
４．林地開発行為許可申請一覧表

審議会開催日 № 申請者 目　的 開発行為の場所 事業区域面積
開発行為に係る

森林面積
新規･変更別

H21.12.18 1 ㈱新栄 残土埋立及び農地造成 市原市犬成字冬込野1247-9 ほか87筆 25.6699 ha 12.2252 ha 変更

第76回森林保全部会 2 ㈱タケエイ 産業廃棄物最終処分場 千葉市緑区大木戸町1197-5ほか19筆 7.2444 ha 4.1040 ha 変更

3 ㈲藤山商事 砂利採取 香取市香取字長部台77-1 ほか23筆 3.6567 ha 1.9846 ha 変更

３件 36.5710 ha 18.3138 ha

H22.2.16 1 ㈱ＡＣＯＲＮ 宅地造成 市原市高滝字土太郎886－1ほか85筆 32.1663 ha 19.6355 ha 新規

第77回森林保全部会 2 ㈱ＹＡＳＵ 砂利採取 香取市大倉字藤株台2230－13ほか17筆 4.3010 ha 3.1032 ha 新規

3 鋸南町保田漁業協同組合 レジャー施設 安房郡鋸南町吉浜字西の作119ほか167筆 8.4738 ha 1.9176 ha 新規

4 (有)芝崎 砂利採取 袖ヶ浦市川原井字南畑659-1ほか6筆 5.1385 ha 1.5813 ha 新規

5 三信建設㈱ 砂利採取及び宅地造成 成田市前林字成政959－1ほか19筆 0.9720 ha 0.8086 ha 変更

6 館山建材㈱ 残土埋立及び資材置場・駐車場 館山市西長田字洞口970ほか51筆 24.6859 ha 13.2937 ha 変更

7 共栄運輸㈱ 砂利採取 木更津市畑沢字向谷1209-1ほか141筆 42.4751 ha 33.6585 ha 変更

8 (有)山本建材 砂利採取 袖ケ浦市林字勝木谷262-1ほか3筆 5.4881 ha 2.9662 ha 変更

9 ㈱北袖商事 砂利採取 袖ケ浦市久保田字矢崎1661ほか9筆 4.5686 ha 2.0336 ha 変更

9件 128.2693 ha 78.9982 ha

H22.5.7 1
㈱エスティホーム
日生開発㈱

住宅団地の造成 千葉市若葉区貝塚町1372番1ほか11筆 2.7216 ha 1.3785 ha 新規

第78回森林保全部会 2 東葉建設㈱ 残土埋立及び資材置場の造成 市原市上高根字北ノ谷931番ほか22筆 8.4104 ha 4.1591 ha 新規

3 ㈱資源開発センター 砂利採取 香取郡神崎町植房字浅間207番3ほか12筆 3.6108 ha 2.3438 ha 新規

4 石津建材㈱ 砂利採取 香取市大根字つるまき583番ほか12筆 6.3639 ha 4.8750 ha 変更

5 釼持工業㈱ 砂利採取 君津市作木字奥大平谷1番1ほか53筆 37.3501 ha 27.8911 ha 変更

6 シンワ開発㈱ 砂利採取 君津市向郷字須田谷1610番1ほか10筆 9.7853 ha 6.2516 ha 変更

7 ヤスミ資材㈱ 砂利採取 君津市小櫃台字瀬ヶ沢168番ほか102筆 45.5396 ha 40.2649 ha 変更

8 ㈱大倉 残土埋立 君津市荻作字打越139番1ほか22筆 16.6450 ha 13.8944 ha 変更

8件 130.4267 ha 101.0584 ha

H22.6.25 1 中村造園土木㈱ 事業場の設置 市原市深城字上化し624番1ほか5筆 1.9666 ha 1.0350 ha 新規

第79回森林保全部会 2 ㈱伴 残土埋立 長生郡長柄町山根字牛房谷2011番１ほか31筆 2.4759 ha 1.4195 ha 新規

3 綜合企画㈱ 住宅団地の造成 茂原市下太田字西白幡218番ほか163筆 28.2692ha 13.5408 ha 変更

3件 32.7117 ha 15.9953 ha

（第76回～第82回森林保全部会）



審議会開催日 № 申請者 目　的 開発行為の場所 事業区域面積
開発行為に係る

森林面積
新規･変更別

H22.8.31 1 ㈱伊勢豊 住宅団地の造成 千葉市緑区鎌取町2808番74ほか18筆 1.9305 ha 1.7291 ha 新規

第80回森林保全部会 2 大成建設㈱ 埋蔵文化財の調査 市原市海保字廣作1446番3ほか136筆 20.5753 ha 6.0519 ha 新規

3 ㈲丸和建材社 砂利採取 市原市万田野字土太郎526番ほか333筆 78.5659 ha 65.6884 ha 変更

4 ㈲立建商事 残土埋立 佐倉市天辺字松向388番1ほか37筆 4.6851 ha 2.8683 ha 変更

4件 105.7568 ha 76.3377 ha

H22.10.29 1 八代建材（有） 砂利採取 山武郡芝山町大里字加賀橋140番2ほか１筆 2.7922 ha 1.2241 ha 新規

第81回森林保全部会 2 平和建設㈱ 残土埋立 袖ヶ浦市林字西下ヶ谷246番ほか6筆 3.6954 ha 2.0373 ha 新規

3 三信建設㈱ 砂利採取 成田市前林字宿ノ台341番１ほか32筆 14.7575 ha 7.3575 ha 変更

4 並木新一 砂利採取 山武郡横芝光町中台字橋戸1181番ほか33筆 3.8726 ha 2.6575 ha 変更

4件 25.1177 ha 13.2764 ha

H22.12.17 1 大橋建設㈱ 残土埋立及び農地造成 市原市椎津字下大谷1914番1ほか31筆 11.6472 ha 4.1213 ha 新規

第82回森林保全部会 2 ㈱東海住宅建設 住宅団地の造成 野田市木間ヶ瀬字向ノ内2433番１ほか3筆 2.2866 ha 1.7020 ha 新規

3 (有)長谷川興産 残土埋立 八街市八街字外満木山ろ55番10ほか2筆 5.3790 ha 3.0612 ha 新規

4 ㈲柳瀬興業 砂利採取及び残土埋立 君津市大野台字五行台野815番65ほか19筆 29.3327 ha 24.0245 ha 変更

5 (有)篠原土建興業 砂利採取及び残土埋立 市原市大桶字下大月20番7ほか6筆 3.8367 ha 2.9644 ha 変更

6 ㈱ＡＣＯＲＮ 住宅団地の造成 市原市高滝字土太郎886番1ほか85筆 32.1663 ha 19.6355 ha 変更

7 ㈱第一建材 砂利採取 成田市名古屋字鳶ヶ入1282番4ほか7筆 5.2258 ha 3.4467 ha 変更

8 共栄運輸㈱ 砂利採取 木更津市畑沢字向谷1209番１ほか140筆 41.9150 ha 33.5232 ha 変更

8件 131.7893 ha 92.4788 ha

合計（新規16件、変更23件） 590.6425 ha 396.4586 ha


