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第3章 事業実施想定区域及びその周囲の概況 

3.1 自然的状況 

事業実施想定区域及びその周囲における主な自然的状況を把握した結果を表 3.1-1に示しま

す。また、自然的状況をとりまとめた図面を図 3.1-1(1)～(2)に、その図中の該当する事項の

一覧を表 3.2.-3～20(4)に示します。 

なお、事業実施想定区域及びその周囲は、事業実施想定区域が該当する対象自治体（市川市、

松戸市、鎌ケ谷市、柏市、白井市、船橋市の６市）に八千代市、印西市を加えた範囲でとりま

とめました。 

表 3.1-1(1) 自然的状況 

項 目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 
気象、大気

質、騒音、

振動その他

の大気に係

る環境の状

況 

1.気象の状況 

船橋地域気象観測所（気象庁）における過去 10 年間（平成 19 年～平成 28 年）の気象の

状況は、年間平均気温が 15.6℃、年間降水量の平均値が 1,518mm、年間平均風速が 1.9ｍ/
秒（最大風速 9.2ｍ/秒）、最多風向が北東となっている。 
2.大気質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、一般環境大気測定局（以下、「一般局」とい

う。）として 8 局、自動車排出ガス測定局（以下、「自排局」という。）として 3 局存在し

ている。一般局における過去 5 年間の経年変化（平成 23 年度～平成 27 年度）は、二酸化硫

黄が全ての測定局で環境基準を達成している。二酸化窒素は、全ての測定局で環境基準を達

成しており、県目標も平成 26 年度には達成している。浮遊粒子状物質は、長期的評価では

全ての測定局で環境基準を達成しているが、短期的評価では一部で環境基準が非達成となっ

ている。微小粒子状物質は、平成 26 年度までは一部で環境基準非達成がみられたが、平成

27 年度にいずれの測定局も環境基準を達成している。 
自排局においては、二酸化窒素は全ての測定局で環境基準を達成しているが、県目標は一

部で非達成となっている。一酸化炭素は、全ての測定局で環境基準を達成している。浮遊粒

子状物質は、長期的評価では全ての測定局で環境基準を達成しているが、短期的評価では一

部で環境基準が非達成となっている。 
3.騒音の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、平成 27 年度に道路交通騒音調査の面的評価

が 23 地点、要請限度に係る調査が 4 地点で実施されている。面的評価の調査結果をみる

と、昼間・夜間とも環境基準値以下となっている場合は、15.4％～100.0％となっている。 
また、騒音規制法に基づく道路交通騒音調査結果をみると、一般国道６号の調査地点 2 か

所において、要請限度値を超過している。このほか、下総飛行場に係る航空機騒音調査が平

成 27 年度は 8 か所で行われている。環境基準の達成状況をみると、飛行コース直下の福太

郎アリーナにおいて、環境基準が非達成となっている。 
4.振動の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、平成 27 年度に道路交通振動調査が 6 地点で

実施されており、そのうち 5 地点が第 1～2 種区域である。それら第 1～2 種区域の 5 箇所の

全てが要請限度値を下回っている。 
水 象 、 水

質、水底の

底質その他

の水に係る

環境の状況 

1.水象の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、利根川水系に属する国分川及び大津川等が存

在する。 
2.水質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、平成 27 年度に 9 河川 13 地点で公共用水域の

水質調査が行われており、江戸川で大腸菌群数が、桑納川で全亜鉛が、印旛放水路（上流）

で水素イオン濃度（pH）や生物化学的酸素要求量（BOD）、全亜鉛が、それぞれ環境基準

に不適合となっているが、それ以外の項目はいずれの地点も環境基準に適合している。 
3.底質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、平成 27 年に江戸川 2 地点で測定が行われて

いるものの、事業実施想定区域が渡河する河川では調査はされていない。 

4.地下水の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、平成 27 年度に 30 地点で概況調査が、27 地

点で継続監視調査が、25 地点で要監視項目調査が実施されている。 
調査結果では、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素等の一部の項目で環境基準値等を超過してい

る地点があるものの、概ね環境基準値等を下回っている。 
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表 3.1-1(2) 自然的状況  

項 目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 
土壌及び地盤

の状況 
1.土壌の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における土壌の状況は、主に厚層黒ボク土壌や黒ボク土壌

が広く分布している。 
2.地盤の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における地盤変動の状況（平成 22 年～平成 28 年）は、東

北地方太平洋沖地震の影響を受けた平成 23 年度を除き、いずれの地点も環境省の地盤沈下の

監視目安を下回っている。 

3.土壌汚染の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、「土壌汚染対策法」により指定された要措置

区域が松戸市、八千代市に存在する。 
地形及び地質

の状況 
1.地形の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、主に上位砂礫台地が分布しており、東側の神

崎川周辺と西側の国分川周辺に谷底平野・氾濫原平野が広がっている。加えて、西側の国分

川周辺は、谷底平野・氾濫原平野を覆うように人工地形である盛土改変地が分布している。 
2.地質の状況 

事業実施想定区域及びその周囲には、下総台地を覆う武蔵野ローム層、立川ローム層及び

下末吉層を主体とした関東ローム層が分布しており、西側の国分川周辺では泥がち堆積物と

埋立地堆積物が分布し、中央の大津川や東側の神崎川周辺に泥がち堆積物が分布している。 
動植物の生息

又は生育、植

生及び生態系

の状況 

1.動物の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体では、「環境省レッドリスト 2017 の公表

について」（平成 29 年 3 月 31 日 環境省報道発表資料）や「千葉県の保護上重要な野生生

物－千葉県レッドデータブック－動物編（2011 年改訂版）」（平成 23 年 3 月 千葉県生活

環境部自然保護課）等で挙げられている重要な動物種として、哺乳類では 4 目 7 科 7 種、鳥

類では 16 目 38 科 112 種、爬虫類では 2 目 6 科 12 種、両生類では 2 目 4 科 6 種、魚類では

7 目 9 科 21 種、昆虫類では 11 目 77 科 213 種、クモ類では 1 目 5 科 9 種、多足類では 2 目 2
科 2 種、陸産貝類では貝類 1 目 2 科 2 種、底生動物（水産貝類･水産甲殻類）では 9 目 26 科

37 種が生息するとされている。また、事業実施想定区域及びその周囲における動物の注目す

べき生息地等の状況として、タガメ、ゲンジボタルの生息地等が存在するとされている。 
2.植物の状況 

事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体では、「千葉県の保護上重要な野生生物

－千葉県レッドデータブック－植物・菌類編（2017 年改訂版）」や「千葉県の保護上重要な

野生生物－千葉県レッドデータブック－植物編（2009 年改訂版）」によると注 1）、重要な植

物種として、維管束植物では 81 科 305 種、非維管束植物では 11 科 26 種が生育するとされ

ている。また、事業実施想定区域及びその周囲における重要な植物群落等として、国府台、

真間山の自然林や鎌ヶ谷郷土の森等が存在するとされている。 
3.生態系の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、「台地・低地の樹林」、「河辺・湿原等」、

「耕作地及び緑の多い住宅地等」を生息、生育基盤とする生態系が成立している。また、重

要な湿地として、市川市のじゅん菜池と市川市大町周辺の谷津田が指定されている。 
景観及び人と

自然との触れ

合いの活動の

状況 

1. 主要な眺望点及び景観資源の分布及び概況 

事業実施想定区域及びその周囲における主要な眺望点と眺望景観については、曽谷の高台

からの眺めやかまがやスカイビュー等が存在している。 
事業実施想定区域及びその周囲における主な景観資源は、自然的・文化的・歴史的景観資

源が多く位置しており、主な景観資源として、大町周辺の森、日枝神社の林、豊作稲荷神社

の林、八坂神社の林、じゅん菜池緑地、堀之内貝塚公園、小塚山公園等が存在している。 
2.主要な人と自然との触れ合い活動の場の分布 

事業実施想定区域及びその周囲においては、主な人と自然との触れ合いの活動の場とし

て、新鎌ふれあい公園及び市制記念公園、堀之内貝塚公園等が存在している。 

その他自然的

状況に関する

事項 

1. 文化財等 

 事業実施想定区域及びその周囲においては、指定文化財が全部で 74 件（国指定文化財：11
件、県指定文化財：4 件、市指定文化財：59 件）存在している。 

2. 埋蔵文化財包蔵地 

 埋蔵文化財包蔵地については、事業実施想定区域及びその周囲の中央から西側と、東端の

八千代市、白井市、印西市などで多く見られている。また馬土手は、下総飛行場より西側の

松戸市などに存在している。 
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注 1）植物、菌類に関する「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック」については、

2017 年改訂版（平成 29 年 3 月）で重要種とそのカテゴリーが 2009 年改訂版（平成 23 年 3 月）か

ら見直されている。このため、事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体で確認されている重

要な植物種とそのカテゴリーについては、2017 年改訂版（平成 29 年 3 月）に基づいて把握した。 
 ただし、生育・生息状況の変化は、2017 年改訂版（平成 29 年 3 月）で見直されず、現時点では

2009 年改訂版（平成 23 年 3 月）が最新の情報になっている。このため、生息確認位置については、

「千葉県の保護上重要な野生生物－千葉県レッドデータブック－植物編（2009 年改訂版）」（平成

21 年 3 月 千葉県環境生活部自然保護課）〔追録第 1 号改訂版（平成 23 年 3 月）、第 2 号（平成

24 年 3 月）、第 3 号（平成 26 年 3 月）、第 5 号（平成 28 年 5 月）を含む〕を用いて把握した。 
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図 3.1-1(1) 自然的状況（その１） 
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図 3.1-1(2) 自然的状況（その２） 
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3.2 社会的状況 

事業実施想定区域及びその周囲における主な社会的状況を把握した結果を表 3.2-1に示しま

す。また、社会的状況をとりまとめた図面を図 3.2-1 に、その図中の該当する事項の一覧を表

3.2-21(1)～(15)に示します。 

 

表 3.2-1(1) 社会的状況 

項 目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 
人口の状況 事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体（市川市、船橋市、松戸市、柏

市、八千代市、鎌ケ谷市、印西市、白井市）の平成 27 年 10 月１日現在の人口は

2,458,218 人、世帯数は 1,068,994 世帯となっている。 
また、事業実施想定区域の一部に人口集中地区(DID)が存在する。 

土地利用の状況 事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体の宅地の占める割合は、市川

市、松戸市及び船橋市で約 50％、八千代市、柏市及び鎌ケ谷市で 30％～40%、白

井市で約 20％、印西市で約 10％となっている。また、事業実施想定区域及びその

周囲においては、主に畑地が分布し、その周辺には住宅用地が多くみられる。 
河川、湖沼及び海域の

利用並びに地下水の利

用の状況 

事業実施想定区域は、西端で国分川と、中央で大津川と、東端で神崎川と交差

しているが、いずれの河川においても船舶等の航行などの水面利用は見られな

い。 

国分川は、洪水対策のための総合治水対策特定河川に指定されており、国分川

分水路や国分川調節池の整備など治水整備が行われている。大津川は、一級河川

で指定されている手賀沼流入点～しらはた橋で、神崎川は二重川合流点～白井市

木戸前で、二重川は神崎川合流点～井草排水路合流点で河川改修が進められてい

る。 

また、事業実施想定区域及びその周囲における8自治体の地下水揚水量は、67
～42,094ｍ3/日、上水道の普及率は約76～99％程度となっている。 

交通の状況 事業実施想定区域及びその周囲における主要な道路としては、事業実施想定区域

と一部区間並行する一般国道 464 号や事業実施想定区域の東端に一般国道 16 号が

あり、西端に外環道が整備中である。事業実施想定区域と交差する道路としては、

一般国道 16 号のほかに、一般県道松戸原木線、主要地方道市川柏線、一般国道

464 号、主要地方道千葉鎌ケ谷松戸線、主要地方道船橋我孫子線及び主要地方道市

川印西線等がある。 
事業実施想定区域及びその周囲における全国道路・街路交通情勢調査一般交通量

調査(道路交通センサス調査)の調査結果については、事業実施想定区域と並行する

一般国道 464 号で 24 時間交通量が 10,770 台～35,113 台、昼間 12 時間大型車混入

率が 10.7％～19.1％となっている。 
主要な鉄道としては、北総鉄道北総線があり、交差する鉄道としては、JR 武蔵

野線、新京成電鉄新京成線、東武野田線及び北総鉄道北総線がある。 
住宅の配置の概況、及

び学校・病院その他の

環境の保全についての

配慮が特に必要な施設

の配置の状況 

事業実施想定区域及びその周囲の住宅の配置の概況については、主に分布する畑

地の周辺に住宅用地等がみられる。 
事業実施想定区域及びその周囲における環境の保全についての配慮が特に必要な

施設の配置の状況は、幼稚園が 73 箇所、小学校が 90 箇所、中学校が 53 箇所、高

等学校が 32 箇所、短期大学や大学が 9 箇所、支援学校が 11 箇所、専門学校が 3 箇

所、保育園が 124 箇所、病院が 41 箇所、福祉施設が 218 箇所、図書館が 26 箇所

に存在している。 
下水道の整備の状況 事業実施想定区域及びその周囲は、江戸川左岸流域下水道全体計画区域及び手賀

沼流域下水道全体計画区域、印旛沼流域下水道全体計画区域に属している。事業実

施想定区域及びその周囲における 8 自治体の下水道普及率は、約 59～92％であ

る。 
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表 3.2-1(2) 社会的状況 

項 目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 
環境の保全を目的とし

て法令等により指定さ

れた地域その他の対象

及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況 

1.都市計画法第八条第１項第一号の規定により定められた用途地域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、市街化区域が主に第一種低層住居

専用地域や第一種住居地域等で占められており、一方、市街化調整区域も広く見

られている。事業実施想定区域においては、主に市街化調整区域に属しており、

一部で第一種低層住居専用地域や近隣商業地域が点在している。 
2.環境基本法第十七条の規定により策定された公害防止計画の策定の状況（策定

の時期、計画の時期、計画の目標値等） 

千葉県では、平成 29 年 3 月に「千葉地域公害防止計画」が策定されており、

事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体は、対象地域として指定されて

いる。 
3.大気汚染防止法第五条の二第１項の規定により定められた指定地域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、市川市、船橋市及び松戸市が硫黄

酸化物の総量規制地域として定められているものの、窒素酸化物の総量規制地域

は存在しない。 
4.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削

減等に関する特別措置法第六条第１項及び第八条第１項の規定により定められ

た窒素酸化物対策地域及び粒子状物質対策地域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、印西市を除く 7 自治体は、同法の

対策地域として定められている。 
5.幹線道路の沿道の整備に関する法律第五条第１項の規定により指定された沿道

整備道路 

事業実施想定区域及びその周囲においては、沿道整備道路は存在しない。 
6.環境基本法第十六条第１項の規定により定められた騒音に係る環境基準の類型

の指定状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、市川市で主にＡ類型、松戸市で主

にＡ類型、鎌ケ谷市でＢ類型、白井市で主にＡ類型、船橋市で主にＡ類型に属し

ている。 
7.騒音規制法第三条第１項及び第十七条第１項に基づく指定地域内における自動

車騒音の限度、地域指定状況、区域の区分、時間の区分の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においは、市川市で主にａ区域、松戸市で主に

ａ区域、鎌ケ谷市で主にｂ区域、白井市で主にａ区域、船橋市で主にａ区域に属

している。 
8.土壌汚染対策法第六条の規定により指定された区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、同法により指定された要措置区域

が松戸市、八千代市に存在する。 
9.世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条二の世界遺産一覧表

に記載された文化遺産及び自然遺産の区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、同表に記載された文化遺産及び自

然遺産の区域は存在しない。 
10.絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十六条第１項の規

定により指定された生息地等保護区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、生息地等保護区は存在しない。 
11.特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約第二条一の規定によ

り指定された湿地の区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、同条約により指定された湿地の区

域は存在しない。日本では、湿地保全施策の基礎資料を得るため、多数の専門家

の意見を得て重要湿地を選定した「日本の重要湿地 500」があり、その中で、市

川市大町周辺の谷津田と市川市のじゅん菜池が重要な湿地として選定されてい

る。 
12.文化財保護法第百九条第１項の規定により指定された名勝又は天然記念物又は

同法第百三十四条第１項の規定により指定された重要文化的景観 

事業実施想定区域及びその周囲においては、指定文化財が全部で 74 件（国指

定文化財：11 件、県指定文化財：4 件、市指定文化財：59 件）存在している。た

だし、事業実施想定区域及びその周囲には、重要文化的景観は存在しない。 
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表 3.2-1(3) 社会的状況 

項 目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 
環境の保全を目的とし

て法令等により指定さ

れた地域その他の対象

及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況 

13.自然公園法第五条第１項の規定により指定された国立公園、同条第２項の規定

により指定された国定公園又は同法第七十二条の規定により指定された都道府

県立自然公園の区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、国立公園、国定公園、県立自然公

園は存在しない。 

14.自然環境保全法第十四条第１項の規定により指定された原生自然環境保全地域、

同法第二十二条第１項の規定により指定された自然環境保全地域又は同法第四十

五条第１項の規定により指定された都道府県立自然環境保全地域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、船橋市の「八王子神社の森郷土環

境保全地域」が自然環境保全地域に指定されている。ただし、原生自然環境保全

地域、県立自然環境保全地域は存在しない。 
15.首都圏近郊緑地保全法第三条第１項の規定により指定された近郊緑地保全区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、首都圏近郊緑地保全区域は存在し

ない。 
16.瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の七の規定により指定された自然海浜全

地区 

千葉県については、同法に係る関係自治体ではない。 
17.近畿圏の保全区域の整備に関する法律第五条第１項の規定により指定された近

郊緑地保全区域 

千葉県については、同法に係る関係自治体ではない。 
18.都市緑地法第五条第 1 項の規定により指定された緑地保全地域又は同法第十二

条第 1項の規定により指定された特別緑地保全地区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、市川市の宮久保特別緑地保全地

区、松戸市の栗山特別緑地保全地区、矢切特別緑地保全地区、柏市の高柳特別緑

地保全地区が指定されている。 
19.都市緑地法第四条第 1 項により市町村が定める緑地の保全及び緑地の推進に関

する基本計画（「緑の基本計画」） 

事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体は、同法に基づき「緑の基本

計画」を策定しており、緑地の保全や緑化の推進に係る計画を示している。 
20.鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第１項の規定

により設定された鳥獣保護区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲における鳥獣保護区は、船橋鳥獣保護区が分布

している。 
21.都市計画法第八条第 1項第七号の規定により定められた風致地区の区域 

事業実施想定区域及びその周囲においては、市川市の国府台、大町、利風苑、

船橋市の法典及び滝不動が指定されている。 
22.景観法第八条第 1 項により景観行政団体が定める良好な景観の形成に関する計

画（景観計画） 

事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体のうち、白井市、八千代市以

外は、同法に基づく“景観行政団体”となっており、その中で印西市を除く 5 市

でそれぞれ景観計画を策定のうえ、良好な景観を形成するために必要な行為の制

限の基準等を定めている。 
23.地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第五条第１項の規定によ

り市町村が定める歴史的風致の維持及び向上に関する計画（「歴史的風致維

持向上計画」） 

事業実施想定区域及びその周囲においては、歴史的風致維持向上計画の策定は

行われていない。 
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表 3.2-1(4) 社会的状況 

項 目 事業実施想定区域及びその周囲の概況 
環境の保全を目的とし

て法令等により指定さ

れた地域その他の対象

及び当該対象に係る規

制の内容その他の状況 

24.その他の環境の保全を目的として法令等に規定する区域等の状況 

・「保護林の再編・拡充について」により指定された保護林の区域 
事業実施想定区域及びその周囲においては、保護林の区域は存在しない。 

・地方公共団体の条例等、自然環境の保全を目的に指定された区域 
事業実施想定区域及びその周囲においては、事業実施想定区域及びその周囲

における市川市、松戸市、八千代市、鎌ケ谷市で条例等により保全林や保護樹

木が指定されている。 
25.その他の指定状況等 

・砂防法に基づく砂防指定地の状況 
事業実施想定区域及びその周囲においては、砂防指定地の区域は存在しな

い。 
・地すべり等防止法による地すべり防止区域の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、地すべり防止区域は存在しな

い。 
・急傾斜地の災害の防止に関する法律による急傾斜地崩壊危険区域の状況 

事業実施想定区域及びその周囲においては、急傾斜地崩壊危険区域が指定されて

いる。 
その他の事項 1. 廃棄物の処理及び施設の状況 

 事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体のごみ処理の状況は、年間の

ごみ収集量が最も多いのは船橋市で 209,671t、最も少ないのは白井市で 18,992t
となっている。 
また、事業実施想定区域及びその周囲の 8 自治体における産業廃棄物処理業者

のうち、中間処理業者の状況は 14 箇所が存在する。 
2. 土地区画整理事業の状況 

 事業実施想定区域及びその周囲における 8 自治体では、松戸市、柏市、八千代

市で土地区画整理事業を行っている。 
3. 公害苦情の状況 

 事業実施想定区域及びその周囲の 8 自治体において、平成 27 年度の苦情件数で

最も多い典型七公害は、市川市、松戸市では騒音、船橋市、八千代市では悪臭、

柏市、鎌ケ谷市、印西市、白井市では大気汚染となっている。 
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図 3.2-1 社会的状況 
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表 3.2-3 大気環境常時監視測定局(平成 27年度) 

区
分 No. 測定局名 所在地 

測定項目 

二

酸

化

硫

黄 

窒

素

酸

化

物 

一

酸

化

炭

素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

浮

遊

粒

子

状

物

質 

微

小

粒

子

状

物

質 

風

向

・

風

速 

温

度

・

湿

度 

日

射 

雨

量 

一
般
局 

1 松戸根本 根本 387-5 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 松戸五香 五香西 2-40-10 ○ ○  ○ ○  ○    

3 市川大野 大野 2-1877 ○ ○  ○ ○ ○ ○    

4 船橋豊富 金堀町 522-1 ○ ○  ○ ○  ○    

5 船橋丸山 丸山 5-25-1  ○  ○ ○  ○    

6 船橋高根台 高根台 5-2-1 ○ ○  ○ ○ ○ ○    

7 鎌ケ谷軽井沢 軽井沢 2060-32 ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○   

8 白井七次台 七次台 3-22  ○  ○ ○  ○    

自
排
局 

9 松戸上本郷 上本郷 2234-5  ○ ○  ○  ○    

10 市川市市川 市川 2-33-6  ○ ○  ○      

11 鎌ケ谷初富 初富 924-6  ○ ○  ○      
出典：「平成27年度大気環境常時測定結果」(平成28年8月 千葉県環境生活部大気保全課) 

 
 

表 3.2-4(1) 道路交通騒音調査箇所(面的評価、平成 27年度) 

No. 路線名 測定地点の 
住所 

環境

基準
類型 

評価区間の住所 

評
価
区
間
の
延
長 

(km) 

1 船橋松戸線 市川市柏井町 B 
市川市柏井町 

～ 
市川市大野町 

4.3 

2 高塚新田市川線 市川市国分 
1－4 B 

市川市国分1－30 
～ 

市川市新田5－1 
1.9 

3 一般国道１６号 船橋市小室町902 A 
船橋市小室町 

～ 
船橋市小野田町 

1 

4 市川印西線 船橋市藤原 
1－4 B 

船橋市藤原1丁目 
～ 

船橋市上山町1丁目 
1 

5 夏見小室線 船橋市金杉 
8－2 B 

船橋市夏見3丁目 
～ 

船橋市三咲3丁目 
7.2 

6 一般国道６号 松戸市松戸 
558－2 B 

松戸市松戸 
～ 

松戸市松戸 
1 

注)昼間の時間区分は6:00～22:00、夜間の時間区分は22:00～6:00である。 
出典：「平成28年版千葉県環境白書」（平成29年3月 千葉県環境生活部環境政策課） 
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表3.2-4(2) 道路交通騒音調査箇所(面的評価、平成27年度) 

No. 路線名 測定地点の 
住所 

環境
基準
類型 

評価区間の住所 

評
価
区
間
の
延
長 

(km) 

7 一般国道６号 松戸市上本郷 
2234－5 C 

松戸市松戸 
～ 

松戸市二ツ木 
5.1 

8 市川松戸線 松戸市上矢切 
299－1 B 

松戸市中矢切 
～ 

松戸市小山 
1.0 

9 松戸野田線 松戸市古ヶ崎 
1丁目 B 

松戸市小山 
～ 

松戸市根本 
6.4 

10 市川柏線 松戸市紙敷 
728－1 B 

松戸市高塚新田 
～ 

松戸市田中新田 
4.1 

11 松戸三郷線 
（松戸橋有料） 

松戸市古ヶ崎 
67 B 

松戸市古ヶ崎 
～ 

松戸市古ヶ崎 
0.4 

12 市道１級２３号 松戸市胡録台 
地先 C 

松戸市緑ケ丘 1 丁目 
～ 

松戸市和名ケ谷 
1.3 

13 市道１級２５号(１) 松戸市三矢小 
台 3－10－5 B 

松戸市三矢小台 4 丁目 
～ 

松戸市二十世紀が丘萩町 
1 

14 市道１級３０号 松戸市岩瀬 
地先 B 

松戸市岩瀬 
～ 

松戸市小根本 
0.5 

15 市道２級２３号(１) 松戸市六高台 
4 丁目 B 

松戸市六高台 
～ 

松戸市六高台 
1.1 

16 一般国道４６４号 鎌ケ谷市新鎌ケ谷 
3－1 C 

鎌ケ谷市初富本町 1－2 
～ 

鎌ケ谷市新鎌ケ谷 4－12 
1.3 

17 県道船橋我孫子線 鎌ケ谷市東道野辺 
5－21 B 

鎌ケ谷市東道野辺 7－11 
～ 

鎌ケ谷市東道野辺 5－16 
0.4 

18 県道千葉鎌ケ谷 
松戸線 

鎌ケ谷市くぬぎ山 
5－7 B 

鎌ケ谷市初富 21 
～ 

鎌ケ谷市初富 21 
0.5 

19 県道市川印西線 鎌ケ谷市南鎌ケ谷 
3－3 B 

鎌ケ谷市南鎌ケ谷 1－15 
～ 

鎌ケ谷市南鎌ケ谷 2－5 
0.5 

20 西白井停車場線 白井市七次台 3－18 B 
白井市清水口 1－1 

～ 
白井市木 

2.7 

21 白井停車場線 白井市笹塚 
2－5 B 

白井市笹塚 1－1 
～ 

白井市根 
0.7 

22 白井流山線 白井市根 B 
白井市白井 

～ 
白井市木 

1.2 

23 白井流山線 白井市富塚 B 
白井市折立 

～ 
白井市西白井 4－30 

0.7 

注)昼間の時間区分は6:00～22:00、夜間の時間区分は22:00～6:00である。 
出典：「平成28年版千葉県環境白書」（平成29年3月 千葉県環境生活部環境政策課） 
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表 3.2-5 道路交通騒音調査箇所(騒音規制法に基づく調査 平成 27年度) 

地点 道路名 測定場所 区域の区分 

A 一般国道16号 船橋市小室町902 a 
B 一般国道６号 松戸市松戸558-2 b 
C 一般国道６号 松戸市上本郷2234-5 c 
D 市川松戸線 松戸市上矢切299-1 b 

注１)区域の区分におけるａ区域、ｂ区域及びｃ区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域として都道府県知事が定めた区域をいう。 
   １. ａ区域 専ら住居の用に供される区域 
   ２. ｂ区域 主として住居の用に供される区域 
   ３. ｃ区域 相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される区域 
注２)昼間の時間区分は6:00～22:00、夜間の時間区分は22:00～6:00である。 
出典：「平成28年版千葉県環境白書」（平成29年3月 千葉県環境生活部環境政策課） 
 
 

表 3.2-6 下総飛行場に係る航空機騒音調査箇所(平成 27 年度) 

区分 No. 市名 調査地点名 騒音 
区域注 1） 

環境基準 
の類型注 2） 

固定局 
南側 1 鎌ケ谷市 初富局(初富小学校) － Ⅰ 

実態 
調査 
北側 

2 松戸市 松戸市 
クリーンセンター － － 

実態 
調査 
南側 

3 鎌ケ谷市 福太郎アリーナ 1 Ⅰ 
4 鎌ケ谷市 鎌ケ谷小学校 － Ⅰ 
5 白井市 冨士地区消防小屋 － Ⅰ 
6 鎌ケ谷市 わたなべ幼稚園 － Ⅰ 
7 船橋市 咲が丘小学校 － Ⅰ 
8 鎌ケ谷市 東部学習センター － － 

注1)騒音区域は、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)の第4条に規定する第1種区域をいう。 
注2)環境基準の類型は、航空機騒音に係る環境基準に定める地域の類型をいう。 
出典：「平成27年度航空機騒音の環境基準達成状況について」(平成28年11月 千葉県環境生活部大気保全課) 
 

表 3.2-7 道路交通振動測定箇所(平成 27 年度) 

地点 道路名 測定場所 区域の区分 

1 県道 264 号 
（高塚新田市川線） 市川市国分 1-761-1 1 

2 県道 9 号（船橋松戸線） 市川市柏井町 3-102-3 0 
3 国道 16 号 船橋市小室町 902 1 
4 一般国道 6 号 松戸市松戸 558-2 1 
5 一般国道 6 号 松戸市上本郷 2234-5 2 
6 市川松戸線 松戸市上矢切 299-1 1 

注1)昼間の時間区分は8:00～19:00、夜間の時間区分は19:00～8:00である。 
注2)各区域区分において、振動レベルが以下に示す要請限度 

・区域の区分1：第1種区域（昼間60デシベル、夜間55デシベル） 
・区域の区分2：第2種区域（昼間65デシベル、夜間60デシベル） 
・区域の区分0：区域外 

出典：「平成28年版 環境白書」(平成29年3月 千葉県環境生活部環境政策課) 
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表 3.2-8(1) 事業実施想定区域及びその周囲の河川 

種別 河川名 指定延長 種別 河川名 指定延長 

1 級河川 新川 (印旛放水路) 右左岸  18,960m 1 級河川 横六間川 右左岸  250m 

桑納川 右左岸  5,400m 坂川 右左岸  15,382m 

神崎川 右左岸  14,560m 新坂川 右左岸  6,000m 

二重川 右左岸  6,410m 樋古根川 右左岸  750m 

法目川 右左岸  1,450m 派川坂川 右左岸  140m 

富ヶ沢川 右左岸  510m 真間川 右左岸  8,500m 

野口川 右左岸  400m 国分川 右左岸  5,560m 

七次川 右左岸  740m 春木川 右左岸  2,210m 

大津川 右左岸  7,900m 国分川分水路 右左岸  3,362m 

江戸川 左岸  53,250m 大柏川 右左岸  5,976m 

右岸  3,500m 派川大柏川 右左岸  1,580m 

六間川 右左岸  3,375m  石神川 右左岸  1,550m 

出典：「千葉県千葉土木事務所管内図」（平成27年3月、千葉県千葉土木事務所） 
「千葉県葛南土木事務所管内図」（平成28年4月、千葉県葛南土木事務所） 

「千葉県東葛飾土木事務所管内図」（平成26年10月、千葉県東葛飾土木事務所） 
「千葉県柏土木事務所管内図」（平成 26 年 3 月、千葉県柏土木事務所）  
「千葉県印旛土木事務所管内図」(平成29年3月、千葉県印旛土木事務所) 

「河川資料コーナー」(平成29年3月現在、千葉県ホームページ) 

 
表 3.2-8(2) 事業実施想定区域及びその周囲の河川 
種別 市名 河川名 指定延長 

準用河川 

船橋市 木戸川 右左岸 2,700m 

松戸市 

長津川 右左岸  898m 

長津川支川 右左岸  370m 

みさき川 右左岸  797m 

春木川 左右岸  1,167m 

上大津川 右左岸  246m 

柏市 
上大津川 右左岸  3,200m 

上大津支川 右左岸  160m 

鎌ケ谷市 

根郷川 右左岸  1,528m 

中沢川 右左岸  2,912m 

二和川 右左岸  3,935m 

大津川 左右岸 1,290m 
出典：「千葉県千葉土木事務所管内図」（平成27年3月、千葉県千葉土木事務所） 

「千葉県葛南土木事務所管内図」（平成28年4月、千葉県葛南土木事務所） 
「千葉県東葛飾土木事務所管内図」（平成26年10月、千葉県東葛飾土木事務所） 
「千葉県柏土木事務所管内図」（平成 26 年 3 月、千葉県柏土木事務所） 

「千葉県印旛土木事務所管内図」(平成29年3月、千葉県印旛土木事務所) 
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表 3.2-9 事業実施想定区域及びその周囲の動物の重要種確認状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
表 3.2-10 事業実施想定区域及びその周囲の注目すべき群落等（特定植物群落等）種確認状況 

 
 
 
 
 
 
 

表 3.2-11 事業実施想定区域及びその周囲の注目すべき群落等（記念物）種確認状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注)記号は図3.1-1(2)に記載した印を示す。 
 
 

種別 No. 分類群 名称

1 オオモノサシトンボ

2 サラサヤンマ

3 ヒメアカネ

4 クロツヤコオロギ

5 クチキコオロギ

6 ハルゼミ

7 タガメ

8 ゲンジボタル

9 オオルリハムシ

10 オオムラサキ

11 ミスジキリガ

12 鳥類 サギ類の集団繁殖地

13 昆虫類 じゅん菜池（重要湿地）

14 魚類 市川市大町周辺の谷津田（重要湿地）

出典：「第1回自然環境保全基礎調査　すぐれた自然図（千葉県）」（環境庁、昭和51年）
出典：「第2回自然環境保全基礎調査　動植物分布図（千葉県）」（環境庁自然環境局、昭和56年）
出典：「生物多様性の観点から重要度の高い湿地（重要湿地）」（環境庁自然環境局、平成29年7月閲覧）
出典：「市川市の文化財」（市川市教育委員会生涯学習部、平成29年7月閲覧）

重要な動物種 昆虫類

注目すべき生息地

行政区 指定 種別 記号 No. 名称

1 伊弉諾神社ハリギリ

2 愛宕神社イチョウ（2本）

3 禅照庵マキ

松戸市 県指定 樹林 4 浅間神社の極相林

樹木 5 キンモクセイ

6 八幡・春日神社の森

7 根頭神社の森

8 西福寺の公孫樹

9 来迎寺の公孫樹

出典：「市川市の文化財」（市川市教育委員会生涯学習部、平成29年7月閲覧）
出典：「松戸市文化財マップ」（松戸市役所、平成29年7月閲覧）
出典：「鎌ケ谷市の文化財」（鎌ケ谷市文化・スポーツ課文化係、平成29年7月閲覧）
出典：「白井市の歴史・文化財」（白井市教育委員会文化課、平成29年7月閲覧）

鎌ケ谷市 市指定
樹林

白井市 市指定 樹木

市川市 市指定 樹木

種別 No. 行政区 名称

1 市川市 国府台、真間山の自然林（3箇所）

2 松戸市 松戸浅間神社の森

3 鎌ケ谷市 鎌ヶ谷郷土の森

出典：「第2回自然環境保全基礎調査　動植物分布図（千葉県）」（環境庁自然環境局、昭和56年）

出典：「第3回自然環境保全基礎調査　自然環境情報図（千葉県）」（環境庁自然環境局、平成元年）

出典：「第5回自然環境保全基礎調査　特定植物群落調査報告書」（環境庁自然環境局、平成12年3月）

特定植物群落
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表 3.2-12 重要湿地の状況 

市名 No. 名称 選定理由 

市川市 
1 じゅん菜池 イノカシラフラスコモの生育地。 

貴重な種を含むトンボ類が豊富に見られる。 

2 市川市大町周辺の谷津田 スナヤツメ，ホトケドジョウなどの生息地。 
出典: 「生物多様性の観点から重要度の高い湿地（重要湿地）」(環境省自然環境局、平成 29 年 7 月閲覧) 

 
表3.2-13 特別緑地保全地区の指定状況 

市 番号 名称 指定年月日 

市川市 1 宮久保特別緑地保全地区 昭和 56 年 3月 20 日 

松戸市 

2 栗山特別緑地保全地区 平成 20 年 3月 21 日 

3 矢切特別緑地保全地区 
平成 23 年 3月 15 日 

（平成 28 年 9月 27 日変更） 

柏市 4 高柳特別緑地保全地区 平成 29 年 3月 24 日 

出典：「特別緑地保全地区」（更新日：平成29年6月27日、千葉県ホームページ） 

「市川都市計画図」(平成24年9月 市川市) 
「松戸都市計画図」（平成29年3月 松戸市） 
「柏市都市計画図１」（平成29年4月 柏市） 

 
表3.2-14 鳥獣保護区等の指定状況 

 
 
 

 
出典：「平成28年度千葉県鳥獣保護区等位置図（北部地区）」（平成28年11月1日現在、千葉県） 

 

表 3.2-15 自然環境保全地域の指定状況 

地域名 所在地 面積 
（ha） 指定年月日 地域の内容 

八王子神社の森 
郷土環境保全地域 

船橋市古和釜 1.08 平成 6 年 3 月 8 日 スギ・ヒノキ・サワラなどの人工林

に、モミ・スダジイ・アカガシ・コ

ナラ・アカシデなどの大径木が混在

し、良好な自然環境を形成してい

る。 
出典:「自然環境保全地域の指定状況」（更新日：平成 28 年 9月 15 日、千葉県ホームページ） 

 
 

番号 名称 所在地 面積（ha） 期間 
1 船橋鳥獣保護区 船橋市 31 H20.11.1～H30.10.31 
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表 3.2-16 保存樹木一覧 

市 番号 名称 所在地 
市川市 

－ 
保存樹 10 本 
クスノキ 8 本 
ヒマラヤスギ 1 本 
タブノキ 1 本 

真間山緑地隣接地 

－ 保存樹林 
（4 箇所 約 1.81ha） 

梨風東緑地（0.67ha） 
曽谷緑地等（0.24ha） 
大野第２緑地隣接地（0.30ha） 
大町公園隣接地（0.59ha） 

松戸市 － 保護樹木 129 本 
保全樹林地区 485,788m2 - 

八千代市 1 サワラ 麦丸字本郷 1336（日枝神社） 
  2 コブシ   
  3 スダジイ 吉橋字八幡前 1195（八幡神社） 
  4 スダジイ   
  5 スダジイ   
  6 スギ 桑橋字宮内 910-2（熊野神社） 
  7 スギ   
  8 アカガシ   
  9 アカガシ   
  10 スダジイ   
  11 スダジイ   
  12 スダジイ   
  13 イチョウ 桑納字稲荷台 310-2（薬師堂） 
  14 エノキ   
  15 イヌシデ   
  16 ツバキ   
  17 イチョウ 桑納字丸畑 98（妙見神社） 
  18 モミノキ 吉橋字前畑 2738 
  19 スダジイ 吉橋字東向 2676 
  20 オオムラサキツツジ 桑橋字本郷台 780-1 
  21 ウメ   
  22 ホソバタイサンボク 萱田町字南側 1069 
鎌ケ谷市 23 チャボヒバ 南佐津間（宝泉院） 
  24 アカガシ 鎌ケ谷（八幡神社） 
  25 クスノキ 鎌ケ谷（延命寺） 
  26 コブシ   
  27 スダジイ 道野辺（根頭神社） 
  28 アカガシ   
  29 ヤマザクラ   
  30 モチノキ   
  31 ヤブツバキ 中沢（八幡春日神社） 
  32 ムクノキ   
  33 スギ   
  34 イチョウ 中沢（萬福寺） 
  35 ヒヨクヒバ   

出典：「市川市みどりの基本計画第3次アクションプラン」（平成28年11月 市川市） 
   「助成制度（保護樹木・保全樹林地区・特別保全樹林地区）」 

（更新日：平成25年11月25日 松戸市ホームページ） 

「保存樹木一覧表（平成28年4月1日現在）」（平成28年4月1日更新 八千代市ホームページ） 
「鎌ケ谷市景観計画」（平成26年3月20日告示） 
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表 3.2-17 主要な眺望点と眺望景観 

所在地 番号 名称 内容 
市川市 1 アイ・リンクタウン展望

施設 
市川駅南口を出てすぐ右にそびえ立つ「ザ タワーズ ウ

エスト」の45階は無料で利用できる展望台になっている。

市川市、江戸川を挟んで東京、埼玉を眺めることができ

る。さらに天気のいい日には東京タワー、東京スカイツリ

ーとともに富士山を拝むこともできる。 

2 里見公園からの東京・江

戸川の眺め 
江戸川越しに東京スカイツリーと富士山の眺めが朝焼け・

夕焼けともに楽しめる。 
3 和洋学園のラウンジから

の眺め 
18階ラウンジからは江戸川が間近に見下ろせる。 

4 曽谷の高台からの眺め 夕日と富士山と東京スカイツリーが一直線に並ぶカメラマ

ン必見の眺望。 
5 白幡神社と高台からの 

眺め 
境内には四季折々の草花が咲き、高台から市内を見渡すこ

とができる。 
6 北方小学校からの眺め 子之神社の緑や、春には桜並木が見渡せる。 

船橋市 7 高才川緑地公園からの 
眺め 

斜面上段の遊具広場からの眺めは素晴らしく、眼下に広が

る水田や調整池が一望でき、刻々と変化する夕暮れ時に

は、幻想的な風景が映し出される。 

松戸市 8 野菊苑展望台 富士山を望むことができる。 
鎌ケ谷市 9 かまがやスカイビュー 

(鎌ケ谷市役所屋上) 
鎌ケ谷市役所の屋上は、建物の高さが市内でも比較的高

く、市内を大きく見渡せることが出来るほか、市役所の西

側は、大きな建造物が少なく、見通しが良いため、”富士

山”と一緒に”東京スカイツリー”を展望することができ

る。 
出典：「市川さんぽ」（株式会社交通新聞社・市川市観光協会） 

「いちかわ景観100選」（市川市街づくり部まち並み景観整備課） 
「ふなばしおさんぽまっぷ（北エリア）」（船橋市観光協会ホームページ） 
「水とみどりと歴史の回廊マップ」（松戸市ホームページ） 
「鎌ケ谷市ホームぺージ」（鎌ケ谷市） 
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表 3.2-18(1) 主要な景観資源 

所在地 番号 名称 所在地 番号 名称 

市川市・松戸市 1 江戸川 

船橋市 

31 昔ながらの集落（小野田町） 

市川市 

2 国府台斜面緑地 32 昔ながらの集落（鈴身町） 

3 堀之内貝塚公園 33 船橋最北端（田畑・果樹園） 

4 小塚山公園 34 神崎川沿いの道 

5 じゅん菜池緑地 35 小室調節池 

6 里見公園 36 小室 4 号緑地 

7 大町地区の梨畑 

（梨畑と梨作りの風景） 
37 エノキと道祖神 

8 大町公園（自然観察園） 38 高才川緑地公園 

9 姥山貝塚公園 39 鈴見川沿いの道 

10 大柏川と桜並木 40 二重川沿いの道 

11 文学の道（桜土手公園） 41 ハンゲショウの湿地 

12 大町周辺の森 42 桑納川沿いの道 

13 霊園とイチョウ並木 43 東光寺 

14 曽谷小学校の桜並木 44 木戸川と水田と斜面林 

15 大柏川第一調節池緑地 45 松が丘 2 丁目緑地 

16 白幡神社と高台からの眺め 46 高根台さくら公園 

17 真間川と桜並木 47 御滝公園 

18 弘法寺と伏姫桜 48 御瀧山金蔵寺（御滝不動尊） 

19 曽谷貝塚 49 金杉緑地 

20 こざと公園 50 八津と斜面林 

21 下総国分寺跡 51 丸山の森緑地 

22 高圓寺（藤まつり） 52 運動広場 

船橋市 

23 船橋県民の森 53 高野台市民の森 

24 八王子神社の森 54 高野台 3 丁目市民の森 

25 藤原市民の森 55 大穴新田市民の森 

26 アンデルセン公園 56 八木が谷北市民の森 

27 高根公団駅前の街路樹 57 金杉さくら市民の森 

28 谷津田と斜面林（古和釜町） 58 立方山本覚寺 

29 谷津田と斜面林（夏見台） 59 法井寺 

30 台地上の畑地（古和釜町） 60 八幡神社 

出典：「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」（千葉県ホームページ） 
「千葉県自然環境保全条例」（千葉県ホームページ） 
「市川市景観基本計画」（市川市ホームページ） 
「いちかわ景観 100 選」（市川市街づくり部まち並み景観整備課） 
「船橋市景観計画」（船橋市ホームページ） 
「船橋市自然散策マップ」（船橋市環境部環境政策課） 
「ふなばしおさんぽまっぷ（北エリア）」（船橋市観光協会ホームページ） 
「市民の森」(船橋市ホームページ) 
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表 3.2-18(2) 主要な景観資源 
所在地 番号 名称 所在地 番号 名称 

松戸市 61 旧徳川昭武松戸別邸（戸定

邸）庭園 
八千代市 89 睡蓮(熱田ヶ池) 

62 松戸の浅間神社の森 90 富士山(富士美橋の上から) 

63 戸定が丘歴史公園 
（千葉大学） 

鎌ケ谷市 91 下総小金中野牧跡 

64 松戸中央公園 92 八幡・春日神社の森 
65 21 世紀の森と広場 93 根頭神社の森 
66 栗山・矢切（斜面林） 94 道野辺八幡神社の森 

67 国分川沿い（斜面林） 95 囃子水七面堂の林 
(噺子水公園) 

68 龍善寺（斜面林） 96 稲荷神社の林 
69 坂川 97 豊作稲荷神社の林 
70 新坂川 98 八幡神社の林 
71 六間川 99 八坂神社の林 
72 横六間川 100 日枝神社の林 
73 国分川 101 谷地川八幡神社の林 
74 矢切の農地（ねぎ畑） 102 キンモクセイ 

75 ふれあい松戸川 103 海上自衛隊下総航空基地西側

のサクラ 

76 野菊のこみち 104 中沢 白旗の湧水 
＜ホタルの里＞ 

77 さくら通り 105 貝柄山公園（湧水） 
78 高木小学校のくすの木 106 樹林と畑（初富） 
79 けやき通り 107 市民の森 
80 金ヶ作熊野神社 108 佐津間城跡 

柏市 81 南部公園 109 市制記念公園 
82 南増尾小鳥の森 印西市 110 武西の谷津 
83 並木通り 白井市 111 中野牧野馬除土手 
84 高柳集落の連なり 112 中木戸市民の森 
85 稲荷峠公園 113 富塚鳥見神社 
86 晴山幼稚園の雑木林 114 上長殿熊野神社 

八千代市 87 睡蓮(萱田地区公園) 115 神々廻市民の森 
88 つつじ(ゆりのき通り) 116 西福寺 

出典：「千葉県良好な景観の形成に関する基本方針」（千葉県ホームページ） 
「千葉県自然環境保全条例」（千葉県ホームページ） 
「松戸市景観計画」（松戸市ホームページ） 
「水とみどりと歴史の回廊マップ」（松戸市ホームページ） 
「柏市景観資源ガイドマップ」（柏市都市計画部都市計画課） 
「KASHIWA TOURIST MAP」（柏市役所商工振興課・柏市観光協会） 
「やちよ良いとこマップ・農産物販売施設等紹介マップ」（八千代市ホームページ） 
「鎌ケ谷市景観計画」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「ふるさとかまがや散策まっぷ」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「印西市景観まちづくり基本計画」（印西市ホームページ） 
「印西市まっぷる」（印西市経済政策課） 
「しろい文化財散策マップ 2 訂版」（白井市・白井市教育委員会） 
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表 3.2-19 景観重要公共施設 
市 番号 名称 種別 

船橋市 1 アンデルセン公園の風車 景観重要建造物 
松戸市 
  

2 ２１世紀の森と広場 公園通り（主要幹線１級市道 10 号の一部） 景観重要道路 
3 常盤平けやき通り （主要幹線１級市道 18 号他） 景観重要道路 
4 常盤平さくら通り （主要幹線２級市道 39 号） 景観重要道路 
5 江戸川(「ふれあい松戸川」を含む)（市内 河川区域） 景観重要河川 
6 坂川（春雨橋から小山樋門橋） 景観重要河川 
7 ２１世紀の森と広場 景観重要公園 
8 戸定が丘歴史公園 景観重要公園 

出典：「景観重要建造物の指定について」（更新日：平成28年4月25日 船橋市ホームページ） 
「松戸市景観計画」（平成23年3月 松戸市都市整備本部） 

 
表 3.2-20(1) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

所在地 番号 名称 概要 

市
川
市 

1 国府台斜面緑地 千葉県の玄関口としての「緑のシンボル」であり、江戸川区側からの眺
めが安らぎを与える。 

2 里見公園 緑と桜が見事な景色を織りなす憩いの公園で、遊歩道、遊具広場、芝生

広場、バラ園がある。 

3 小塚山公園 

園内には、シラカシ・イヌシデ・クヌギ等の雑木が密生した典型的な北
総地方の自然林である市民の森があり、森の中には遊歩道が設けられて

いる。隣接したフィールドアスレチックでは、本格的なコースが楽しめ
る。 

4 堀之内貝塚公園 縄文時代に造られた馬蹄形貝塚で、散歩道の至る所に貝殻が見られる。
芝生広場があり、のびのびと遊んだりくつろぐことができる。 

5 じゅん菜池緑地 
池の周囲は緑豊かな木々に囲まれ、遊歩道も整備されている。春は梅、

夏はツツジ、秋はキンモクセイの香り、もみじ、かえでの紅葉、冬は鴨
などが飛来し、四季折々の自然が楽しめる。 

6 大町レクリエーション 
ゾーン 

豊かな緑と水に恵まれた大町地区には、動植物園、鑑賞植物園、自然観
察園、自然博物館、少年自然の家などの施設に加え、全国有数の産地で
ある梨園や、フィールドアスレチックコース、イチョウ並木の続く霊園

などが集まっている。 

7 柏井雑木林 台地上にひろがる平坦な林で、市川市内では少ない林の自然に触れるこ

とができる貴重な場所となっている。 

8 弁天池公園 池の中心には祠があり、橋で渡れる。遊具広場には、ジャングルジムや
藤棚がある。 

9 こざと公園 調節池として造られ、周辺は散策路となっている。多くの鳥類が集まる

街中のオアシス。 

10 大柏川第一調節池緑地 敷地内には大小15箇所の池があり、大柏川の調節池として機能してい
る。緑地や堤防が整備され、野鳥観察の場になっている。 

11 須和田公園 弥生時代後期の須和田遺跡を整備した公園で、桜の名所、バラ園があ
る。 

12 大町自然公園 谷地の地形や湧水を活かした公園で、ホタル、バラ、モミジが見所であ
る。 

13 市川パークハイツと周辺の

森 
建物の周囲には緑道があり、見上げるほどの大きなケヤキがある。 

14 万葉植物園 大野緑地内の平坦部に和風庭園を設け、万葉集に詠まれている植物を集
め和歌とともに展示している。 

出典：「いちかわ景観100選」（市川市街づくり部まち並み景観整備課） 
「市川市観光マップ」（市川市観光協会） 
「緑と公園」「いちかわウォーキングマップ」（市川市ホームページ） 
「電子広報（平成21年度）広報いちかわ9月5日号」「大町レクリエーションゾーン整備事業」（市川市ホームページ） 
「市川自然博物館だより３２号」（市川自然博物館ホームページ） 
「ふなばしおさんぽまっぷ」（船橋市観光協会） 「スポーツ施設」（船橋市ホームページ） 
「公園・市民の森」「子育てガイドふなっこナビ」（船橋市ホームページ） 
「船橋ポケットガイド」（船橋市観光協会） 
「まつどの観光・魅力・文化」「施設ガイド」（松戸市ホームページ） 
「新鎌ケ谷地区周辺散策マップ」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「囃子水公園」（千葉県公式観光物産サイト） 
「ウォーキングマップ」「くらしのガイド」「ふれあいの森位置図」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「公園」（柏市ホームページ） 「しろい散策マップ」（白井市ホームページ） 
「県立都市公園ガイドマップ」（千葉県ホームページ） 
「八千代市ホームページ」（八千代市） 
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表 3.2-20(2) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

所在地 番号 名称 概要 

船
橋
市 

15 鈴身第一調整池 
淡水魚を養殖したり、筏で植物を育てるなどの試みが森林ボランティア

などの手によってスタートしている。冬は、カモなどの渡り鳥が訪れ
る。 

16 八木が谷北市民の森 市民の協力で自然林がほどよく整備され、散歩、森林浴、バードウォッ
チングができる。 

17 藤原市民の森 
クヌギ、コナラが多い明るい雑木林で、秋にはどんぐりがたくさん落ち
ている。早春のコブシや初夏のエゴノキの花も見事。野鳥の餌台と水場

がある。 
18 大穴新田市民の森 良好な樹林地であり、散歩、森林浴、バードウォッチングができる。 

19 高野台3丁目市民の森 野鳥が集まり、バードウォッチングが楽しめる緑豊かな自然の雑木林で
作られた緑地。 

20 高野台市民の森 散歩、森林浴、バードウォッチングができる。 

21 金杉さくら市民の森 低層住宅地内に残る貴重な樹林であり、散歩、森林浴、バードウォッチ
ングができる。 

22 船橋県民の森 
クヌギ、コナラ等を中心とした明るい雑木林の中は、多くの生き物の住
みかとなっており、林内を通り抜ける小道を歩きながら、自然を楽しむ

ことができる、 

23 小室公園と小室調節池 運動場や野球グラウンドがあり、雑木林を抜けると展望台が２つある。
小室調節池では水鳥やトンボの種類が多く、ゆっくり時を過ごせる。 

24 御滝公園 ソメイヨシノが多く植えられており、花見の時期はとても賑わう。園内
には遊具も多く設置されており、子供連れでも楽しむことができる。 

25 高才川緑地公園 
周辺は手つかずのまま残る自然林と、のどかな田園風景に囲まれた静か
で落ち着いた公園。水路沿いの遊歩道を奥へ進むとカワセミやミソサザ
イなどの珍しい野鳥に出会えることもある。 

26 船橋アンデルセン公園 「自然体験（里山の水辺）」「花の城」など特色のある5つのゾーンか

らなる総合公園で、季節を問わず常時100種類5万株の草花が楽しめる。 

27 船橋市運動公園 運動施設だけでなく樹木や散歩コースなどもあるので、散歩や自然鑑賞
をすることもできる。 

松
戸
市 

28 江戸川河川敷緑地 河川敷にはスポーツ施設や広場が整備され、堤防上にはサイクリングロ
ードが続いている。 

29 千駄堀湧水広場 山林に囲まれた湧水池や地元の方が丹精込めて植えた花壇がある。「水
と緑のある憩いの場」となっている。 

30 宮ノ下湧水 風早神社の斜面地から澄んだ清水が多量に湧き出ている。石や木杭・草
木等で小川として整備され、幾つかの段差を滝のように流れる。 

31 秋山湧水 聖徳学園近くの雑木林の斜面地から湧きでている湧水池。 

32 竹ヶ花雷電湧水 竹ヶ花の雷電神社に隣接する場所にある湧水地。 

33 ふれあい松戸川 
江戸川の水を安全で良好な水質にするための人工河川。生態系の保全

や、植物の豊かな生育空間を創出して、自然な川の姿の鳴るように配慮
されている。 

出典：「千葉の公園ガイド」（千葉の公園ガイドホームページ） 
「船橋市自然散策マップ」（船橋市環境部環境政策課） 
「ふなばしおさんぽまっぷ」（船橋市観光協会） 
「市民の森について」（船橋市ホームページ） 
「ふなばしアンデルセン公園」（ふなばしアンデルセン公園ホームページ） 
「代表的な公園」（松戸市ホームページ） 
「水とみどりと歴史の回廊マップ」（松戸市ホームページ） 
「松戸市ふれあい親水マップ」（松戸市ホームページ） 
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表 3.2-20(3) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 
所在地 番号 名称 概要 

松
戸
市 

34 21 世紀の森と広場 
千駄堀の自然を守り育てるために造られた総合公園。湧き水が育む千駄
堀池を中心に斜面林・谷津・湿地などの自然資源を活かした緑地空間を

形成している。 

35 東松戸ゆいの花公園 花壇づくりや花の講座等を通じて、「花」や「緑」と触れ合いながら、

学び、活動できる公園づくりが行われている。 

36 戸定が丘歴史公園 
旧松戸徳川家の戸定邸及び庭園を公園化したもの。コウヤマキやヒヨク
ヒバの巨木が残り、梅、ベニシダレザクラ、鉢植えの藤など四季折々の

花を楽しむことができる。 

37 金ヶ作自然公園 金ヶ作地区の良好な自然林を利用した公園。 

38 坂川遊歩道 

坂川を、生物・人々にやさしい昔の姿に回復・再生させることを目的と
している。川沿いの歴史的な遺産や雰囲気を大切にしながら、多自然川

づくりや水辺に近づける工夫、桜の植樹、レンガ橋の保存などを行って
いる。 

39 国分川多自然護岸 
ワークショップなどを開催し、多自然護岸整備が進められてきた。自然
が豊かに成長し、環境学習や愛護団体の活動の場所として、水鳥たちの

憩いの場所として賑わっている。 

柏
市 

40 南増尾小鳥の森緑地 野鳥が集まり、バードウォッチングが楽しめる緑豊かな自然の雑木林で

作られた緑地。 

41 南部公園 芝生と森林浴を楽しめる自然林がある。 

八
千
代
市 

42 熱田ヶ池公園 熱田ヶ池周辺の山林を自然のまま残して整備した公園で、公園のシンボ
ルである熱田ヶ池の水面には睡蓮が可憐な花を咲かせる。 

鎌
ケ
谷
市 

43 市制記念公園 
県内各市の樹が植えられている小道の奥にはアスレチック遊具、野球

場、テニスコートなどがある。樹木が豊富に植えられているので、散策
をして楽しむこともできる。 

44 市民の森 樹林に散策道があり、鎌ケ谷市営のキャンプ場がある。 

45 手通公園 既存の樹林をいかした緑豊かな、バリアフリーに配慮した公園となって
いる。 

46 丸山三丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 

47 囃子水公園 
中沢川の最上流に位置し、囃子水の名の由来のとおり年間を通じて清水
が山際より湧き出ている。園内には七面堂があり、親水公園として市民
に親しまれている。 

48 東部調整池 水辺があり、鳥の飛来を見ることができる。 

49 粟野地区公園 市内に残る貴重な動植物を保護・観察する公園。樹林地内の散策や森林

浴が楽しめ、自然観察ができる。 
50 新鎌ふれあい公園 広い芝生とユニークな滑り台が特徴の公園。 

出典：「千葉の公園ガイド」（千葉の公園ガイドホームページ） 
「千葉県公式観光情報サイト－まるごとe! ちば－」（公益社団法人千葉県観光物産協会） 
「代表的な公園」（松戸市ホームページ） 
「水とみどりと歴史の回廊マップ」（松戸市ホームページ） 
「松戸市ふれあい親水マップ」（松戸市ホームページ） 
「公園」（柏市ホームページ） 
「やちよ良いとこマップ・農産物販売施設等紹介マップ」（八千代市ホームページ） 
「施設案内（公園）」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「ふれあいの森位置図」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「かまがやナビ」（鎌ケ谷市観光サイト） 
「KAMAGAYAパンフレット」（鎌ケ谷市地域活性化推進チームホームページ） 
「広報かまがや（No.870）」（鎌ケ谷市ホームページ） 
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表 3.2-20(4) 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 

所在地 番号 名称 概要 

鎌
ケ
谷
市 

51 鎌ケ谷五丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
52 鎌ケ谷二丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
53 丸山ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
54 東鎌ケ谷二丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
55 鎌ケ谷一丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
56 東中沢四丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
57 東道野辺ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
58 富岡二丁目ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 
59 東鎌ケ谷ふれあいの森 バードウォッチングや森林浴など、自然や緑と親しむことができる。 

60 貝柄山公園 噴水のある大きな池には水鳥が泳ぎ、その周りには散歩コースとなる並
木道が整備されている。休日の多目的広場は、家族連れで賑わう。 

白
井
市 

61 所沢市民の森 広場、散策路整備されており、散策に適している。 
62 清水口遊水池 白鳥が飛来し、池に飛来または定着している多くの鳥類が見られる。 
63 神々廻市民の森 自然を利用した森で、四季を通じて散策を楽しむことができる。 

64 七次第一公園 
大きな芝生広場とテニスコートがあるほか、公園の近くに白鳥の訪れる
調整池もあり、園内には梅や杉を植えた築山が豊かな緑を提供してい
る。春になると満開の桜を芝生広場で見ることができる。 

65 南山公園 
「調整池を公園にとり込んだダイナミックな景観の演出」をテーマにつ
くられた公園。水辺の散歩道、親水広場のほか、野球場やテニスコート

などの運動施設がある。 
出典：「千葉の公園ガイド」（千葉の公園ガイドホームページ） 

「施設案内（公園）」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「ふれあいの森位置図」（鎌ケ谷市ホームページ） 
「公園・緑地」（白井市ホームページ） 
「しろい文化財散策マップ 2訂版」（白井市・白井市教育委員会） 
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表 3.2-21(1) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・幼稚園＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
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表 3.2-21(2) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・小学校（1）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
 

番号 名称 所在地

市川市 2001 市川小学校 市川市市川2-32-5

2002 真間小学校 市川市真間4-1-1
2003 菅野小学校 市川市菅野6-14-1
2004 国分小学校 市川市東国分2-4-1
2005 大柏小学校 市川市大野町2-1877
2006 国府台小学校 市川市国府台5-25-4
2007 宮久保小学校 市川市宮久保5-7-1
2008 曽谷小学校 市川市曽谷7-18-1
2009 中国分小学校 市川市中国分1-22-1
2010 大町小学校 市川市大町84-10
2011 北方小学校 市川市北方町4-1356-1
2012 百合台小学校 市川市曽谷6-10-1
2013 柏井小学校 市川市柏井町1-1149-1
2014 大野小学校 市川市南大野1-42-1
2015 稲越小学校 市川市稲越町518-2
2016 日出学園小学校 市川市菅野3-23-1
2017 昭和学院小学校 市川市東菅野2-17-1
2018 国府台女子学院小学部 市川市菅野3-24-1

船橋市 2019 法典小学校 船橋市藤原5-2-1
2020 三咲小学校 船橋市二和東5-39-1
2021 豊富小学校 船橋市豊富町1
2022 法典東小学校 船橋市丸山5-25-1
2023 古和釜小学校 船橋市松が丘3-42-1
2024 金杉台小学校 船橋市金杉台2-1-7
2025 大穴小学校 船橋市大穴南2-7-1
2026 高根台第三小学校 船橋市高根台1-4-1
2027 八木が谷小学校 船橋市八木が谷2-3-1
2028 坪井小学校 船橋市坪井町747-1
2029 丸山小学校 船橋市丸山4-43-1
2030 八木が谷北小学校 船橋市八木が谷4-13-1
2031 大穴北小学校 船橋市大穴北1-7-1
2032 金杉小学校 船橋市金杉8-10-1
2033 二和小学校 船橋市二和東1-9-11
2034 小室小学校 船橋市小室町899
2035 咲が丘小学校 船橋市咲が丘1-22-1

松戸市 2036 中部小学校 松戸市松戸2062
2037 東部小学校 松戸市高塚新田382-1
2038 北部小学校 松戸市根本217
2039 相模台小学校 松戸市岩瀬434-2
2040 南部小学校 松戸市小山148
2041 矢切小学校 松戸市中矢切540
2042 高木小学校 松戸市金ヶ作120
2043 高木第二小学校 松戸市五香4-18-1
2044 常盤平第一小学校 松戸市常盤平7-1
2045 稔台小学校 松戸市稔台2-36-1
2046 常盤平第二小学校 松戸市常盤平4-18
2047 常盤平第三小学校 松戸市常盤平西窪町25-1

2048 上本郷小学校 松戸市上本郷3620
2049 松飛台小学校 松戸市五香西4-22-1
2050 松ヶ丘小学校 松戸市松戸新田159
2051 柿ノ木台小学校 松戸市二十世紀が丘柿の木町111
2052 古ヶ崎小学校 松戸市古ヶ崎4-3620-1
2053 六実小学校 松戸市六高台4-131
2054 八ヶ崎小学校 松戸市八ヶ崎6-53-1
2055 梨香台小学校 松戸市高塚新田512-13
2056 寒風台小学校 松戸市松戸新田316-25
2057 河原塚小学校 松戸市河原塚47-1
2058 牧野原小学校 松戸市牧の原435-1
2059 和名ヶ谷小学校 松戸市和名ヶ谷1085
2060 金ヶ作小学校 松戸市金ヶ作317
2061 六実第二小学校 松戸市六実2-34-1
2062 松飛台第二小学校 松戸市松飛台59
2063 上本郷第二小学校 松戸市上本郷2677
2064 大橋小学校 松戸市二十世紀が丘梨元町32
2065 六実第三小学校 松戸市六高台3-141

2066 聖徳大学附属小学校 松戸市秋山弁天600
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表 3.2-21(3) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・小学校（2）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
 

番号 名称 所在地

柏市 2067 土南部小学校 柏市新逆井1-10-1

2068 逆井小学校 柏市逆井452-2
2069 高柳小学校 柏市高南台3-14-12
2070 高柳西小学校 柏市しいの木台3-2

八千代市 2071 睦小学校 八千代市桑納176
2072 萱田小学校 八千代市ゆりのき台6-20

鎌ケ谷市 2073 鎌ケ谷小学校 鎌ケ谷市中央2-1-1
2074 南部小学校 鎌ケ谷市中沢726
2075 北部小学校 鎌ケ谷市粟野735
2076 東部小学校 鎌ケ谷市鎌ｹ谷8-3-11
2077 西部小学校 鎌ケ谷市初富110
2078 中部小学校 鎌ケ谷市道野辺中央3-12-3
2079 初富小学校 鎌ケ谷市東初富1-20-1
2080 道野辺小学校 鎌ケ谷市東道野辺5-5-1
2081 五本松小学校 鎌ケ谷市南初富1-16-1

印西市 2082 木刈小学校 印西市木刈2-6
白井市 2083 白井第一小学校 白井市根105

2084 白井第三小学校 白井市根336-15
2085 大山口小学校 白井市大山口2-2-1
2086 清水口小学校 白井市清水口2-3-1
2087 南山小学校 白井市南山1-7-1
2088 七次台小学校 白井市七次台3-17-1
2089 池の上小学校 白井市池の上2-21
2090 桜台小学校 白井市桜台3-28
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表 3.2-21(4) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・中学校＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
 

番号 名称 所在地
市川市 3001 第一中学校 市川市国府台2-7-1

3002 第二中学校 市川市須和田2-34-1
3003 第三中学校 市川市曽谷3-2-1
3004 第五中学校 市川市大野町3-1993
3005 下貝塚中学校 市川市下貝塚3-13-1
3006 東国分中学校 市川市東国分3-5-1
3007 国府台女子学院中学部 市川市菅野3-24-1
3008 日出学園中学校 市川市菅野3-23-1
3009 昭和学院中学校 市川市東菅野2-17-1
3010 市川中学校 市川市本北方2-38-1
3011 和洋国府台女子中学校 市川市国分4-20-1

船橋市 3012 法田中学校 船橋市藤原7-46-1
3013 御滝中学校 船橋市金杉6-5-1
3014 高根台中学校 船橋市高根台3-3-1
3015 豊富中学校 船橋市豊富町12
3016 金杉台中学校 船橋市金杉台1-2-18
3017 古和釜中学校 船橋市松が丘3-69-1
3018 八木が谷中学校 船橋市八木が谷2-9-1
3019 小室中学校 船橋市小室町898
3020 大穴中学校 船橋市大穴南3-19-2
3021 坪井中学校 船橋市坪井東1-24-1
3022 旭中学校 船橋市旭町2-23-1

松戸市 3023 第一中学校 松戸市岩瀬587
3024 第二中学校 松戸市小山685
3025 第三中学校 松戸市馬橋2080
3026 第四中学校 松戸市五香西1-6-1
3027 第五中学校 松戸市高塚新田380
3028 第六中学校 松戸市千駄堀1341
3029 常盤平中学校 松戸市常盤平7-25
3030 栗ヶ沢中学校 松戸市小金原9-25
3031 六実中学校 松戸市六高台5-166-1
3032 古ヶ崎中学校 松戸市古ヶ崎2515-1
3033 牧野原中学校 松戸市五香西4-39-1
3034 河原塚中学校 松戸市河原塚190
3035 金ヶ作中学校 松戸市金ヶ作341-15
3036 和名ヶ谷中学校 松戸市和名ヶ谷1338-1
3037 聖徳大学附属女子中学校 松戸市秋山弁天600
3038 専修大学松戸中学校 松戸市上本郷2の3621

柏市 3039 南部中学校 柏市南増尾6-16-1
3040 高柳中学校 柏市高南台1-1-1

八千代市 3041 睦中学校 八千代市島田台756
3042 萱田中学校 八千代市ゆりのき台7-8-1

3043
秀明大学学校教師学部附属秀明
八千代中学校

八千代市桑橋803

鎌ケ谷市 3044 鎌ケ谷中学校 鎌ケ谷市富岡1-2-1
3045 第二中学校 鎌ケ谷市東道野辺4-19-26
3046 第三中学校 鎌ケ谷市粟野450
3047 第四中学校 鎌ケ谷市中沢1024-1
3048 第五中学校 鎌ケ谷市初富806-262

白井市 3049 白井中学校 白井市根54
3050 大山口中学校 白井市大山口2-1-1
3051 南山中学校 白井市南山1-6-1
3052 七次台中学校 白井市七次台1-21-1
3053 桜台中学校 白井市桜台3-27
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表 3.2-21(5) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・高等学校＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
表 3.2-21(6) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・短期大学、大学＞ 

 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
 
 
 
 
 

番号 名称 所在地

市川市 5001 東京医科歯科大学 市川市国府台2-8-30

5002 千葉商科大学 市川市国府台1-3-1
5003 和洋女子大学 市川市国府台2-3-1
5004 昭和学院短期大学 市川市東菅野2-17-1

松戸市 5005 千葉大学（園芸学部） 松戸市松戸648
5006 聖徳大学 松戸市岩瀬550
5007 日本大学（松戸歯学部） 松戸市栄町西2-870-1
5008 聖徳大学短期大学部 松戸市岩瀬550

八千代市 5009 秀明大学 八千代市大学町1-1

No. 名称 所在地
市川市 4001 国府台高等学校 市川市国府台2-4-1

4002 国分高等学校 市川市稲越町310
4003 市川東高等学校 市川市北方町4-2191
4004 市川昴高等学校 市川市東国分1-1-1
4005 昭和学院高校 市川市東菅野2-17-1
4006 市川高校 市川市本北方2-38-1
4007 和洋国府台女子高校 市川市国府台2-3-1
4008 日出学園高校 市川市菅野3-23-1
4009 千葉商科大学付属高校 市川市中国分2-10-1
4010 国府台女子学院高等部 市川市菅野3-24-1

船橋市 4011 船橋啓明高等学校 船橋市旭町333
4012 船橋二和高等学校 船橋市二和西1-3-1
4013 船橋古和釜高等学校 船橋市古和釜町586
4014 船橋法典高等学校 船橋市藤原4-1-1
4015 船橋豊富高等学校 船橋市豊富町656-8
4016 船橋北高等学校 船橋市神保町133-1
4017 東京学館船橋高校 船橋市豊富町577

松戸市 4018 松戸高等学校 松戸市中和倉590-1
4019 松戸国際高等学校 松戸市五香西5-6-1
4020 松戸南高等学校 松戸市紙敷1199
4021 松戸六実高等学校 松戸市六高台5-150-1
4022 松戸向陽高等学校 松戸市秋山682
4023 市立松戸高等学校 松戸市紙敷2-7-5
4024 専修大学松戸高校 松戸市上本郷2-3621
4025 聖徳大学附属女子高校 松戸市秋山弁天600

柏市 4026 柏陵高等学校 柏市逆井444-1
4027 沼南高柳高等学校 柏市高柳995

八千代市 4028 八千代西高等学校 八千代市吉橋2405-1
4029 秀明八千代高校 八千代市桑橋803

鎌ケ谷市 4030 鎌ヶ谷高等学校 鎌ケ谷市東道野辺1-4-1
4031 鎌ヶ谷西高等学校 鎌ケ谷市初富284-7

白井市 4032 白井高等学校 白井市池の上1-8-1
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表 3.2-21(7) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・支援学校＞ 

 
 
 
 
 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
 

表 3.2-21(8) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜教育施設・専門学校＞ 

 
 
 

出典：「平成27年版教育便覧」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
「私立学校名簿」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

 
 

番号 名称 所在地

市川市 5010 筑波大附属聴覚特別支援学校 市川市国府台2-2-1

5011 特別支援学校市川大野高等学園 市川市大野町4-2274
5012 市川市立須和田の丘支援学校 市川市須和田2-34-1
5013 市川市立須和田の丘支援学校  稲越校舎 市川市稲越町518-2

船橋市 5014 船橋特別支援学校 船橋市上山町3-507
5015 船橋市立船橋特別支援学校 船橋市金堀町349-1
5016 船橋市立船橋特別支援学校  高根台校舎 船橋市高根台2-1-1

松戸市 5017 松戸特別支援学校 松戸市栗ケ沢784-17
5018 つくし特別支援学校 松戸市金ヶ作292-2
5019 矢切特別支援学校 松戸市中矢切54

八千代市 5020 八千代特別支援学校 八千代市吉橋3088-4

番号 名称 所在地

松戸市 5021 専修学校河合塾松戸校 松戸市松戸1305-9

5022 松山学園松山福祉専門学校 松戸市秋山71-2
白井市 5023 （専）中央自動車大学校 白井市根字大山口1920-7
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表 3.2-21(9) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜保育園（1）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「市町村別保育施設一覧（平成28年12月１日時点）」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
 

市 番号 名称 所在地
市川市 7001 中国分保育園 市川市中国分2-13-1

7002 曽谷保育園 市川市曽谷7-28-15
7003 本北方保育園 市川市本北方2-40-23
7004 菅野保育園 市川市菅野4-12-16
7005 大野保育園 市川市南大野2-4-5
7006 大野保育園分園 市川市南大野1-42-1
7007 市川保育園 市川市市川2-24-12
7008 国府台保育園 市川市国府台2-9-13
7009 さかえ保育園 市川市北国分1-12-23
7010 つくし保育園 市川市東国分1-21-22
7011 まきば保育園 市川市須和田1-29-15
7012 百合台保育園 市川市曽谷3-11-1
7013 柏井保育園 市川市柏井町2-718-3
7014 花の子保育園 市川市大野町3-1667
7015 かいづか保育園 市川市貝塚3-9-3
7016 風の谷保育園 市川市北国分4-10-3
7017 市川大野ナーサリースクール 市川市大野町3-6
7018 小学館アカデミーいちかわ南保育園 市川市市川南3-13-12
7019 こうぜん保育園市川 市川市南大野2-23-11
7020 ありのみ保育園 市川市下貝塚3-9-3
7021 北国分駅前しゃりっこ保育園 市川市堀之内3-18-25グリーンマノリアル2F
7022 K’s Garden 真間駅前保育園 市川市真間1-12-4
7023 キャリー保育園本八幡 市川市東菅野1-18-8セブンビル2F
7024 宮久保保育園 市川市宮久保3-17-10
7025 そらまめ保育園市川大野 市川市奉免町116-2

船橋市 7026 若葉保育園 船橋市藤原7-41-1
7027 金杉台保育園 船橋市金杉台1-1-6
7028 二和保育園 船橋市二和東5-50-1
7029 高根台保育園 船橋市高根台2-2-2
7030 緑台保育園 船橋市緑台2-2-1
7031 小室保育園 船橋市小室町3305
7032 ひばり保育園 船橋市松が丘1-33-4
7033 あすなろ保育園 船橋市二和西2-6-1
7034 たかね台ベビーホーム 船橋市高根台1-9-23-201
7035 まこと保育園 船橋市神保町275-34
7036 三咲小鳩保育園 船橋市三咲3-6-2
7037 てまり保育園 船橋市藤原5-4-39
7038 やまびこ保育園 船橋市咲が丘2-11-5
7039 ロータス保育園 船橋市藤原5-23-2
7040 船橋あおぞら保育園 船橋市三咲3-12-55
7041 船橋あおぞら保育園分園 船橋市二和東6-16-10　エバラビル2F
7042 ローゼンかみやま保育園 船橋市上山町2-288-1
7043 こでまり保育園 船橋市藤原2-2-22
7044 高根台グリーンキディ保育園 船橋市高根台2-10-5
7045 丸山旭保育園 船橋市丸山5丁目33番25号
7046 船橋光の子保育園 船橋市丸山1-3-3
7047 あい・あい保育園　船橋法典園 船橋市上山町1-223-4

松戸市 7048 北松戸保育所 松戸市上本郷3870
7049 ときわ平保育園 松戸市常盤平西窪町11-7
7050 梨香台保育所 松戸市高塚新田494-9
7051 六実保育所 松戸市六高台1-40
7052 牧の原保育所 松戸市牧の原2-73
7053 馬橋西保育所 松戸市西馬橋広手町123
7054 古ケ崎保育所 松戸市古ケ崎4-3617
7055 古ケ崎保育所分園 松戸市古ケ崎4-3620-1
7056 八柱保育所 松戸市日暮4-5-2
7057 二十世紀ケ丘保育所 松戸市二十世紀ケ丘戸山町73
7058 松ケ丘保育所 松戸市松戸新田554-2
7059 松飛台保育所 松戸市五香西4-44-1
7060 古ケ崎第二保育所 松戸市古ケ崎1-2994
7061 貝の花保育園 松戸市小金原8-11-1
7062 小羊保育園 松戸市上矢切113
7063 第一平和保育園 松戸市岩瀬608-6
7064 第二平和保育園 松戸市松戸1394
7065 稔台保育園 松戸市稔台610-1
7066 松戸ミドリ保育園 松戸市仲井町1-32-1
7067 さわらび保育園 松戸市栄町3-185-1
7068 子すずめ保育園 松戸市日暮1-8-4
7069 野菊野保育園 松戸市野菊野5
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表 3.2-21(10) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜保育園（2）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「市町村別保育施設一覧（平成28年12月１日時点）」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
 
 

市 番号 名称 所在地
松戸市 7070 金ケ作保育園 松戸市金ケ作306

7071 八景台保育園 松戸市松戸新田605-58
7072 上本郷保育園 松戸市上本郷2292
7073 つぼみ保育園 松戸市上矢切1101-2
7074 三空保育園 松戸市金ケ作216-10
7075 けやきの森保育園 松戸市中和倉331
7076 けやきの森保育園分園 松戸市千駄堀1598
7077 松戸南保育園 松戸市小山523-5
7078 松戸南保育園分園 松戸市小山523-5
7079 六高台保育園 松戸市六実6-13-2
7080 六高台保育園分園 松戸市六実4-2-9
7081 こうぜん保育園 松戸市六実5-1-1-1
7082 グローバリーキッズ 松戸市高塚新田450-11
7083 東松戸保育園 松戸市紙敷3-8-11
7084 佑和保育園 松戸市紙敷字大久保1194番4外
7085 保育園きぼうのたから 松戸市本町13-9
7086 梨の花保育園 松戸市新高塚新田488-10
7087 さわらびドリーム保育園 松戸市栄町3-185-1
7088 こすもす保育園 松戸市栄町西3-1036-2
7089 音のゆりかご保育園 松戸市東松戸1-2-34
7090 秋山・学びの保育園 松戸市高塚新田413番地11
7091 和名ヶ谷ひまわり保育園 松戸市和名ヶ谷1104-1
7092 五香子すずめ保育園 松戸市五香2-35-8
7093 桜花保育園 松戸市東松戸2-16-4
7094 保育園きぼうのつばさ 松戸市根本12-16
7095 東進ワールドキッズ 松戸市紙敷1-38-8
7096 和ほいくえん 松戸市秋山字向山45番地2

柏市 7097 土南部保育園 柏市逆井1305-2
7098 高柳保育園 柏市高柳1503-9
7099 高柳西保育園 柏市しいの木台五丁目31-2
7100 みなみ高柳保育園 柏市高柳1337-2
7101 柏さかさい保育園 柏市逆井1377-1
7102 咲さく良保育園 柏市高柳1624-4　31街区2

八千代市 7103 睦北保育園 八千代市島田1004
7104 ゆりのき台保育園 八千代市ゆりのき台3-7-1

鎌ケ谷市 7105 道野辺保育園 鎌ケ谷市道野辺中央5-7-10
7106 粟野保育園 鎌ケ谷市粟野740-1
7107 南初富保育園 鎌ケ谷市東初富2-6-50
7108 鎌ケ谷保育園 鎌ケ谷市鎌ケ谷6-8-26
7109 ふじのこ保育園 鎌ケ谷市初富82-1
7110 りすのこ園（ふじのこ保育園分園） 鎌ケ谷市道野辺本町2-1-28カーラシティ2番館2階
7111 おおぞら保育園 鎌ケ谷市初富354-1
7112 まるやま保育園 鎌ケ谷市丸山2-11-28
7113 鎌ケ谷ピコレール保育園 鎌ケ谷市鎌ケ谷1-13-3
7114 グローバルキッズ鎌ケ谷園 鎌ケ谷市富岡1-1-3
7115 たかし保育園新鎌ケ谷 鎌ケ谷市初富919番15

印西市 7116 木刈保育園 印西市木刈6-23
白井市 7117 清水口保育園 白井市清水口2-8-1

7118 南山保育園 白井市南山1-7-1
7119 桜台保育園 白井市桜台2-9
7120 白井保育園 白井市白井429
7121 ひまわり保育園 白井市折立618-10
7122 はなぶさ保育園 白井市大山口2-2-4
7123 白井ふじ保育園 白井市冨士239-1
7124 こざくら保育園 白井市根1832-1
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表 3.2-21(11) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜病院＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「病院名簿 平成29年3月10日現在」（平成29年3月現在、ちば医療なび） 
 

No 名称 所在地

市川市 8001
国立研究開発法人国立国際医療研究センター
国府台病院

市川市国府台1-7-1

8002 市川市リハビリテ－ション病院 市川市柏井町4-229-4
8003 公益財団法人化学療法研究所附属病院 市川市国府台6-1-14
8004 医療法人社団嵐川　大野中央病院 市川市下貝塚3-20-3
8005 医療法人　式場病院 市川市国府台6-1-14
8006 医療法人一条会（社団） 　一条会病院 市川市北国分4-26-1
8007 東京歯科大学市川総合病院 市川市菅野5-11-13

船橋市 8008 医療法人社団誠馨会　セコメディック病院 船橋市豊富町696-1
8009 医療法人社団健仁会　船橋北病院 船橋市金堀町521‐36
8010 医療法人愛の家　高根台病院 船橋市高根台4-1-1
8011 医療法人社団千葉秀心会　東船橋病院 船橋市高根台4-29-1
8012 医療法人社団嬉泉会　大島記念嬉泉病院 船橋市三咲3-5-15
8013 医療法人社団協和会　滝不動病院 船橋市南三咲4-13-1
8014 医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院 船橋市高根台2-11-1

8015
社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　船橋
二和病院

船橋市二和東5-1-1

松戸市 8016 松戸市立福祉医療センター東松戸病院 松戸市高塚新田123-13
8017 国保松戸市立病院 松戸市上本郷4005

8018
医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテー
ション病院

松戸市栗ケ沢789-1

8019 五香病院 松戸市五香8-40-1
8020 医療法人社団松和会　小板橋病院 松戸市和名ヶ谷1313-1
8021 松戸リハビリテーション病院 松戸市和名ヶ谷1009-1
8022 医療法人社団誠馨会　新東京病院 松戸市和名ヶ谷1271
8023 医療法人明柳会　恩田第二病院 松戸市金ケ作302
8024 社会医療法人社団木下会　千葉西総合病院 松戸市金ケ作107-1
8025 医療法人社団鼎会　三和病院 松戸市日暮7丁目37-9
8026 医療法人社団ときわ会　常盤平中央病院 松戸市常盤平6-1-8
8027 医療法人財団松圓会　東葛クリニック病院 松戸市樋野口865-2

8028
医療法人社団オーケーエム会　オーククリニッ
クフォーミズ病院

松戸市竹ケ花50-3

8029 日本大学松戸歯学部付属病院 松戸市栄町西2-870-1
八千代市 8030 医療法人社団踏青会　小池病院 八千代市小池374-1

8031 医療法人社団心癒会　しのだの森ホスピタル 八千代市島田台1212
8032 医療法人社団碩成会　島田台病院 八千代市島田台887-7
8033 東京女子医科大学附属八千代医療センター 八千代市大和田新田477-96

鎌ケ谷市 8034 医療法人社団一心会　初富保健病院 鎌ケ谷市初富114
8035 医療法人社団ますお会　第２北総病院 鎌ケ谷市初富803
8036 医療法人梨香会　秋元病院 鎌ケ谷市初富808-54
8037 社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院 鎌ケ谷市初富929-6
8038 東邦鎌谷病院 鎌ケ谷市粟野594

白井市 8039 千葉白井病院 白井市復1439-2
8040 医療法人社団聖仁会　白井聖仁会病院 白井市笹塚3-25-2
8041 医療法人社団東光会　北総白井病院 白井市根325-2-1
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表 3.2-21(12) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜福祉施設（1）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「社会福祉施設等一覧表（平成28年度）」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
 

市名 番号 区分 名称 所在地

市川市 9001 養護老人ホーム一般 市川市いこい荘 市川市大町521

9002 特別養護老人ホーム 市川あさひ荘 市川市大町537
9003 特別養護老人ホーム 太陽と緑の家 市川市大町552
9004 特別養護老人ホーム やわらぎの郷 市川市大町438-2
9005 特別養護老人ホーム サンライズ市川 市川市大町79-2
9006 特別養護老人ホーム 清山荘 市川市柏井町4-314
9007 特別養護老人ホーム ナーシングホーム市川 市川市柏井町4-310
9008 特別養護老人ホーム 市川ヒルズ 市川市柏井町4-312
9009 特別養護老人ホーム レガーレ市川 市川市柏井町4-315
9010 特別養護老人ホーム いちかわ翔裕園 市川市柏井町1-1076
9011 介護老人保健施設 医療法人社団泰正会グレースケア市川 市川市大町43-3
9012 介護老人保健施設 市川あさひ荘 市川市大町537-10
9013 介護老人保健施設 市川ゆうゆう 市川市柏井町4-229-4
9014 介護老人保健施設 つばさくらぶ 市川市柏井町4-296-2
9015 介護老人保健施設 葵の園・市川 市川市大野町3-2128-1
9016 介護老人保健施設 サンシルバー市川 市川市北方町4-1460
9017 軽費老人ホーム(ケアハウス) ケアハウス市川 市川市柏井町4-306-1
9018 軽費老人ホーム(ケアハウス) 三愛ケアハウス 市川市柏井町3-650
9019 軽費老人ホーム(ケアハウス) ユリダイ 市川市曽谷5-27-3
9020 軽費老人ホーム(ケアハウス) 曽谷カネヅカケアハウス 市川市曽谷2-26-3
9021 有料老人ホーム ハッピーニューライフ市川真間 市川市市川2-27-10
9022 有料老人ホーム アイホーム市川まつひ台 市川市大町558
9023 有料老人ホーム ウエルピア市川 市川市柏井町1-1073
9024 有料老人ホーム ハッピーニューライフ市川北方 市川市北方町4-1779-4
9025 有料老人ホーム つばさハウス 市川市曽谷6-3-1
9026 有料老人ホーム 信合市川 市川市曽谷5-7-17
9027 有料老人ホーム 我が家中国分 市川市中国分3-11-8
9028 有料老人ホーム イリーゼ市川・別邸 市川市北国分2-32-5
9029 有料老人ホーム リアンレーヴ市川 市川市大町563、564
9030 有料老人ホーム アガペ市川有料老人ホーム 市川市柏井町4-326-4

9031 老人憩の家
いきいきセンター市川
（市川市市川老人いこいの家）

市川市市川2-33-6

9032 老人憩の家
いきいきセンター宮久保
（市川市宮久保老人いこいの家）

市川市宮久保4-2-4

9033 老人憩の家
いきいきセンター北国分
（市川市北国分老人いこいの家）

市川市北国分1-12-32

船橋市 9034 養護老人ホーム一般 養護老人ホーム豊寿園 船橋市金堀町195
9035 特別養護老人ホーム 船橋あさひ苑 船橋市旭町4-9-1
9036 特別養護老人ホーム ふなばし翔裕園 船橋市旭町4-19-30
9037 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3
9038 特別養護老人ホーム ローゼンヴィラ藤原（ユニット型） 船橋市藤原8-17-3
9039 特別養護老人ホーム 南三咲 船橋市南三咲3-27-1
9040 特別養護老人ホーム 船橋梨香園 船橋市車方町541-2
9041 特別養護老人ホーム プレーゲ船橋 船橋市金堀町195
9042 特別養護老人ホーム 古和釜恵の郷 船橋市古和釜町871-2
9043 特別養護老人ホーム 南生苑 船橋市古和釜町430-1
9044 特別養護老人ホーム 船橋百寿苑 船橋市古和釜町791-1
9045 特別養護老人ホーム つぼい愛の郷 船橋市坪井町146-1
9046 特別養護老人ホーム 船橋愛弘園 船橋市高根台3-10-1
9047 特別養護老人ホーム アグリ・ケアホームいこいの森 船橋市大神保町700-5
9048 特別養護老人ホーム みやぎ台南生苑 船橋市みやぎ台4-18-1
9049 特別養護老人ホーム ひかりの郷 船橋市二和西6-3-20

9050
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

たか音の杜 船橋市高根台2-10-30

9051
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

船橋笑寿苑 船橋市大穴北4-25-15

9052
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

三咲館 船橋市南三咲3-27-1

9053 介護老人保健施設 ロータスケアセンター 船橋市藤原5-23-1
9054 介護老人保健施設 ふなばし光陽 船橋市豊富町644-12
9055 介護老人保健施設 千葉徳洲苑 船橋市大穴北7-22-1
9056 介護老人保健施設 大穴さくら苑 船橋市大穴北8-41-1
9057 介護老人保健施設 船橋ケアセンター 船橋市高野台5-741-6
9058 介護老人保健施設 みさきの郷 船橋市三咲4-23-15
9059 軽費老人ホーム(A型) 福寿荘 船橋市古和釜町791-1
9060 軽費老人ホーム(ケアハウス) みどりの丘 船橋市旭町4-9-1
9061 軽費老人ホーム(ケアハウス) ローゼンヴィラ藤原 船橋市藤原8-17-3
9062 軽費老人ホーム(ケアハウス) ヴィラ梨香園 船橋市車方町543
9063 軽費老人ホーム(ケアハウス) シオン 船橋市豊富町659-3
9064 軽費老人ホーム(ケアハウス) 船橋みどりの里 船橋市神保町131-2
9065 有料老人ホーム イリーゼ船橋塚田・新館 船橋市前貝塚町509-5
9066 有料老人ホーム レビー船橋 船橋市上山町1-157-1
9067 有料老人ホーム マルミ金杉の郷 船橋市金杉2-8-1
9068 有料老人ホーム リッチランド豊南郷 船橋市金堀町582-1
9069 有料老人ホーム 高根台ハイム 船橋市高根台4-13-34
9070 有料老人ホーム あずみ苑　グランデ三咲 船橋市三咲7-12-18



 

75 
 

表 3.2-21(13) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜福祉施設（2）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「社会福祉施設等一覧表（平成28年度）」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 
 

市名 番号 区分 名称 所在地

船橋市 9071 有料老人ホーム みさき 船橋市三咲4-23-15

9072 有料老人ホーム イリーゼ船橋三咲 船橋市南三咲1-20-10
9073 有料老人ホーム 南三咲ハイム 船橋市南三咲1-11-12

9074 有料老人ホーム
マルミの会　二和さくらの郷（開設予
定）

船橋市二和西4-46-2

9075 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市小室町3308
9076 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市藤原6-16-19
9077 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市金杉7-41-16
9078 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市松が丘1-52-22
9079 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市高根台2-2-2
9080 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市高根台1-2-5
9081 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市みやぎ台1-7-1
9082 老人憩の家 船橋市老人憩の家 船橋市三咲3-5-10
9083 老人福祉センター 船橋市北老人福祉センター 船橋市三咲7-24-1
9084 老人福祉センター 船橋市西老人福祉センター 船橋市藤原3-2-15

9085
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

高根台在宅介護支援センター 船橋市高根台2-11-1

9086
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

塚田在宅介護支援センター 船橋市旭町4-9-1

9087
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

二和在宅介護支援センター 船橋市二和東5-1-1

9088
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

三咲在宅介護支援センター 船橋市三咲4-1-11

9089
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

八木が谷在宅介護支援センター 船橋市咲が丘3-11-4

9090
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

松が丘在宅介護支援センター 船橋市松が丘1-33-4

9091
老人介護支援センター
（在宅介護支援センター）

大穴在宅介護支援センター 船橋市大穴北7-22-1

松戸市 9092 養護老人ホーム一般 親愛荘 松戸市和名ヶ谷1258-1
9093 特別養護老人ホーム 松寿園（従来型） 松戸市六高台2-19-2
9094 特別養護老人ホーム 松寿園（ユニット型） 松戸市六高台2-19-2
9095 特別養護老人ホーム ひまわりの丘（従来型） 松戸市五香西5-19-8
9096 特別養護老人ホーム ひまわりの丘（ユニット型） 松戸市五香西5-19-8
9097 特別養護老人ホーム 第二南花園 松戸市紙敷1186-8
9098 特別養護老人ホーム 第二南花園（個室ユニット型） 松戸市紙敷1186-8
9099 特別養護老人ホーム 松戸愛光園 松戸市高塚新田128-8
9100 特別養護老人ホーム 緑風園 松戸市和名ケ谷1484
9101 特別養護老人ホーム 親愛の丘 松戸市和名ヶ谷1258-1
9102 特別養護老人ホーム やわら木苑 松戸市金ケ作277
9103 特別養護老人ホーム 明尽苑 松戸市金ヶ作296-1
9104 特別養護老人ホーム あすなろ 松戸市金ヶ作138
9105 特別養護老人ホーム 南花園 松戸市河原塚102-8
9106 特別養護老人ホーム 秋桜 松戸市栄町西3-1036-2
9107 特別養護老人ホーム なでしこ（従来型） 松戸市中矢切259-1
9108 特別養護老人ホーム なでしこ（ユニット型） 松戸市中矢切259-1
9109 特別養護老人ホーム 東松戸ヒルズ 松戸市紙敷字薄浦1065-4
9110 特別養護老人ホーム 東松戸ヒルズ（従来型） 松戸市紙敷字薄浦1065-4

9111
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

松峰苑 松戸市高塚新田488-9

9112
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

明尽苑（ユニット型） 松戸市金ケ作296-1

9113 介護老人保健施設 栗ケ沢デイホーム 松戸市栗ケ沢789-33
9114 介護老人保健施設 千の星・松戸 松戸市串崎新田189-4
9115 介護老人保健施設 シルバーケア松戸 松戸市串崎新田172-1
9116 介護老人保健施設 エスポワール松戸 松戸市五香西4-26-10
9117 介護老人保健施設 シルバーケア常盤平 松戸市五香西5-28
9118 介護老人保健施設 梨香苑 松戸市高塚新田123-13
9119 介護老人保健施設 あきやまの郷 松戸市高塚新田484-1
9120 介護老人保健施設 島村洗心苑 松戸市和名ケ谷660
9121 介護老人保健施設 東京おりーぶ苑 松戸市金ケ作276-28
9122 介護老人保健施設 葵の園・松戸 松戸市千駄堀1103-1
9123 介護老人保健施設 偕楽園 松戸市西馬橋幸町23
9124 軽費老人ホーム(ケアハウス) あすなろ 松戸市金ケ作138
9125 軽費老人ホーム(ケアハウス) サンセットホーム 松戸市日暮4-7-7
9126 有料老人ホーム ベストライフ松戸 松戸市八ヶ崎7-30-3
9127 有料老人ホーム セントビラ松戸 松戸市八ヶ崎6-13-1
9128 有料老人ホーム リアンレーヴ松戸 松戸市六高台2-42-1
9129 有料老人ホーム ハーモニー六高台 松戸市六高台9-56-3
9130 有料老人ホーム そんぽの家　松戸五香 松戸市五香3-25-4
9131 有料老人ホーム 応援家族 松戸 松戸市五香4-22-116
9132 有料老人ホーム ハーモニー松戸 松戸市五香西5-3-14
9133 有料老人ホーム ときわ苑 松戸市五香西5-30-3
9134 有料老人ホーム 親愛カトレア館 松戸市紙敷3-10-1
9135 有料老人ホーム シルバーホーム秋山 松戸市高塚新田362-10
9136 有料老人ホーム SOMPOケア　ラヴィーレ東松戸 松戸市東松戸3-15-10
9137 有料老人ホーム ハルトリーゲル松戸 松戸市和名ヶ谷1009-33
9138 有料老人ホーム パークヴィラ陽春館 松戸市金ケ作115-1
9139 有料老人ホーム あずみ苑　グランデ常盤平 松戸市金ヶ作237-3
9140 有料老人ホーム イリーゼまつど 松戸市日暮3-25-1
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表 3.2-21(14) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜福祉施設（3）＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：「社会福祉施設等一覧表（平成28年度）」（平成29年3月現在、千葉県ホームページ） 

市名 番号 区分 名称 所在地

松戸市 9141 有料老人ホーム 介護専用サンセット豊夢 松戸市河原塚146-1

9142 有料老人ホーム シーハーツ松戸 松戸市河原塚101-3
9143 有料老人ホーム 松戸めいせい 松戸市河原塚258-13
9144 有料老人ホーム 松戸ナーシングヴィラそよ風 松戸市常盤平5-24-2
9145 有料老人ホーム 松戸ニッセイエデンの園 松戸市高塚新田123-1
9146 有料老人ホーム SOMPOケア　ラヴィーレ松戸 松戸市馬橋312-1
9147 有料老人ホーム あさひガーデン松戸 松戸市栄町西3-1066
9148 有料老人ホーム めいと松戸運動公園 松戸市上本郷4450
9149 有料老人ホーム グランドめいと松戸 松戸市上本郷3906
9150 有料老人ホーム エルダーホーム上本郷 松戸市上本郷1464
9151 有料老人ホーム めいと松戸 松戸市上本郷4466
9152 有料老人ホーム めいと上本郷 松戸市南花島3-56-49
9153 有料老人ホーム エルダーホーム松戸 松戸市樋野口699
9154 有料老人ホーム シルバーホーム柿の木 松戸市二十世紀が丘柿の木町80
9155 有料老人ホーム アイホームまつど中央 松戸市岩瀬595-1
9156 有料老人ホーム メディクスケアホーム松戸 松戸市松戸1063-1
9157 有料老人ホーム ディアコート信合 松戸市高塚新田156-2
9158 老人福祉センター 松戸市六実高柳老人福祉センター 松戸市高柳1832
9159 老人福祉センター 松戸市東部老人福祉センター 松戸市紙敷953-2
9160 老人福祉センター 松戸市常盤平老人福祉センター 松戸市常盤平3-25
9161 老人福祉センター 松戸市矢切老人福祉センター 松戸市上矢切299-1

柏市 9162 特別養護老人ホーム かしわ安心館 柏市藤ケ谷810-2

9163
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

グリーンヴィラ 柏市逆井1310-3

9164
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

沼南の里 柏市藤ケ谷1086-7

9165 介護老人保健施設 蒼生の杜 柏市逆井437-28
9166 有料老人ホーム はなみずき 柏市南増尾6-15-19
9167 有料老人ホーム 未来倶楽部　柏高柳 柏市高柳1141-1
9168 有料老人ホーム イリーゼ柏しいの木台 柏市しいの木台4-28-2

八千代市 9169 特別養護老人ホーム はなみずき 八千代市島田台998-4
9170 特別養護老人ホーム はなみずき（ユニット型） 八千代市島田台998-4
9171 特別養護老人ホーム 愛生苑 八千代市吉橋1059-17
9172 介護老人保健施設 ばらの里 八千代市島田台字大東台764-2
9173 介護老人保健施設 八千代ケアセンター 八千代市島田55-1
9174 軽費老人ホーム(ケアハウス) りんどう 八千代市島田台998-4
9175 軽費老人ホーム(ケアハウス) ガーデンカルミア 八千代市島田台1002-6
9176 軽費老人ホーム(ケアハウス) ガーデンライフ八千代 八千代市吉橋1059-17
9177 有料老人ホーム SOMPOケア　ラヴィーレ八千代中央 八千代市萱田町516-1
9178 有料老人ホーム 愛生グリーンプラザ八千代 八千代市吉橋1060
9179 有料老人ホーム グレースコート八千代緑ヶ丘 八千代市緑が丘1-3-2

鎌ケ谷市 9180 特別養護老人ホーム 慈祐苑 鎌ケ谷市道野辺214-4
9181 特別養護老人ホーム 鎌ケ谷翔裕園 鎌ケ谷市初富848-10

9182 特別養護老人ホーム
コミュニティホームくぬぎ山（ユニット
型）

鎌ケ谷市初富35-4

9183 特別養護老人ホーム コミュニティホームくぬぎ山（従来型） 鎌ケ谷市初富35-4
9184 特別養護老人ホーム 初富の里 鎌ケ谷市東初富1-4-3
9185 特別養護老人ホーム 幸豊苑 鎌ケ谷市粟野225-1
9186 特別養護老人ホーム さつまの里 鎌ケ谷市佐津間989-1

9187 介護老人保健施設
社会医療法人社団木下会シルバーケア
鎌ヶ谷

鎌ケ谷市初富125-1

9188 介護老人保健施設 しんかま 鎌ケ谷市初富929-6
9189 介護療養型医療施設 初富保健病院 鎌ケ谷市初富114番地
9190 軽費老人ホーム(ケアハウス) 梨花苑 鎌ケ谷市くぬぎ山4-8-22
9191 有料老人ホーム お年寄りお世話の家「ほがらか」 鎌ケ谷市右京塚8-7-2
9192 有料老人ホーム リーベン鎌ケ谷 鎌ケ谷市丸山3-17-18
9193 有料老人ホーム くらスマイル鎌ケ谷 鎌ケ谷市北中沢2-23-19
9194 有料老人ホーム グランシア鎌ケ谷 鎌ケ谷市道野辺中央4-8-1
9195 有料老人ホーム ハッピーライフ菜の花館 鎌ケ谷市初富373-11
9196 有料老人ホーム アヴィラージュ新鎌ヶ谷 鎌ケ谷市初富26-7
9197 有料老人ホーム 初富の家 鎌ケ谷市中央1-8-20
9198 有料老人ホーム コミュニティホーム鎌ケ谷 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-12-3

9199 老人憩の家
鎌ケ谷市老人憩の家（北初富第３自治会
館）

鎌ケ谷市初富221-1

9200 老人憩の家 鎌ケ谷市老人憩の家（吉野清） 鎌ケ谷市南初富2-2-43

9201 老人憩の家
鎌ケ谷市老人憩の家（くぬぎ山自治会
館）

鎌ケ谷市くぬぎ山2-1-8

9202 老人福祉センター 鎌ケ谷市社会福祉センター 鎌ケ谷市初富802-116

9203
老人介護支援センター
 （在宅介護支援センター）

鎌ケ谷市中央在宅介護支援センター 鎌ケ谷市新鎌ケ谷2-6-1

印西市 9204 特別養護老人ホーム ハートヴィレッヂ 印西市武西字庚塚1269-1
9205 特別養護老人ホーム ハートヴィレッヂⅡ 印西市武西字庚塚1269-1

白井市 9206 特別養護老人ホーム 菊華園（従来型） 白井市神々廻1030
9207 特別養護老人ホーム 菊華園（ユニット型） 白井市神々廻1030
9208 特別養護老人ホーム アンスリール 白井市神々廻1889-2
9209 特別養護老人ホーム さつきの里（ユニット型） 白井市笹塚3-25-1
9210 特別養護老人ホーム さつきの里（従来型） 白井市笹塚3-25-1

9211
地域密着型介護老人福祉施設
(小規模特別養護老人ホーム)

サクラビア 白井市神々廻1927-6

介護老人保健施設 アモールケア白井 白井市復1448-30
9212 軽費老人ホーム(ケアハウス) 菊華園 白井市神々廻1030
9213 老人憩の家 白井駅前老人憩の家 白井市堀込1-2-2
9214 老人憩の家 西白井老人憩いの家 白井市清水口1-2-1
9215 老人福祉センター 白井市老人福祉センター 白井市清戸766-1

9216
老人介護支援センター
 （在宅介護支援センター）

白井市冨士在宅介護支援センター 白井市根331-2

9217
老人介護支援センター
 （在宅介護支援センター）

在宅介護支援センター菊華園 白井市神々廻1030

9218
老人介護支援センター
 （在宅介護支援センター）

さつきの里在宅介護支援センター 白井市笹塚3-25-1
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表 3.2-21(15) 事業実施想定区域及びその周囲で環境保全への配慮を要する施設 

＜図書館＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典:「平成 28 年度教育便覧」(平成 29 年 3 月現在、千葉県ホームページ) 
 
 

番号 名称 所在地

船橋市 6001 北図書館 船橋市二和東5-26-1

松戸市 6002 千葉県立西部図書館 松戸市千駄堀６５７−７
6003 松戸市立図書館本館 松戸市松戸2060
6004 松戸市立図書館常盤平分館 松戸市常盤平3-30
6005 松戸市立図書館稔台分館 松戸市稔台7-1-5
6006 松戸市立図書館矢切分館 松戸市上矢切299-1
6007 松戸市立図書館古ケ崎分館 松戸市古ケ崎4-3490
6008 松戸市立図書館五香分館 松戸市五香2-35-5
6009 松戸市立図書館明分館 松戸市上本郷2676-6
6010 松戸市立図書館六実分館 松戸市六高台3-71
6011 松戸市立図書館東部分館 松戸市高塚新田427
6012 松戸市立図書館馬橋東分館 松戸市馬橋1854-3
6013 松戸市立図書館松飛台分館 松戸市松飛台210-2
6014 松戸市立図書館二十世紀が丘分館 松戸市二十世紀が丘中松町2
6015 松戸市立図書館八柱分館 松戸市牧の原1-193-6
6016 松戸市立図書館八ケ崎分館 松戸市八ケ崎5-15-1
6017 松戸市立図書館和名ケ谷分館 松戸市和名ケ谷1360

柏市 6018 柏市立図書館南部分館 柏市新逆井2-5-13
6019 柏市立図書館高柳分館 柏市高柳1652-10

鎌ケ谷市 6020 図書館（本館） 鎌ケ谷市中央1-8-35
6021 図書館（東部分館） 鎌ケ谷市東道野辺4-9-50
6022 図書館（西部分館） 鎌ケ谷市くぬぎ山4-2-46-10
6023 図書館（南部分館） 鎌ケ谷市道野辺61
6024 図書館（北部分館） 鎌ケ谷市佐津間631
6025 図書館（東初富分館） 鎌ケ谷市東初富1-10-1

白井市 6026 白井市立図書館 白井市復1148-8
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