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はじ めに  

館山市は、千葉県房総半島の南端に位置し、都心から100km圏
内にありながら、温暖な気候と輝く海、緑豊かな自然に恵まれていま
す。

そして、海をはじめとする自然景観と、地形や気候、歴史文化など
がもたらす「館山という舞台」に、先人達の営みが積み重なり、個性
豊かな素晴らしい景観が形成されています。

冬でもポピーやストック、菜の花など様々な花々が咲き誇り、夏に
はマリンスポーツや海水浴を楽しむことができ、一年を通して多くの
方々に来訪していただいています。

しかしながら、私たちを取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、景観についても同様で、こ
の素晴らしい景観が変化する可能性があります。

こうした中、市民の皆様をはじめ多くの方々に、館山市の素晴らしい景観を再認識していただく
とともに、市民の皆様の景観に対する想いを明文化し、景観を守り育てていくためのルールを定
めた「館山市景観計画」を策定いたしました。

この「景観計画」は、これからの景観維持・保全、そして新たな景観の創造に関する基本的な
方針となります。

また、「景観計画」においては、10の地域コミュニティごとに形成されている個性豊かな魅力
溢れる景観にもスポットをあて、地区ごとの景観形成方針に基づき、地域の皆様と共に、地域の
宝を守り・育ててまいります。

さらに、長年、地域の皆様が主体となり、「南欧風のまちづくり」に取り組んでいただいている
「館山駅西口地区」を、「景観計画」の重点地区に指定しました。この指定により、今後も館山駅
西口地区の良好な街並み景観を維持してまいります。

この「景観計画」を運用していくことで、景観の維
持・保全だけでなく、市民の皆様一人ひとりが、この
素晴らしい景観に誇りと愛着を持っていただき、さら
に多くの方々に愛される館山市にしていくことが私
の理想でございます。

終わりに、「景観計画」の策定にあたり、景観ま
ちづくりワークショップや景観市民アンケート、パブ
リックコメント等を通じて貴重なご意見・ご提案をい
ただいた市民の皆様をはじめ、ご尽力いただきまし
た、「館山市景観計画策定委員会」及び「館山市都
市計画審議会」の委員の皆様に、心より御礼を申し上げます。

　令和元年６月
　　　　　　　　　　　　　　　　　館山市長
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