
第 65回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 30年４月 23日（月）午前 10時 00分～午前 11時 30分  

２  開催場所  浦安市役所４階会議室Ｓ６  

３  出席者  

 （景観審査会委員）作山会長、中尾副会長、福島委員  

 （景観評価委員）田邉委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）設計者４名  財産管理課２名  営繕課２名  

議題（２）設計者４名  

４  議題  事前協議書の審査（２件）  

(1) 継続案件 (立体駐車場 )の報告  

(2) 継続案件 (病院等の新築 )の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、審査会を受けての報告という場であったた

め、審査は行わず、現地確認を行った。  

(2)  議題 (２ )については、前回の審査会の結果を受け、修正を加え

た計画内容について審査した結果、適合と判断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 66回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 30年６月 27日（水）午前 13時 30分～午前 14時 30分  

２  開催場所  浦安市役所４階災害対策本部室  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、中尾副会長、福島委員  

 （景観評価委員）坂井委員、田邉委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  ６名   

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 新規案件 (店舗 )の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、適合と判

断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 67回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 30年７月 25日（水）午前 10時 30分～午前 11時 00分  

２  開催場所  浦安市役所６階会議室Ｓ１  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、中尾副会長  

 （景観評価委員）坂井委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  ５名   

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 新規案件 (集合住宅 )の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、適合と判

断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 68回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 30年９月５日（水）午前 10時 00分～午前 11時 00分  

２  開催場所  浦安市役所４階会議室Ｓ５  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、中尾副会長  

 （景観評価委員）坂井委員、田邉委員  

 （事務局）  都市計画課  本川課長補佐、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  ７名   

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 新規案件 (集合住宅 )の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、継続審査

と判断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 69回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 30年 10月 31日（水）午後２時 00分～午後３時 00分  

２  開催場所  浦安市役所４階会議室Ｓ６  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、中尾副会長、福島委員  

 （景観評価委員）坂井委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  ７名   

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 継続案件 (集合住宅 )の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、適合と判

断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 70回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 30年 12月 14日 (金 ) 午前 10時 00分～午前 11時 00分  

２  開催場所  浦安市役所４階会議室Ｓ６  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、福島委員  

 （景観評価委員）坂井評価委員、田邉評価委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  計６名   

議題（２）事業者及び設計者  計２名  

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 新規案件（集合住宅）の審査  

（ 2）  新規案件（戸建）の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、継続と判

断された。  

(2)  議題 (2)については、計画内容について審査した結果、継続と判

断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 71回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 31年２月 22日 (金 ) 午前 10時 00分～午前 11時 30分  

２  開催場所  浦安市役所４階会議室Ｓ４  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、中尾委員、福島委員  

 （景観評価委員）田邉評価委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  計６名   

議題（２）事業者及び設計者  計２名  

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 継続案件（集合住宅）の審査  

（ 2）  継続案件（戸建）の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、適合と判

断された。  

(2)  議題 (2)については、計画内容について審査した結果、適合と判

断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 



第 72回浦安市景観審査会（議事要旨）  

 

１  開催日時  平成 31年３月 27日 (水 ) 午後２時 00分～午前２時 30分  

２  開催場所  浦安市役所６階会議室Ｎ２  

３  出席者  

 （景観審査会委員）  作山会長、中尾委員、福島委員  

 （景観評価委員）坂井委員、田邉評価委員  

 （事務局）  都市計画課  堀井課長、内山係長、實川  

 （各審査案件の関係者）  

議題（１）事業者及び設計者  計３名   

４  議題  事前協議書の審査（１件）  

(1) 新規案件（ホテル）の審査  

５  議事の概要  

(1)  議題 (1)については、計画内容について審査した結果、継続審査

と判断された。  

６  その他  次回開催予定は未定とし、詳細は後日調整とした。  

 

問い合わせ先  都市整備部  都市計画課  開発指導係  担当  實川  

電話 (係直通 )047-712-6543 (代表 )047-351-1111（内線  18205）  

 


