計画マスタープラン等の各計画との整合性を示す書類

を配布し、説明を行った。 

（３）審議の結果 

      米沢市景観計画(案)は、本市の各種計画に適合しているとの答申を受けた。 

 

２ 米沢市景観形成委員会での最終審議（米沢市景観条例第７条第２項,第８条第２項,第９条第２項による意見聴取） 

米沢市景観計画(案)について、米沢市都市計画審議会での審議状況等を説明し、審議し、答

申を受けた。  

（１）開催日時・場所 

日時 平成２２年５月３１日（月）午後２時より 

場所 庁議室  

（２）審議の結果 

平成２１年５月２５日の諮問に基づく答申を受けた。 

 


