
番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
1 S9.11.24 内告 第550号 市町村の都市計画

に関する基本的な
方針

都市計画法第１条の規定により船橋町を指定

2 S11.3.20 内告 第106号 市町村の都市計画
に関する基本的な
方針

船橋都市計画区域の決定 千葉県東葛飾郡船橋町               ９３４　ha
千葉県東葛飾郡葛飾町               ６６８　ha
千葉県東葛飾郡塚田村               ３０９　ha
千葉県東葛飾郡法典村（飛地を除く） ６３５　ha
千葉県東葛飾郡八栄村             １４８３　ha
千葉県千葉郡津田沼町               ８６６　ha
千葉県千葉郡二宮町               １８１５　ha
計                               ６７１０　ha

3 S12.3.13 内告 第119号 その他 船橋市設置

4 S13.5.24 内告 第281号 その他 船橋都市計画街路の決定

5 S13.10.22 内告 第456号 市町村の都市計画
に関する基本的な
方針

船橋都市計画地域の決定 住居地域 ５６５　ha
商業地域 １３５　ha
工業地域 ２６５　ha
計       ９６５　ha

6 S13.10.22 内告 第457号 風致地区 船橋都市計画風致地区の決定 葛飾風致地区 　　　１０２　ha
中山競馬場風致地区 １０１　ha
法典風致地区 　　　１８０　ha
滝不動風致地区　　 ２６４　ha
計 　　　　　　　　６４７　ha

7 S18.5.22 内告 第365号 その他 船橋都市計画街路の変更、追加

8 S18.5.22 内告 第366号 公園 船橋都市計画公園及び同事業並びにその執行
年度割を決定

9 S19.5.15 内告 第271号 その他 船橋都市計画街路事業及びその執行年度割を
決定

10 S19.12.19 内告 第602号 その他 船橋都市計画街路事業の追加及びその執行年
度割を決定

11 S19.12.19 内告 第603号 緑地 船橋都市計画緑地及び同事業並びにその執行
年度割を決定

花輪緑地 ３．63　ha

12 S24.7.16 建告 第683号 その他 市街地建築物法第23条第2項により津田沼町を
指定

13 S24.7.16 建告 第684号 その他 市街地建築物法施行規則第149条の2第1項によ
り津田沼町を指定

14 S25.6.26 建告 第641号 その他 市街地建築物法第23条第2項により二宮町(一
部の区域)を指定
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
15 S25.6.26 建告 第642号 その他 市街地建築物法施行規則第149条の2第1項によ

り二宮町(一部の区域)を指定

16 S25.7.18 建告 第836号 その他 船橋都市計画街路事業及びその執行年度割を
決定

17 S25.7.18 建告 第844号 市町村の都市計画
に関する基本的な
方針

船橋都市計画一団地の住宅経営及び同事業並
びにその執行年度を決定

18 S25.7.18 建告 第845号 市町村の都市計画
に関する基本的な
方針

船橋都市計画一団地の住宅経営事業並びにそ
の執行年度を決定

19

20 S26.3.23 県告 第111号 その他 建築基準法第22条による区域の指定

21 S26.11.27 建告 第996号 市町村の都市計画
に関する基本的な
方針

船橋都市計画区域の変更 （旧）区域：船橋市・津田沼町・二宮町の全区域
（新）区域：船橋市の全区域 （３８６０ha）

22 S28.4.10 県告 第119号 その他 建築基準法第42条2 項による道路の指定

23 S30.12.26 建告 第1549号 その他 船橋都市計画街路の決定 ２・３・10号 宮本町東町線      (1470m)
１・３・１号 海神町小栗原町線  (3580m)
１・小・４号 海神町夏見町線    (2080m)
２・１・１号 船橋駅三田浜海岸線(1300m)
１・小・３号 本町三田浜線      ( 455m)
２・３・７号 本町馬込町線      (4550m)
２・３・４号 本町湊町線        ( 395m)
２・２・７号 本郷町古作町線    (2600m)
２・２・１号 海神町谷津線      (3220m)
２・２・３号 下総中山駅前線    ( 310m)
２・２・４号 宮本町葛飾町線    (4790m)
２・２・５号 海神町二子町線    (3025m)
２・２・６号 海神町西線        (1430m)
１・３・２号 海神町浜町線      (1980m)
２・３・５号 宮本町浜町線      (1800m)
１・小・10号 葛飾町印内町線    (1340m)
２・３・11号 小栗原町東線      (1190m)
２・３・９号 古作町馬込町線    (4270m)
２・３・６号 宮本町競馬場線    (1190m)
２・３・２号 海神町宮本町線    (3070m)

24 S30.12.26 建告 第1558号 公園 船橋都市計画公園の決定 児　夏見台中央公園 ０．32　ha
児　夏見台東公園   ０．31　ha
児　夏見台南公園   ０．15　ha
児　夏見台北公園   ０．12　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
25 S30.12.26 建告 第1564号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 全面的な見直し。住居専用地区、準工業地域を新たに指定

住居地域     ８４３　ha
商業地域       ９３　ha
準工業地域   １２０　ha
工業地域     １２０　ha
計         １１７６　ha

住居専用地区 ４５０　ha

26 S30.12.26 建告 第1565号 その他 船橋都市計画空地地区の決定

27 S30.12.26 建告 第1567号 準防火地域 船橋都市計画準防火地域の決定 準防火地域 ４８．5　ha

28 S31.8.9 建告 第1227号 その他 船橋都市計画街路事業執行年度割を変更

29 S32.12.24 建告 第1721号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域を指定及び準防火地域
の変更

防火地域     ０．72　ha
準防火地域 ４７．78　ha

30 S32.12.26 建告 第1725号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 高根木戸に住居地域を指定
住居地域   １０２０　ha
商業地域       ９３　ha
準工業地域   １２０　ha
工業地域     １２０　ha
計         １３５３　ha

住居専用地区 ４５０　ha

31 S32.12.28 建告 第1820号 その他 船橋市の防火建築帯の指定 船橋駅前通り

32 S34.4.15 建告 第998号 その他 船橋都市計画排水施設並びに同事業及びその
執行年度割を決定

33 S34.4.15 建告 第1000号 その他 船橋都市計画街路事業及びその執行年度割を
決定

34 S34.12.24 建告 第2551号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 津田沼駅を中心とする旧二宮地区の用途指定（商業・住居）
住居地域     ３９４　ha
商業地域       ９７　ha
準工業地域   １２０　ha
工業地域     １２０　ha
計         １７３１　ha

住居専用地区 ４５０　ha

35 S35.8.25 建告 第1776号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域並びに準防火地域の変
更

防火地域 　　６．41　ha
準防火地域 ４３．92　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
36 S35.10.14 建告 第2227号 その他 船橋市の防火建築帯の変更、指定 耐火建築促進法の規定により

本町通り

37 S35.12.27 建告 第2825号 公園 船橋都市計画公園の追加

38 S36.12.28 建告 第3036号 公園 船橋都市計画公園の変更、追加及び廃止し並
びに公園事業及びその執行年度割を決定

近　御滝公園 ３．4　ha
運　船橋市運動公園 ８．5　ha

39 S36.12.28 緑地 船橋都市計画緑地の変更
（夏見緑地）

旧面積 ７．17　ha
新面積 １．48　ha

40 S37.2.5 建告 第180号 その他 船橋都市計画街路事業の執行年度割を変更

41 S37.3.13 建告 第519号 その他 防災建築街区造成法により船橋市防災建築街
区を指定

42 S37.3.31 建告 第1102号 その他 船橋都市計画街路を変更し、並びに街路事業
及びその執行年度割を決定

１・３・１号　海神町小栗町原線
            （起点、幅員、及び延長の変更）                 (1810m)
２・２・５号　海神町二子町線
            （起点、及び延長の変更）                       (2660m)
２・２・８号　海神町本町線
            （起点、終点、延長、幅員、及び路線番号の変更） ( 900m)
２・３・５号　宮本町浜町線
            （起点、終点、延長、幅員、及び路線番号の変更） (1820m)

43 S37.4.3 建告 第44号 公園 船橋都市計画公園の追加変更 ３・３・２号　高根木戸近隣公園 １．98　ha
２・２・８号　高根木戸１号公園 ０．37　ha
２・２・９号　高根木戸２号公園 ０．21　ha
２・２・10号　高根木戸３号公園 ０．71　ha
２・２・11号　高根木戸４号公園 ０．41　ha
３・３・４号　北習志野近隣公園 ４．3 　ha
２・２・12号　北習志野１号公園 ０．29　ha
２・２・13号　北習志野２号公園 ０．14　ha
２・２・14号　北習志野３号公園 ０．46　ha
２・２・15号　北習志野４号公園 ０．41　ha
２・２・16号　北習志野５号公園 ０．49　ha
２・２・17号　北習志野６号公園 ０．19　ha
２・２・18号　北習志野７号公園 ０．59　ha
２・２・19号　北習志野８号公園 ０．64　ha
２・２・20号　北習志野９号公園 ０．29　ha
２・２・21号　北習志野10号公園 ０．24　ha

44 S37.10.26 建告 第2702号 下水道 船橋都市計画下水道並びに下水道事業及びそ
の執行年度割決定
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
45 S38.3.30 建告 第963号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 用途地域拡大

丸山・上山町・藤原町・北習志野地区
住居地域  ２２４２　ha
商業地域    １０６　ha
準工業地域  ２５３　ha
工業地域    ４４５　ha
計        ３０４６　ha

住居専用地区 ４５０　ha

46 S38.3.30 建告 第982号 土地区画整理事業 船橋都市計画北習志野土地区画整理事業を施
行すべき区域を決定

１４７．93　ha

47 S38.3.30 建告 第998号 その他 船橋都市計画街路事業の執行割を変更

48 S38.3.30 建告 第1015号 その他 船橋都市計画街路の追加変更及び廃止 ２・１・４号　宮本町米ケ崎町線
           （起点、終点、幅員及び延長変更）             (3100m)
１・３・１号　海神町小栗原町線（決定）                  (3910m)
１・３・２号　北習志野駅前線（決定）                    ( 740m)
２・１・２号　西船橋駅南線（決定）                      ( 100m)
１・小・４号　海神町夏見町線（延長変更）                (1940m)
２・１・３号　古作町前原町線（決定）                    (7650m)
２・１・１号　船橋駅三田浜海岸線（終点及び延長変更）
２・３・７号　本町馬込町線
           （終点、幅員及び延長変更）                   (4800m)
２・２・７号　本郷町古作町線（ー部立体交差）            (2700m)
２・３・14号　薬園台町七林町線（決定）                  ( 870m)
２・３・２号　海神町前原町線（路線名及び延長変更)       (4900m)
２・２・４号　葛飾町習志野町線
           （橋梁を含む路線名、起点、終点及び延長変更）(10650m)
２・２・６号　海神町西線（起点、幅員及び延長変更）      (1300m)
２・２・８号　海神町南本町線
           （橋梁を含む路線名、起点、及び延長変更）     (1870m)
２・３・５号　宮本町古和釜町線
           （路線名、幅員、及び延長変更）               (9300m)

48 S38.3.30 建告 第1015号 その他 船橋都市計画街路の追加変更及び廃止 ２・２・12号　津田沼駅前原線（決定）                    ( 960m)
２・３・13号　前原町飯山満町線（決定）                  (1350m)
２・２・15号　三山町東線（決定）                        ( 600m)
２・２・13号　習志野町５丁目線（決定）                  ( 280m)
２・２・14号　習志野町高根木戸線（決定）                (4450m)
２・３・11号　西船橋駅藤原町線
           （路線名、起点、幅員、及び延長変更）         (5000m)
２・３・10号　小栗原町東線（幅員、及び延長変更）        ( 940m)
２・３・９号　古作町馬込町線（起点及び幅員変更）        (4170m)
２・３・11号　西船橋駅藤原町線（決定）                  (5000m)
２・３・12号　前原町習志野町線（決定）                  (4900m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
49 S38.3.30 県告 第330号 その他 建築基準法第22条による区域の指定

50 S39.2.18 建告 第205号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 防火地域 　　８．06　ha
準防火地域 ８３．14　ha

51 S39.2.28 建告 第319号 その他 防災建築街区造成法により船橋市防災建築街
区を指定

52 S39.9.14 建告 第2669号 その他 船橋都市計画街路の変更
追加及び廃止

２・２・10号　津田沼駅前原線（街路番号変更）           ( 960m)
２・２・13号　三山町東線（街路番号変更）               ( 600m)
２・２・11号　習志野町５丁目線（街路番号変更）         ( 280m)
２・２・12号　習志野町高根木戸線（街路番号変更）       (4450m)

53 S39.9.14 建告 第2672号 公園 船橋都市計画公園の追加 ２・２・６号　天沼弁天池公園 ０．90　ha

54 S39.11.28 自治省告 第141号 その他 市町の境界の変更 船橋市と千葉郡八千代町の境界を変更

55 S40.3.24 建告 第768号 下水道 船橋都市計画公共下水道及び都市下水路を下
水道に改め、下水道を追加し、同事業及びそ
の執行年度割を決定

北習志野処理区 ２０６　ha

56 S41.1.20 自治省告 第5号 その他 市町の境界の変更 船橋市と印旛郡白井町の境界を変更

57 S41.2.14 建告 第184号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 上山町・前貝塚町・三山町・田喜野井町に住居地域
住居地域   ２８６７　ha
商業地域     １０６　ha
準工業地域   ２５４　ha
工業地域     ４４５　ha
計         ３６７２　ha

住居専用地区 ５４１　ha

58 S41.2.14 建告 第185号 下水道 船橋都市計画下水道を追加し、同事業及びそ
の執行年度割を決定

59 S41.5.1 首都圏整備 第1号 その他 近郊整備地帯の指定 首都圏整備法による近郊整備地帯に指定

60 S41.10.19 建告 第3464号 用途地域 船橋都市計画用途地域（用途地域、住居専用
地区）の変更

高根木戸・北習志野地区に商業地域を指定
住居地域   ２８６２　ha
商業地域     １１２　ha
準工業地域   ２５４　ha
工業地域     ４４５　ha
計         ３６７３　ha
住居専用地区 ８４７　ha

61 S41.10.19 建告 第3473号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場の決定 東町 ６０t／日　　　１　ha

62 S41.10.19 建告 第3474号 市場 船橋都市計画卸売市場の決定 ３９４t ／日　　　６．3　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
63 S41.10.19 建告 第3478号 土地区画整理事業 船橋都市計画宮本台土地区画整理事業を施行

すべき区域を決定　　　　　　５６．64  ha
（市の施行）

64 S42.2.14 建告 第264号 その他  船橋都市計画街路の変更 １・１・１号　米ケ崎町線      （名称、延長、幅員変更） (4050m)
２・３・５号　宮本町古和釜町線（幅員変更）             (9300m)

65 S42.2.14 建告 第257号 下水道 船橋都市計画下水道及び同事業の変更 （追加）西浦処理区面積 １３４　ha→４１０　ha

66 S42.3.16 建告 第643号 その他 船橋都市計画街路の変更追加及び廃止 ２・１・６号　南本町天沼線（街路等級、起点、終点変更）  (1570m)
２・１・１号　船橋駅三田浜海岸線
                          （起点及び駅前広場変更）      (1480m)
２・１・５号　本町本海川線（街路等級、起点、終点変更）  ( 345m)
２・３・６号　本町馬込町線（街路番号、起点及び幅員変更）(4610m)
２・１・７号　天沼夏見町１丁目線（決定）                ( 600m)
２・１・８号　湊町夏見町１丁目線（街路等級、起点、終点変更）
                                                        (1330m)
２・３・８号　薬園台町七林町線  （街路番号変更）        ( 870m)
２・３・２号　海神町前原町線    （幅員変更）            (5660m)
２・３・１号　宮本町古和釜町線  （名称変更）            (9300m)
２・３・９号　前原町飯山満町線  （街路番号変更）        (1350m)
２・３・５号　西船橋駅藤原町線  （街路番号変更）        (5000m)

66 S42.3.16 建告 第643号 その他 船橋都市計画街路の変更追加及び廃止 ２・３・３号　小栗原町東線    （街路番号変更）          ( 940m)
２・３・４号　古作町馬込町線  （街路番号変更）          (4170m)
２・３・10号　宮本町競馬場線  （街路番号変更）          (1190m)
２・３・７号　前原町習志野町線（街路番号変更）          (4900m)

67 S42.8.25 建告 第2616号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域（防火地域・準防火地
域）の変更

防火地域     １４．3　ha
準防火地域 １４０．9　ha

68 S42.12.5 建告 第4027号 汚物処理場 船橋都市計画汚物処理場の決定 ３８０kl／日　　　３　ha

69 S42.12.5 建告 第4029号 市場 船橋都市計画卸売市場の決定 ７９０t／日　　　１２．3　ha

70 S42.12.5 建告 第4030号 その他 船橋都市計画街路の変更 １・１・１号　米ケ崎町線  （名称、延長、幅員変更）         (4050m)
１・３・３号　西船橋駅南線（延長、幅員、路線番号変更）     ( 120m)
２・２・15号　海神町前原町線（国鉄総武線との立体交差）     (5650m)
２・２・５号　海神町二子町線
          （国鉄総武線の線増計画に伴う線形の変更）         (2660m)
２・２・６号　西浦町海神線
          （京葉道路との立体交差、国鉄総武線との立体交差） (3370m)
２・２・14号　宮本町古和釜町線（名称、延長、幅員変更）     (9180m)

71 S43.3.30 建告 第911号 その他 船橋都市計画街路事業の毎年度執行すべき事
業を変更

72 S43.3.30 建告 第919号 下水道 船橋都市計画下水道を変更並びに事業及び毎
年度執行すべき事業を決定

西浦処理区 内容変更
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
73 S43.11.6 建告 第3313号 公園 船橋都市計画公園を変更及び追加並びに事業

及びその毎年度執行すべき事業決定
３・３・３号　薬円台公園 ３．15　ha
２・２・22号　宮本南公園 ０．22　ha

74 S43.11.21 建告 第3421号 その他 宅地造成等規制法による宅地造成工事規制区
域の指定

75 S43.12.28 建告 第3921号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 金杉町・高根町・小室町に住居地域拡大
住居地域  ３６７４　ha
商業地域    １８０　ha
準工業地域  ２５２　ha
工業地域      １８　ha
計        ４５２４　ha

住居専用地区 ２０４３　ha

76 S43.12.28 建告 第3924号 都市高速鉄道 市川・船橋・習志野都市計画鉄道（連続立
体）並びに鉄道事業及びその毎年度執行すべ
き事業を決定

都市高速鉄道第１号線決
国鉄総武本線延長 約1.2　㎞

77 S43.12.28 建告 第3926号 下水道 印旛沼流域都市計画下水道並びに事業及びそ
の毎年度執行すべき事業を決定

78 S43.12.28 建告 第3927号 公園 船橋都市計画公園の変更 ６・５・１号　船橋市運動公園 ８. 5　ha→１６.27　ha

79 S44.1.27 建告 第123号 その他 船橋都市計画空地地区の決定

80 S44.1.27 建告 第126号 その他 船橋都市計画街路事業及びその毎年度執行す
べき事業を決定

81 S44.1.27 建告 第128号 その他 船橋都市計画街路の変更
追加及び廃止

広　路　１号　小室町幹線（決定）                           (1600m)
１・３・４号　南本町二和町線
          （国鉄総武線、東武鉄道、新京成線との立体交差）   (8680m)
１・３・５号　古作町前原町線
          （東武鉄道、新京成鉄道との立体交差）             (7650m)
１・３・６号　小室町北線（決定）                           ( 700m)
２・１・２号　本町本海川線（名称変更）                     ( 350m)
２・１・３号　船橋駅天沼線（等級、名称、終点及び延長変更） ( 410m)
２・１・４号　天沼夏見１丁目線（番号変更）                 ( 600m)
２・１・５号　湊町夏見町１丁目線（番号変更）               (1330m)
２・１・６号　本郷町古作町線（等級及びー部線形変更）       (2700m)
２・１・７号　田喜野井町御滝線
          （等級、名称、起点、終点、延長変更）             (6070m)
２・１・８号　船橋国道16号線（決定）                       (2260m)
２・２・１号　船橋国道14号線（名称、起点、延長変更）       (6480m)
２・２・２号　海神町前原町線
          （番号及び国鉄総武線との立体交差）               (5650m)
２・２・３号　下総中山駅前線（終点及び延長変更）           ( 190m)
２・２・４号　印内習志野町線（ー部線形変更）              (10650m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
81 S44.1.27 建告 第128号 その他 船橋都市計画街路の変更

追加及び廃止
２・２・６号　西浦町藤原町線（名称、終点、延長変更）       (5900m)
２・２・７号　夏見町高根町線（決定）                       (3150m)
２・２・９号　宮本町古和釜町線
          （名称及びー部線形変更、一部廃止）               (8770m)
２・２・12号　前原町飯山満町線（等級、終点、延長変更）     (2460m)
２・２・14号　三山町習志野町５丁目線
          （名称、起点、延長変更）                         (1800m)
２・２・15号　習志野町公団線（名称変更）                   (4450m)
２・３・１号　西船印内線（名称、終点、延長変更、ー部廃止） ( 960m)
２・３・２号　中山東線（名称変更）                         ( 940m)
２・３・３号　古作町馬込町線（番号変更）                   (4170m)
２・３・４号　藤原町線（起点変更）                         (1510m)
２・３・５号　東船橋競馬場線（名称変更）                   (1190m)

82 S44.1.29 建告 第172号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域の変更 防火地域     １４　ha
準防火地域 ２４０　ha

83 S44.4.9 建告 第1356号 風致地区 船橋都市計画風致地区の変更 葛飾風致地区……………都計道３・４・22号、３・５・31号、
　　　　　　　　　　　３．４・20号線沿線を削除
中山競馬場風致地区……都計道３・３・８号線沿線、
　　　　　　　　　　　市道印内古作線の南側を削除
法典風致地区……………都計道３・５・34号線周辺及び南側を削除
滝不動風致地区…………県道夏見・小室線以東高根公団までの区域を削除
　　　　　　　　　　　西側に船橋市運動公園までの区域を追加

84 S44.4.14 建告 第1431号 公園 船橋都市計画公園事業及びその毎年度執行す
べき事業を決定

３・３・５号　小室公園 ２．7　ha

85 S44.4.14 建告 第1434号 公園 船橋都市計画公園の追加

86 S44.5.13 建告 第1939号 新住宅市街地開発
事業

印西・船橋都市計画千葉北部地区新住宅市街
地開発事業を施行すべきことについての都市
計画を変更し、並びに事業及びその毎年度執
行すべき都市計画を決定

小室町（新住宅事業）事業認可 １１２　ha

87 S44.5.20 建告 第2310号 その他 船橋都市計画街路の追加 広路　１号　千葉ニュータウン中央線
（名称、幅員、延長変更） (1580m)
広路　２号　東京湾岸道路船橋線（決定） (3520m)

88 S44.5.20 建告 第2312号 その他 船橋都市計画街路の変更

89 S44.5.20 建告 第2315号 その他 船橋都市計画街路事業及びその毎年度執行す
べき事業を決定

90 S44.5.20 建告 第2327号 公園 船橋都市計画公園の追加 ２・２・７号　勝間田公園 ０．15　ha

91 S45.6.20 市告 第39号 土地区画整理事業 船橋都市計画土地区画整事業の決定 （津田沼駅北口） ４　ha

92 S45.6.30 県告 第410号 その他 船橋都市計画街路の変更 ２・２・10号　津田沼駅前原線（幅員変更及び駅広の設置） ( 890m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
93 S45.7.31 県告 第489号 市街化区域

市街化調整区域
船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の決定

市街化区域 ５０４５　ha
市内全部の区域及び公有水面埋立免許区域の一部

94 S45.7.31 県告 第511号 用途地域  船橋都市計画用途地域、住居専用地区及び空
地地区の変更

若松１・２丁目、浜町２丁目、二和町、三咲町、古和釜町、飯山満１・２
丁目、高根町、金杉町、八木ケ谷町、坪井町、楠ケ山町、習志野町４丁
目、習志野台８丁目、馬込町、古作町、市場２・５丁目、栄町地先公有水
面埋立免許区域の各一部の区域

線引き実施に伴い松が丘・大穴町・三咲町・八木ケ谷町に用途
地域を指定
住居地域    ４１７８　ha
商業地域      １８２　ha
準工業地域    ２５９　ha
工業地域      ４２６　ha
計          ５０４５　ha

住居専用地区 ２４３１　ha

95 S45.11.28 市告 第63号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 （追加）西浦処理区　西浦処理場
船橋都市計画第１号下水道

96 S45.11.28 市告 第64号 汚物処理場 船橋都市計画汚物処理場の変更 西浦汚物処理場 １・1　ha

97 S45.11.28 市告 第65号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場の変更 西浦町 ０．9　ha
船橋市第２ごみ焼却場 ３００t／日

98 S46.1.8 県告 第16号 その他 船橋都市計画空地地区の変更 千葉ニュータウン（小室町の一部の区域）
第３種空地地区→第８種空地地区

99 S46.2.18 政令 第17号 その他 特定行政庁の設置

100 S46.2.24 市告 第7号 その他 建築主事の設置

101 S46.8.31 県告 第699号 公園 船橋都市計画公園の変更 ３・３・５号　小室公園 （区域変更）

102 S46.9.4 市告 第51号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の決定 本町２丁目のー部 約　１．1　ha

103 S46.9.4 市告 第52号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 高度利用地区の決定に伴う変更（本町２丁目の一部）
防火地域     １４．5　ha
準防火地域 ２３９．5　ha

104 S46.10.5 県告 第800号 公園 船橋都市計画公園の変更 ５・５・１号　行田公園 １１．9　ha

105 S46.10.5 県告 第801号 その他 船橋都市計画本町市街地再開発事業の決定 本町２丁目の一部 １．1　ha

106 S47.3.24 千葉県規則 第8号 その他 宅地造成等規制法による事務の委任

107 S47.3.24 千葉県規則 第9号 その他 開発行為の許可等の事務の委任

108 S47.8.4 市告 第52号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 本町７丁目のー部 約　１．4　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
109 S47.8.4 県告 第562号 その他 船橋都市計画船橋駅北口市街地再開発事業の

決定
１．4　ha

110 S47.8.4 市告 第53号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 高度利用地区追加変更に伴う変更　本町７丁目の一部
防火地域     １７．3　ha
準防火地域 ２３６．7　ha

111 S47.12.16 市告 第78号 公園 船橋都市計画公園の変更 （番号変更）
２・２・１号　夏見台中央公園     ０．32　ha
２・２・２号　夏見台東公園       ０．31　ha
２・２・３号　夏見台南公園       ０．15　ha
２・２・４号　夏見台北公園       ０．12　ha
２・２・５号　小栗原１丁目公園   ０．20　ha
２・２・６号　天沼弁天池公園     ０．90　ha
２・２・７号　勝間田公園         ０．15　ha

111 S47.12.16 市告 第78号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）
２・２・８号　高根木戸第１号公園 ０．37　ha
２・２・９号　高根木戸第２号公園 ０．21　ha
２・２・10号　高根木戸第３号公園 ０．71　ha
２・２・11号　高根木戸第４号公園 ０．41　ha
２・２・12号　北習志野第１号公園 ０．29　ha
２・２・13号　北習志野第２号公園 ０．14　ha
２・２・14号　北習志野第３号公園 ０．46　ha
２・２・15号　北習志野第４号公園 ０．41　ha
２・２・16号　北習志野第５号公園 ０．49　ha
２・２・17号　北習志野第６号公園 ０．19　ha
２・２・18号　北習志野第７号公園 ０．59　ha
２・２・19号　北習志野第８号公園 ０．64　ha
２・２・20号　北習志野第９号公園 ０．29　ha
２・２・21号　北習志野第10号公園 ０．24　ha
２・２・22号　宮本南公園         ０．22　ha
２・２・23号　海神公園           ０．10  ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
112 S48.2.27 県告 第155号 用途地域  船橋都市計画用途地域の決定 大字若松町、日の出町、浜町、栄町、西浦町、南本町、本郷町、二子町、

印内町、山野町、古作町、前貝塚町、行田町、丸山町、田喜野井町、滝台
町、仲野木町、七林町、本町１・２・３・４・５・６・７・丁目、宮本
１・２・３・４・５・６・７・８・９丁目、湊町１・２・３丁目、北本町
１・２丁目、海神１・２・３・４・５・６丁目、海神町南１丁目、海神町
西１・３丁目、東船橋５・６・７丁目、山手１・２・３丁目、西船１・
２・３・４・５・６・７丁目、印内１・２丁目、葛飾町２丁目、東中山
１・２丁目、本中山１・２・３丁目、小栗原町４・５・６丁目、上山町
１・２丁目、藤原町１丁目、市場１・３・４丁目、夏見台１丁目、夏見
２・３・４・６丁目、薬園台町１・２丁目、前原東１・２３・４・５・６
丁目、前原西１・２・３・４・５・６・７・８丁目飯山満町３丁目、高根
台１・２・３・４・５丁目、習志野町５丁目、西習志野１・２・３・４丁
目、習志野台１・２・３・４・５・６・７・８丁目、緑台１丁目及び２丁
目の各全部の区域、大字楠ケ山町字上谷津の全部の区域並びに字八ケ作、
岡本及び十三仏の各一部の区域、大字坪井町字清水下、清水塚、広及び瓜
堀の各全部の区域並びに字新畑の一部の区域、大字大穴町字上谷津、大作
ノ内、岡本、海老ガ作、新田台及び中台の各一部の区域、大字古和釜字西
割、井戸作及び仲堀の各一部の区域、大字高根町字猪貝塚、勝田作、田
頭、木戸脇、遠山、杉ノ木下、瓜堀台、高根大堀、上谷津台、大堀、遠堀
及び東向山の各全部の区域並びに字廻水台、小堤台、古和田台、遠台、床
上、床上台、西向山、ツイジ及びツイジ台の各一部の区域、

112 S48.2.27 県告 第155号 用途地域  船橋都市計画用途地域の決定 大字金杉町字滝、滝下、滝脇、滝前、西　割、木戸脇、渡戸、中台、中台
内通山、山ノ作、西台下新木戸、西台、榎谷、小楢山及びニタ作の各全部
の区域並びに字元林及び根無尻の各一部の区域、大字三咲町字滝前、土手
外二和通切道外、船橋道、八木ケ谷前及び大込の各全部の区域並びに字船
橋道東滝前二和境、滝前大穴道付ニソ溜上、東道西側及び天井上、東道西
側、東道東側及び土手外の各一部の区域、大字二和町字向台、初富道及び
八木ケ谷道の各全部の区域並びに字平台、沖野、三咲道北、下台及び中台
の各一部の区域、大字八木ケ谷町字高野崎、野辺、田内、中台、ボウ田、
鳥高野、中割、放山、聖人 塚及び木戸尻の各全部の区域並びに字高野
台、高野、上谷津、王子、秋ガ里及び黒割の各一部の区域、
大字旭町字神之後、嶋前、高堀、山之下、登戸、門之堀込、細田、芋久
保、御林跡、西之崎居之向、向田、松島、下本郷及び浜之畑の各全部の区
域並びに字木戸之内、居ノ上、本郷、池端、前原、立堀及び新田道の各一
部の区域、大字馬込町字作之山及び前之原の各全部の区域並びに字長作、
馬込三一、馬込三二、堤外、木戸脇及び根無尻の各一部の区域、大字小室
町字名木、上台、アラク、出口、西ヤツ、神々廻向、白井崎台、ニツ川及
び　田向の各全部の区域並びに字金塚谷津、新堀、池之谷津、向、東、西
及び長殿向の各一部の区域並びに宮本町５・６丁目、習志野町４丁目、上
山３丁目、藤原町２・３丁目、飯山満町１・２丁目、夏見町１・２丁目、
夏見１・５・丁目、市場２丁目及び市場５丁目の各一部の区域
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
112 S48.2.27 県告 第155号 用途地域  船橋都市計画用途地域の決定 建築基準法改正に伴う５種類の用途が８種類の用途に

空地地区廃止（自然消滅）
第一種住居専用地域  １８０３　ha
第二種住居専用地域　１３２６　ha
住居地域            １０６８　ha
近隣商業地域            ７５　ha
商業地域              ２７７　ha
準工業地域            １７５　ha
工業地域              １６０　ha
工業専用地域          １８９　ha
計                  ５０７３　ha

113 S48.2.27 県告 第156号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
変更

緑台１・２丁目の各全部の区域並びに大字高根町字大堀、瓜堀台、小堤
台、廻水台、上谷津台及び瓜堀の各一部の区域

114 S48.2.27 県告 第157号 風致地区 船橋都市計画風致地区の変更 金杉町字西台の一部の区域
滝不動風致地区……都市計画道３・３・７号線沿線住居地域
削除する部分 海神４・５・６丁目の各一部の区域並びに西船４丁目の一
部の区域
葛飾風致地区………京成葛飾駅及び海神駅周辺の住居地域
削除する部分 金杉町字西台の一部の区域

115 S48.2.27 市告 第13号 高度地区 船橋都市計画高度地区の決定 習志野台１・３・４・５・６・７丁目、西習志野４丁目、薬園台１丁目、
前原東１・２・３・４・５丁目、前原西４・５・６・７・８丁目、滝台
町、中野木町、高根台町１・２・３・５丁目、金杉台１・２・丁目、夏見
２・３・４・６・丁目、市場４丁目、海神２丁目、西船３・６・７・丁
目、印内１・２丁目、東中山２丁目、本中山３丁目、小栗原町４・５・６
丁目、緑台１丁目及び緑台２丁目の全部の区域並びに小室町、古和釜町、
習志野台２・８丁目、西習志野１・２・３丁目、習志野町５丁目、飯山満
町１・２・３丁目、薬園台２丁目、前原東６丁目、前原西１・２・３丁
目、七林町、三山町、田喜野井町、高根台町４丁目、上山町１・２・３丁
目、藤原町１・２・３丁目、馬込町、丸山町、旭町、前貝塚町、行田町、
二和町、三咲町、金杉町、高根町、宮本４・５・６・７・８・丁目、夏見
１・５丁目、北本町１・２丁目、宮本町５・６丁目、市場２・３・５丁
目、本町７丁目、海神３・４・５・６丁目、東船橋５・６・７丁目、山手
２・３丁目、西船１・２・４・５丁目、山野町、印内町、古作町、葛飾
町、本郷町、二子町、東中山１丁目、本中山１丁目及び本中山２丁目の各
一部の区域
第一種高度地区 １５０８　ha
第二種高度地区 ７７８　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
116 S48.2.27 市告 第14号 防火地域

準防火地域
船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 追加する部分

二和町、習志野台２丁目、小室町、本町６・７丁目、北本町１丁目、夏見
１丁目、南本町、湊町１・２・３丁目、海神３丁目、宮本３・４丁目、浜
町１丁目、本郷町、西船５丁目、印内町及び前原西２丁目の各一部の区域
並びに浜町２丁目の全部の区域

削除する部分
薬園台１丁目、滝台町、前原西２・３・４・５・６・７・８丁目の各一部
の区域

新用途に伴う変更
防火地域     ２２．4　ha
準防火地域 ３６８．5　ha

117 S48.3.9 県告 第190号 公園 船橋都市計画公園の変更 （番号変更）
３・３・２号　高根木戸近隣公園 １.8　ha
３・３・４号　北習志野近隣公園 ４.3　ha

118 S48.7.17 県告 第564号 その他 農業振興地域の指定

119 S48.12.20 市告 第67号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 宮本１・２・３・４・５・６・７・８・９丁目、東船橋５・６丁目及び東
船橋７丁目の各全部の区域並びに、宮本町５・６丁目、海神３丁目、海神
町南一丁目及び西浦町の各一部の区域
 ４１０　ha→４３３　ha

120 S48.12.25 県告 第1000号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 大字飯山満１丁目、字聖人塚、駒込台及び西向山の各一部の区域
都計道３・４・25号線の変更に伴う変更
面積変更なし

第一種住居専用地域 １８０３　ha
第二種住居専用地域 １３２６　ha
住居地域           １０６８　ha
近隣商業地域           ７５　ha
商業地域             ２７７　ha
準工業地域           １７５　ha
工業地域             １６０　ha
工業専用地域         １８９　ha
計                 ５０７３　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
121 S48.12.25 県告 第1001号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・１・１号　千葉ニュータウン中央線 (1580m)

３・１・２号　東京湾岸道路船橋線     (3520m)
３・１・３号　米ケ崎                 (4050m)
１・３・１号　海神町小栗原町線       (3910m)
３・３・５号　北習志野駅前線         ( 740m)
３・３・６号　西船橋駅南線           ( 120m)
３・３・７号　南本町二和町線         (8680m)
３・３・８号　古作町前原町線         (7650m)
３・３・４号　小室町北線             ( 700m)
３・４・10号　船橋駅三田浜海岸線     (1480m)
３・４・11号　本町本海川線           ( 350m)
３・４・12号　船橋駅天沼線           ( 410m)
３・４・13号　天沼夏見町１丁目線     ( 600m)
３・４・14号　湊町夏見町１丁目線     (1330m)
３・４・15号　本郷町古作町線         (2700m)
３・４・16号　田喜野井御滝線         (6070m)
３・４・９号　船橋国道16号線         (2260m)
３・４・17号　船橋国道14号線         (6480m)
３・４・18号　海神町前原町線         (5650m)
３・４・19号　下総中山駅前線         ( 190m)
３・４・20号　印内習志野線          (10650m)
３・４・21号　海神町二子町線         (2660m)
３・４・22号　西浦町藤原町線         (5900m)

121 S48.12.25 県告 第1001号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・４・23号　夏見町高根町線         (3150m)
３・４・24号　海神町南本町線         (1870m)
３・４・25号　宮本町古和釜町線
          （ー部線形変更）           (8770m)
３・４・26号　津田沼駅前原線         ( 890m)
３・４・27号　前原町飯山満町線       (2460m)
３・４・28号　三山町東線             ( 600m)
３・４・29号　三山町習志野５丁目線   (1800m)
３・４・30号　習志野公団線           (4450m)

122 S48.12.25 市告 第69号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・５・31号　西船橋駅印内線         ( 960m)
３・５・32号　中山東線               ( 940m)
３・５・33号　古作町馬込町線         (4170m)
３・５・35号　藤原町習志野町線       (4900m)
３・５・36号　東船橋競馬場線         (1190m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
123 S49.6.17 市告 第33号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）

２・２・24号　大穴第１公園     ０．11　ha
２・２・25号　飯山満第１公園   ０．13　ha
２・２・26号　飯山満第２公園   ０．12　ha
２・２・27号　飯山満第３公園   ０．10　ha
２・２・28号　八木が谷第１公園 ０．25　ha
２・２・29号　八木が谷第２公園 ０．20　ha
２・２・30号　八木が谷第３公園 ０．20　ha
２・２・31号　大穴第２公園     ０．37　ha
２・２・32号　夏見公園         ０．17　ha
２・２・33号　池の端公園       ０．21　ha
２・２・34号　松ケ崎公園       ０．12　ha
２・２・35号　正伯公園         ０．13　ha
２・２・36号　樫の木公園       ０．10　ha
２・２・37号　金杉公園         ０．12　ha

124 S49.8.27 市公告 その他 船橋都市計画農用地区域の指定

125 S50.2.4 県告 第108号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の決定 北総開発鉄道 延長　約　１４６０　m
高速鉄道第２号線

126 S50.2.4 県告 第110号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・１・１号　千葉ニュータウン中央線
（線形変更及び都計道７・４・９号線との交差部を立体交差に） (1600m)
３・４・９号　船橋国道16号線
（幅員拡幅、都計道３・１・１号線との交差部を立体交差に）   (2260m)

127 S50.2.4 県告 第113号 新住宅市街地開発
事業

船橋都市計画千葉北部地区新住宅市街地開発
事業の変更

船橋市の一部の区域 １１２　ha

128 S50.2.4 県告 第108号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の決定 千葉県営鉄道北千葉線 延長　約　１５８０　m
都市高速鉄道第３号線

129 S50.7.25 県告 第638号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の決定 東武鉄道野田線 延長　約　２４４０　m
都市高速鉄道第４号線

130 S50.7.25 市告 第39号 道路 船橋都市計画道路の変更 ７・７・１号　本町海神２丁目線（決定） ( 110m)
７・７・２号　海神２丁目線（決定）     ( 650m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
131 S50.10.13 市告 第49号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）

２・２・38号　八木が谷北公園 ０．25　ha
２・２・39号　藤原公園       ０．21　ha
２・２・40号　三咲公園       ０．17　ha
２・２・41号　小栗原北公園   ０．13　ha
２・２・42号　小栗原中央公園 ０．14　ha
２・２・43号　小栗原西公園   ０．10　ha
２・２・44号　北本町公園     ０．11　ha
２・２・45号　宮本台北公園   ０．98　ha
２・２・46号　前原公園       ０．10　ha
２・２・47号　印内公園       ０．14　ha

132 S50.12.16 市告 第60号 特定街区 船橋都市計画特定街区の決定 本町１丁目及び７丁目の各一部の区域 ０. 8　ha

133 S51.10.30 市告 第49号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 都市再開発法の改正に伴う変更（本町２丁目及び本町７丁目各一部の区
域)

134 S51.11.6 市告 第52号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 西浦処理区　宮本ポンプ場位置の変更第１号下水道

135 S51.12.24 県告 第822号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 東武鉄道野田線 延長　          約　２４４０　m
都市高速鉄道第４号線
船橋駅の変更 約　３２００　㎡→約　３４００　㎡

136 S52.3.22 県告 第199号 下水道 船橋都市計画下水道の決定 小室町・白井町第ー処理区 １１２　ha
第６号下水道

137 S52.7.8 市告 第41号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）
２・２・48号　夏見町１丁目公園   ０．27　ha
２・２・49号　緑台西公園         ０．32　ha
２・２・50号　緑台中央公園       ０．82　ha
２・２・51号　習志野台５丁目公園 ０．27　ha
２・２・52号　習志野台８丁目公園 ０．26　ha
２・２・53号　三山北公園         ０．10　ha
２・２・54号　三山公園           ０．10　ha
２・２・55号　西習志野第２公園   ０．12　ha
２・２・56号　市場公園           ０．10　ha

138 S52.10.20 市告 第56号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場の変更 船橋市第三ごみ焼却場 ６００t／日　３．9　ha
（大神保町の一部の区域）

139 S53.3.23 市告 第13号 公園 船橋都市計画公園の追加変更 ２・２・57号　八木ケ谷公園       ０．12　ha
２・２・58号　古和釜公園         ０．23　ha
２・２・59号　宮本台公園         ０．51　ha
２・２・60号　みなと公園         ０．13　ha
２・２・61号　本郷公園           ０．26　ha

140 S53.3.31 県告 第322号 第一種市街地再開
発事業

船橋都市計画第一種市街地再開発事業の決定 船橋駅北口第二地区第一種市街地再開発事業１．4　ha
本町７丁目の一部
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
141 S53.3.31 県告 第300号 市街化区域

市街化調整区域
船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

京葉港の区域及び内陸部のー部区域を編入　５３９３　ha
高瀬町、潮見町、浜町３丁目及び若松３丁目の各全部の区域並びに浜町２
丁目、若松２丁目、八木ケ谷町、高根町及び旭町の各一部の区域

142 S53.3.31 県告 第304号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 高瀬町、潮見町、浜町３丁目及び若松３丁目の各全部の区域並びに小室
町、八木ケ谷町、高根町、旭町、三咲町、本町１・７丁目、三山６・７・
８・丁目、浜町２丁目、若松２丁目、夏見２・４丁目、夏見台１丁目、夏
見町１・２丁目、金杉町、前原西１・４・７・８丁目、二宮２丁目、滝台
町、習志野台１・２丁目、西習志野２丁目、前貝塚町、上山町１・３丁
目、馬込町、藤原町１・３丁目、丸山１・３・４・５・丁目、印内１・２
丁目、印内町、行田町、古作町、本中山１丁目、東中山１・２丁目、西船
１・２・３・４・５・６丁目、海神３・４・５・６丁目、宮本８丁目、東
船橋１・２・３・４丁目、高根台１・３・４・５丁目、二和町及び中野木
町各一部の区域
京葉港の市街化区域編入に伴う変更
鉄道、幹線道路沿線の用途地域変更
　
第一種住居専用地域 １７３５　ha
第二種住居専用地域 １２８２　ha
住居地域           １１９０　ha
近隣商業地域           ７９　ha
商業地域             ２８４　ha
準工業地域           ３１４　ha
工業地域             １６０　ha
工業専用地域         ３４９　ha
計                 ５３９３　ha

143 S53.3.31 市告 第16号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 用途地域の変更に伴う変更
小室町、三咲町、行田町、丸山１・３・５丁目、藤原町１・３丁目、旭
町、馬込町、上山１・３丁目、高根町、金杉町、古作町、印内町、夏見町
１・２丁目、前貝塚町、西習志野２丁目、本中山１丁目、東中山１丁目、
西船１・２・４・５丁目、海神３・４・５・６丁目、東船橋１・２・３・
４丁目、宮本８丁目、三山６・７丁目及び三山８丁目の各一部の区域
第一種高度地区 １５９９　ha
第二種高度地区   ７８１　ha

144 S53.3.31 市告 第17号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 本町１丁目、三山６・７・８丁目及び浜町２丁目の各一部の区域
防火地域　   ２２．８　ha
準防火地域 ３７８．９　ha

145 S53.3.31 市告 第18号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 本町７丁目のー部の区域
（船橋駅北口第二地区再開発） １．4　ha

146 S53.3.31 市告 第19号 市街地再開発促進
区域

船橋都市計画市街地再開発促進区域の決定 船橋駅北口第二地区市街地再開発促進区域 １．4　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
147 S53.4.18 県告 第392号 その他 建築基準法第6 条第1 項第4 号及び第22条に

よる区域の指定

148 S53.6.27 市告 第39号 その他 建築基準法第22条による区域の指定

149 S53.7.4 市告 第40号 火葬場 船橋都市計画火葬場の決定 馬込町及び金杉町のー部
四市複合事務組合斎場　炉１５基 １．59　ha

150 S53.9.26 市告 第59号 公園 船橋都市計画公園の変更 （変更）
面積訂正　　区域（減）　面積（増）
２・２・６号　天沼弁天池公園 ０．9　ha
（追加）
２・２・62号　本町北公園     ０．13　ha

151 S53.9.27 市告 第60号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 西浦処理区（第１号公共下水道）
宮本地区幹線ルートの変更

152 S54.3.24 市告 第29号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）
２・２・63号　海神東公園     ０．18　ha
２・２・64号　丸山公園       ０．13　ha
２・２・65号　田喜野井南公園 ０．16　ha
２・２・66号　前原西公園     ０．10　ha

153 S55.3.25 県告 第324号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 北総開発鉄道株式会社 延長　約　４９９０    m
(北総鉄道)
（内容変更）
印西都市計画都市高速鉄道第１号線、及び船橋都市計画都市高速鉄道第２
号線を印西都市計画、船橋都市計画都市高速鉄道第２号線に変更

154 S55.3.25 県告 第324号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 千葉県営鉄道北千葉線 延長　約　４３６０　m
（変更内容）
印西都市計画都市高速鉄道第２号線、及び船橋都市計画都市高速鉄道第３
号線を印西都市計画、船橋都市計画都市高速鉄道第３号線に変更

155 S55.3.25 県告 第324号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 宅地開発鉄道(住宅都市整備公団鉄道千葉ニュータウン線)
 延長　約　１２８２０　m
（変更内容）
印西都市計画都市高速鉄道第３号線、及び船橋都市計画都市高速鉄道第３
号線を印西都市計画、船橋都市計画都市高速鉄道第６号線に変更
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
156 S55.7.29 市告 第84号 公園 船橋都市計画公園の変更 （変更）面積増

２・２・７号　勝間田公園         ０．32　ha
（追加）
２・２・67号　はまかぜ公園       ０．10　ha
２・２・68号　海神町２丁目公園   ０．21　ha
２・２・69号　西船みどり公園     ０．23　ha
２・２・70号　前貝塚南公園       ０．18　ha
２・２・71号　前貝塚北公園       ０．12　ha
２・２・72号　二宮公園           ０．10　ha
２・２・73号　前原東公園         ０．15　ha

157 S56.3.23 市告 第26号 公園 船橋都市計画公園の変更 （変更）面積増
２・２・47号　印内公園           ０．15　ha
２・２・52号　習志野台８丁目公園 ０．33　ha
（追加）
２・２・74号　金杉台公園         ０．32　ha
２・２・75号　大穴第３号公園     ０．13　ha
２・２・76号　飯山満南公園       ０．18　ha
２・２・77号　田喜野井東公園     ０．13　ha

158 S56.11.20 県告 第1122号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・１・３号　若松馬込町線（路線名変更、ー部線形変更）     (6650m)
３・３・７号　南本町馬込町線
（都計道３・３・７号線を分割して都計道３・３・７号線と３・１・.37
号線に変更、路線名変更、３・１・３号線との交差部分拡幅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (5550m)
３・３・８号　古作町前原町線
（都計道３・１・３号線との交差部を立体交差にしてー部拡幅） (7650m)
３・４・16号　田喜野井町御滝線（終点を短縮）               (5970m)
３・４・18号　海神町前原町線
（都計道３・１・３号線との交差部を立体交差）               (5660m)
 ３・４・20号　印内習志野町線
（都計道３・３・１号線との交差部拡幅）                    (10650m)
 ３・４・23号　夏見町高根町線
（都計道３・３・１号線との交差部拡幅）                     (3150m)
 ３・４・25号　宮本古和釜町線
（都計道３・１・３号線との交差部拡幅）                     (8770m)
 ３・１・37号　馬込町古和釜町線
（都計道３・３・７号線を分割して都計道３・３・７号線と３・１・37号
線に交差し、更に線形変更）
　　　　　　　　　　　　　                                 (7080m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
159 S57.3.15 市告 第23号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）

２・２・78号　西船西公園           ０．15　ha
２・２・79号　藤原南公園           ０．14　ha
２・２・80号　松が丘公園           ０．30　ha
２・２・81号　習志野台８丁目西公園 ０．16　ha
２・２・82号　習志野台８丁目東公園 ０．13　ha

160 S57.3.15 市告 第20号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 （追加）　西浦処理区 面積　１３５４　ha
第１号下水道

161 S57.7.23 市告 第72号 下水道 船橋都市計画下水道の決定 印旛処理区 面積　　６５３　ha
第７号下水道

162 S58.3.3 市告 第29号 公園 船橋都市計画公園の変更 （追加）
２・２・83号　海神南浜公園   ０．15　ha
２・２・84号　中野木川公園   ０．15　ha
２・２・85号　みなと中央公園 ０．18　ha

163 S58.3.29 県告 第264号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の決定 東葉高速鉄道線 延長　約　９７７０　m
都市高速鉄道第５号線

164 S58.5.17 県告 第415号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の決定 京成本線連続立体化事業 延長　約　３５４０　m
都市高速鉄道第７号線

165 S58.5.17 県告 第415号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・３・７号　南本町馬込町線
（京成線の高架化に伴う交差部の変更）   (5550m)
３・４・10号　船橋駅三田浜海岸線
（京成線の高架に伴う交差部の変更）     (1480m)
３・４・11号　本町本海川線
（京成線の高架化に伴う交差部の変更）   ( 350m)
３・４・14号　湊町夏見町１丁目線
（京成線の高架化に伴う交差部の変更）   (1330m)
３・４・18号　海神町前原町線
（京成線の高架化に伴う交差部の変更）   (5650m)
３・４・25号　宮本古和釜町線
（京成線の高架化に伴う交差部の変更）   (8770m)
７・７・３号　海神１丁目線（決定）     ( 180m)
７・７・４号　本町１号線（決定）       ( 180m)
７・７・５号　本町２号線（決定）       ( 190m)
７・６・６号　本町３号線（決定）       (  60m)
７・７・７号　本町４号線（決定）       ( 190m)
７・７・８号　本町５号線（決定）       ( 310m)
７・７・９号　本町宮本１丁目線（決定） ( 570m)
７・７・10号　宮本１号線（決定）       ( 320m)
７・７・11号　宮本２号線（決定）       ( 130m)
７・７・12号　宮本３号線（決定）       ( 550m)
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
166 S59.7.18 市告 第93号 公園 船橋都市計画公園の追加変更 （追加）

２・２・86号　印内１丁目公園 ０．20　ha
２・２・87号　小室南公園     ０．27　ha
２・２・88号　小室北公園     ０．84　ha
２・２・89号　東船橋１号公園 ０．13　ha
２・２・90号　東船橋２号公園 ０．19　ha
２・２・91号　花輪公園       ０．12　ha
２・２・92号　高野台公園     ０．20　ha

167 S60.5.31 県告 第513号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 古和釜町・習志野３丁目・薬円台３丁目・湊町３丁目・二和東５丁目・二
和東６丁目・南海神１丁目・本町７丁目・丸山４丁目及び潮見町の各一部
の区域

第一種住居専用地域 １７３５　ha
第二種住居専用地域 １２８６　ha
住居地域           １１８５　ha
近隣商業地域           ８０　ha
商業地域             ２８４　ha
準工業地域           ３１６　ha
工業地域             １５９　ha
工業専用地域         ３４８　ha
計                 ５３９３　ha

168 S60.5.31 県告 第518号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

古和釜町・習志野３丁目・薬円台３丁目・湊町３丁目・二和東５丁目・潮
見町・八木が谷２丁目・三咲町・南三咲４丁目・芝山２丁目・大穴町及び
飯山満町１丁目の各一部の区域

市街化区域     ５３９３　ha
市街化調整区域 ３１１３　ha

169 S60.5.31 市告 第78号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 丸山４丁目・薬円台３丁目の各一部の区域
第一種高度地区 １５９９　ha
第二種高度地区 ７８１　ha

170 S60.10.14 市告 第132号 駐車場 船橋都市計画駐車場の決定 二和向台駅第一自転車駐車場 約　１５００　㎡
船橋市二和東５丁目の一部の区域 （約１８００台）

171 S60.10.22 市告 第136号 公園 船橋都市計画公園の変更 ２・２・93　号　丸山若草公園   ０．10　ha
２・２・94　号　七ツ台公園     ０．13　ha
２・２・95　号　学園台中央公園 ０．16　ha
２・２・96　号　あさひ公園     ０．22　ha
２・２・97　号　公論坊公園     ０．13　ha
２・２・98　号　三咲旭台公園   ０．11　ha
２・２・99　号　前原北公園     ０．19　ha
２・２・100 号　本中山公園     ０．11　ha
２・２・101 号　夏見二丁目公園 ０．13　ha

172 S60.10.22 県告 第1516号 公園 船橋都市計画公園の変更 ４・４・１号　若松公園 ４．9　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
173 S60.10.22 県告 第1516号 公園 船橋都市計画公園の変更 ６・５・１号　船橋市運動公園  １６．3　ha→１８．3　ha

174 S60.10.22 県告 第1517号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 第１号　夏見緑地 ２．9　ha

175 S60.10.22 県告 第1517号 緑地 船橋都市計画緑地の廃止 第１号　夏見緑地 １．５　ha

176 S60.11.8 県告 第1121号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 藤原町３丁目の一部の区域
第一種住居専用地域 １７３４　ha
第二種住居専用地域 １２８６　ha
住居地域           １１８５　ha
近隣商業地域           ８１　ha
商業地域             ２８４　ha
準工業地域           ３１６　ha
工業地域             １５９　ha
工業専用地域         ３４８　ha
計                 ５３９３　ha

177 S60.11.8 県告 第1123号 風致地区 船橋都市計画風致地区の変更 法典風致地区変更 １０８．6　ha→１０７．2　ha
葛飾風致地区                      ９５　　 ha
中山競馬場風致地区                ８９．1　ha
滝不動風致地区　　　　　　　　　 ２１７　　ha
計                              ５０８．3　ha

178 S60.11.8 市告 第147号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 藤原町３丁目の一部の区域
第一種高度地区 １６００　ha
第二種高度地区   ７８１　ha

179 S60.11.8 市告 第148号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域の変更 藤原町３丁目の一部の区域（１　ha　追加）
防火地域     ２３．8　ha
準防火地域 ３７８．9　ha

180 S61.1.21 市告 第4号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場の変更 船橋市第四ごみ焼却場　潮見町
全連続燃焼式焼却炉 ３７５t／d　３．3　ha

181 S61.3.7 市告 第19号 下水道 船橋都市計画第７号下水道、第２号下水道の
一部を第７号下水道に変更及び第２号下水道
を変更

第７号下水道 ６５３　ha　→　７２６　ha
第２号下水道 ２７０　ha　→　２０６　ha

182 S61.3.11 県告 第191号 市町村の都市計画
に関する基本的な
方針
下水道

千葉都市計画・船橋都市計画・成田都市計
画・佐倉都市計画・習志野都市計画・八千代
都市計画・鎌ケ谷都市計画・四街道都市計
画・八街都市計画、及び印西都市計画印旛沼
流域下水道の変更

183 S61.11.28 市告 第149号 公園 船橋都市計画公園の変更 ２・２・102 号　古作町南公園         ０．14　ha
２・２・103 号　古作町北公園         ０．19　ha
２・２・104 号　西習志野夕日が丘公園 ０．11　ha
２・２・105 号　田喜野井公園         ０．20　ha

184 S61.12.23 県告 第1188号 新住宅市街地開発
事業

船橋都市計画新住宅市街地開発事業の変更 千葉ニュータウン事業見直しに伴う区域の縮小
小室町の一部 １１２　ha　→　９０　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
185 S61.12.23 県告 第1185号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 小室町の一部の区域

第一種住居専用地域 　　　１７４０　ha
第二種住居専用地域 　　　１２７７　ha
住居地域 　　　　　　　　１１９３　ha
近隣商業地域　　　　　　　　 ７６　ha
商業地域 　　　　　　　　　２８４　ha
準工業地域 　　　　　　　　３１６　ha
工業地域　　　　　　　　　 １５９　ha
工業専用地域　　　　　　　 ３４８　ha
計　　　　　　　　　　　 ５３９３　ha

186 S61.12.23 市告 第169号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 小室町の一部の区域
第一種高度地区 １６１７　ha
第二種高度地区   ７５１　ha

187 S61.12.23 市告 第170号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域の変更 小室町の一部の区域
防火地域     ２４　ha
準防火地域 ３７４　ha

188 S61.12.23 市告 第171号 生産緑地地区 船橋都市計画第一種生産緑地地区の決定 小室町の一部の区域 １７．3　ha

189 S62.2.26 市告 第24号 下水道 船橋都市計画公共下水道の変更 船橋市第７号公共下水道 ７２６→９６２　ha
船橋市第２号公共下水道廃止

190 S63.1.29 市告 第4号 駐車場 船橋都市計画駐車場の変更 駐車場（新規決定）
（仮）船橋駅北口駐車場
 面積　９９００　　台数　約５００　台

191 S63.3.18 県告 第212号 道路 船橋都市計画道路の変更 １・３・１号線他２８路線（既決定）の変更及び図書整備

192 S63.3.18 市告 第28号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・５・31号線他４路線（既決定）の変更及び図書整備

193 S63.3.18 県告 第213号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 商業地域
  容積率 80/10　…………　１．4　ha
         60/10　………　減１．4　ha

第一種住居専用地域における内容の変更
　建築物の高さの最高限度10ｍ に指定

194 S63.3.18 県告 第214号 第一種市街地再開
発事業

船橋都市計画第一種市街地再開発事業の決定 船橋駅南口第一地区 面積　　０．9　ha

195 S63.3.18 市告 第29号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 面積　　（追加）１．3　ha

196 S63.10.18 県告 第773号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

（都市再開発方針）
土地の区域に変更なし

197 H1.3.9 市告 第18号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 船橋市第１号公共下水道

198 H1.11.10 県告 第1313号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 本町２丁目の一部の区域

199 H1.11.10 県告 第1316号 第一種市街地再開
発事業

船橋都市計画第一種市街地再開発事業の変更 本町１丁目及び本町２丁目の各一部

200 H1.11.10 市告 第135号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 本町２丁目の一部の区域
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
201 H1.11.10 市告 第136号 防火地域

準防火地域
船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 本町２丁目の一部の区域

202 H2.7.13 県告 第607号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・３・７号他５線路

203 H2.7.9 市告 第85号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 船橋市第８号公共下水道 約４０　ha

204 H2.8.3 市告 第100号 公園 船橋都市計画公園の変更 児童公園８ヶ所（白梅公園他）

205 H2.12.7 県告 第958号 土地区画整理事業 船橋都市計画土地区画整理事業の決定 飯山満地区　２１．４ ha　（市施行）

206 H3.2.26 市告 第21号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場の変更 第一号船橋市ごみ焼却場の廃止（東町）

207 H3.3.8 県告 第185号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 夏見１丁目地区…………地下式区間を約490m延伸
坪井地区…………………新駅決定

208 H3.3.26 県告 第279号 用途地域 船橋都市計画用途区域の変更 藤原町３丁目の一部

209 H3.3.26 県告 第316号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

藤原町３丁目 ０．06　㎡

210 H3.11.18 市告 第151号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第１号及び第９号公共下水道並びに第４号下水道の変更

211 H4.4.21 市告 第57号 駐車場整備地区 船橋都市計画駐車場整備地区の決定 ＪＲ船橋駅周辺駐車場整備地区 １９０．４　ha
ＪＲ西船橋駅周辺駐車場整備地区 ３３．６　ha

212 H4.5.8 市告 第66号 公園 船橋都市計画公園の変更 ２・２・114 号　大穴新谷津公園                      ０.33　ha
２・２・115 号　藤原こばと公園                      ０.22　ha
２・２・91　号　花輪公園                            ０.13　ha
３・３・6 　号　田喜野井公園（2・2・105 号を廃止）  １.8　ha

213 H4.5.8 市告 第67号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 ３号　田喜野井緑地 ０.34　ha
４号　長津川緑地   ０.55　ha

214 H4.11.24 市告 第160号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 市街化区域内 ６１０地区　　約　２０７　ha

215 H5.2.25 市告 第31号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 印旛処理区の区域の変更（第７号） 約　１０９６　ha
津田沼処理区の決定（第１０号）   約　　３５５　ha
谷津都市下水路（第４号）を廃止

216 H5.3.19 市告 第41号 公園 都市計画公園の変更 ２・２・１１６　号　二和白百合公園 ０.22　ha

住居表示変更に伴う公園名称の変更
２・２・５　号　小栗原蓮池公園
２・２・２５　号　芝山中央公園
２・２・２６　号　芝山南公園
２・２・２７　号　芝山西公園

217 H5.3.19 県告 第275号 公園 都市計画公園の変更 ５・５・２　号　アンデルセン公園 約　２２.8　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
218 H5.3.19 市告 第42号 緑地 都市計画緑地の変更 ５号　松が丘緑地     １.3　ha

６号　小室緑地       ０.89　ha
７号　海神山緑地     ０.40　ha
８号　八木が谷南緑地 ０.10　ha

花輪緑地を廃止
219 H5.11.26 市告 第179号 生産緑地地区 都市計画生産緑地地区の変更 上山町１・３丁目、山野町及び三山５丁目の各一部の区域

220 H6.3.18 県告 第246号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

（住宅市街地の開発・整備の方針）
土地の区域の変更なし

221 H7.3.3 市告 第32号 公園 船橋都市計画公園の変更 ２・２・１１７　号　滝の作向台公園 約　0.27　ha

222 H7.3.3 市告 第33号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 ９号　  中野木緑地    約 0.18　ha
１０号　芝山東緑地    約 0.31　ha
１号　  夏見緑地      約 3.10　ha
（当初S60.10.22県告示1057　2.90ha）

223 H7.8.23 市告 第126号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 西浦処理区（第１号）の変更 約　1,131　ha

224 H7.10.3 県告 第811号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 坪井町の一部の区域
約　63 ha を第一種住居専用地域に指定

225 H7.10.3 県告 第813号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・４・２０号線
３・４・３０号線
３・５・３５号線
３・３・３８号線（坪井駅前線）追加決定
３・４・３９号線（坪井東線）追加決定

226 H7.10.3 県告 第815号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

坪井町の一部の区域
約　63 ha を市街化区域に編入

227 H7.10.3 県告 第818号 土地区画整理事業 船橋都市計画土地区画整理事業の決定 坪井特定土地区画整理事業
坪井町及び習志野台７丁目の各一部の区域 約　65.4　ha

228 H7.10.3 市告 第139号 地区計画 船橋都市計画地区計画の決定 やよい町地区     約　2.7　ha

229 H7.10.3 市告 第140号 地区計画 船橋都市計画地区計画の決定 やよい町第２地区 約　2.0　ha

230 H7.10.3 市告 第141号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 坪井町の一部の区域 約　0.23　ha　増

231 H7.10.3 市告 第142号 土地区画整理促進
区域

船橋都市計画土地区画整理促進区域の決定 坪井土地区画整理促進区域
坪井町及び習志野台７丁目の各一部の区域 約　65.4　ha

232 H8.1.26 市告 第10号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 旭町１丁目、芝山４丁目、東中山２丁目、二子町、
西船２丁目及び前原西５丁目の各一部の区域  約　1.16　ha　減
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
233 H8.4.1 県告 第415号 用途地域 船橋都市計画用途地域の決定 市街化区域全域

第一種低層住居専用地域   約　1,803　ha
第一種中高層住居専用地域 約　1,267　ha
第二種中高層住居専用地域 約　　　9.8ha
第一種住居地域           約　　939　ha
第二種住居地域           約　　188　ha
準住居地域               約　　 66　ha
近隣商業地域             約　　 76　ha
商業地域                 約　　284　ha
準工業地域               約　　316　ha
工業地域                 約　　159　ha
工業専用地域             約　　348　ha
計                       約　5,456　ha

234 H8.4.9 県告 第479号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 都市高速鉄道第５号線
線路部の線形変更
主要施設の区域変更
駅名変更（坪井駅→船橋日大前駅）

235 H8.10.29 県告 第925号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 名称変更
（市川・船橋・習志野都市計画鉄道  →都市高速鉄道第１号線）
区域の変更
西船橋貨物ヤード跡地（廃止）
東船橋駅の一部（追加）

236 H8.12.27 市告 第171号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 藤原５丁目、南三咲１丁目、印内町、薬円台１丁目、海神町南１丁目、
前原西３丁目、前原西５丁目及び前原東２丁目の各一部の区域
約　1.18　ha　減

237 H9.1.17 市告 第4号 第一種市街地再開
発事業

船橋都市計画第一種市街地再開発事業の決定 本町４丁目地区 約　0.4　ha

238 H9.1.17 市告 第5号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 本町４丁目地区 約　0.4　ha

239 H9.1.17 市告 第6号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 本町４丁目の一部の区域
防火地域 約　   24 ha（約　0.31 ha の増）
準防火地域 約　374 ha（約　0.31 ha の減）

240 H9.1.17 市告 第7号 地区計画 船橋都市計画地区計画の変更 やよい町地区 面積変更無し

241 H9.1.17 市告 第8号 地区計画 船橋都市計画地区計画の変更 やよい町第２地区 面積変更無し

242 H9.4.4 市告 第47号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 ４号　長津川緑地 約　0.73　ha

243 H9.8.15 県告 第619号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・４・２０号線
３・４・２７号線

244 H9.9.5 市告 第150号 公園 船橋都市計画公園の変更 ２・２・１１８号　藤原さくら公園 約　0.18　ha
２・２・１１９号　薬円台南公園   約　0.10　ha
３・３・７　号　  西船近隣公園   約　1.10　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
245 H9.12.19 市告 第194号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 追加指定及び廃止手続きによる変更

変更に関する区域 （１３９地区　約　22.03　ha）
（追加） １７地区　約　23.58　ha
（廃止）   ５地区　約　 1.55　ha
変更後 ６１８地区　約 244.53　ha

246 H9.12.24 市告 第197号 駐車場 船橋都市計画駐車場の変更 船橋駅第３自転車駐車場の追加決定 面積　約　670　㎡
台数　約1,360　台

247 H10.4.17 市告 第59号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 種類、名称及び土地の区域の変更
第７号公共下水道　　幹線の廃止及び坪井町の一部の区域追加
第１号公共下水道　　幹線の廃止 （63ha）
第９号公共下水道　　幹線の廃止
第１０号公共下水道　幹線の廃止

248 H10.12.1 市告 第201号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止及び追加による変更
（廃止）           ４地区　　約　　0.54　ha
（一部廃止）     １０地区　　約　　1.80　ha
（分割による追加） １地区
変更後         ６１５地区　　約　242.19　ha

249 H11.3.16 市告 第34号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１２０号　西習志野高郷公園 約　0.13　ha
２・２・１２１号　札場公園         約　0.16　ha

250 H11.3.16 市告 第35号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
１１号　金杉緑地 約　1.3　ha

251 H12.3.3 市告 第33号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
４・４・２号法典公園 約　5.7　ha

252 H12.3.3 市告 第34号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
１２号　丸山３丁目緑地 約　0.20　ha

253 H12.3.3 市告 第35号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 追加、廃止、一部廃止及び土地区画整理事業仮換地指定による変更
（追加）     ２地区　　約　0.02　ha
（廃止）     ８地区　　約　1.27　ha
（一部廃止） ８地区　　約　0.56　ha
（印内緑住土地区画整理事業仮換地指定に伴う面積変更）
             ２地区　　約　0.02　ha
変更後   ６０７地区　  約240.30　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
254 H12.3.28 県告 第278号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 東船橋１丁目、東船橋２丁目、東船橋３丁目及び東船橋４丁目の各一部の

区域
第一種低層住居専用地域   約　1,800　ha
                    　 （約3.3haの減）
第一種中高層住居専用地域 約　1,267　ha
第二種中高層住居専用地域 約　　　9.8ha
第一種住居地域           約　　938　ha
                       （約1.1haの減）
第二種住居地域           約　　188　ha
準住居地域               約　　 66　ha
近隣商業地域             約　　 80　ha
                       （約4.4haの増）
商業地域                 約　　284　ha
準工業地域               約　　316　ha
工業地域                 約　　159　ha
工業専用地域             約　　348　ha
計                       約　5,456　ha

255 H12.3.28 市告 第49号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 東船橋１丁目、東船橋２丁目、東船橋３丁目及び東船橋４丁目の各一部の
区域
第一種高度地区 約　1,616　ha（約1.1haの減）
第二種高度地区 約　　755　ha（約4.4haの増）
計             約　2,371　ha

256 H12.3.28 市告 第50号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 東船橋１丁目、東船橋２丁目、東船橋３丁目及び東船橋４丁目の各一部の
区域
防火地域   約　 24　ha
準防火地域 約　378　ha（約4.4haの増）

257 H12.3.28 市告 第51号 地区計画 船橋都市計画地区計画の決定 ＪＲ東船橋駅周辺地区 約　49.1　ha

258 H12.11.28 市告 第233号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止及び追加による変更
（廃止） 　　　　　４地区　　約　　1.35　ha
（一部廃止） 　　　７地区　　約　　1.78　ha
（分割による追加） １地区
変更後 　　　　６０４地区　　約　237.17　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
259 H13.2.13 市告 第21号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更

３・３・８号　　　夏見台近隣公園            約　1.3　 ha
３・３・９号　　　高才川緑地公園            約　1.9　 ha
２・２・１２２号　前貝塚かるがも公園        約　0.16　ha
２・２・１２３号　北本町南公園              約　0.18　ha
２・２・１２４号　豊富町公園                約　0.22　ha
２・２・１２５号　鈴身町つつじ公園          約　0.21　ha
２・２・１２６号　小室西公園                約　0.19　ha
２・２・１２７号　習志野５丁目ひまわり公園  約　0.15　ha

260 H13.2.13 市告 第22号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
１３号　丸山１丁目緑地                      約　0.47　ha
１４号　豊富１号緑地                        約　0.98　ha
１５号　海神５丁目緑地                      約　0.23　ha
１６号　とよすず１号緑地                    約　0.52　ha
１７号　とよすず２号緑地                    約　0.05　ha

261 H13.3.13 県告 第245号 道路 船橋都市計画道路の変更 ３・４・２２号線（交差点改良に伴う幅員及び隅切の変更）

262 H13.3.30 県告 第435号 市街化区域
市街化調整区域

船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

日の出２丁目、浜町２丁目、坪井町、豊富町、鈴身町及び車方町の各一部
の区域
市街化区域 　　　　約　5,509　ha
市街化調整区域 　　約　3,055　ha
計（都市計画区域） 約  8,564　ha

263 H13.3.30 県告 第458号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 日の出２丁目、浜町２丁目、坪井町、豊富町、鈴身町及び車方町の各一部
の区域
第一種低層住居専用地域   約　1,805　ha
                       （約 5.1haの増）
第一種中高層住居専用地域 約　1,273　ha
                       （約 5.5haの増）
第二種中高層住居専用地域 約　　　9.8ha
第一種住居地域           約　　938　ha
第二種住居地域           約　　188　ha
準住居地域               約　　 66　ha
近隣商業地域             約　　 80　ha
商業地域                 約　　285　ha
                       （約 0.9haの増）
準工業地域               約　　316　ha
工業地域                 約　　200　ha
                       （約41.3haの増）
工業専用地域             約　　348　ha
 　　                  （約 0.1haの増）
計                       約　5,509　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
264 H13.3.30 市告 第69号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 豊富町及び鈴身町の各一部の区域

第一種高度地区 約　1,621　ha
             （約5.5haの増）
第二種高度地区 約　　755　ha
計             約　2,376　ha

265 H13.3.30 市告 第70号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 浜町２丁目の一部の区域
防火地域   約　 24　ha
準防火地域 約　379　ha
         （約0.9haの増）

266 H13.3.30 市告 第71号 地区計画 船橋都市計画地区計画の決定 豊富・鈴身地区 約　48.0　ha

267 H13.3.30 市告 第72号 地区計画 船橋都市計画地区計画の決定 坪井町小松地区 約　3.9　ha

268 H13.3.30 市告 第73号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 追加による変更
（追加）   １地区　約　　0.42　ha
変更後 ６０５地区　約　237.59　ha

269 H13.3.30 市告 第74号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 土地の区域の変更
第７号公共下水道 坪井町の一部の区域追加（4ha）

270 H13.10.19 県告 第927号 公園 船橋都市計画公園の変更 区域及び面積の変更
５・５・２号　アンデルセン公園 約　38.6　ha

271 H13.12.21 市告 第294号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止及び追加による変更
（廃止）             ８地区　      約 　1.13　ha
（一部廃止）       １２地区　      約   2.29　ha
（分割による追加）   １地区
変更後           ５９８地区　      約 234.17　ha

272 H13.12.21 市告 第295号 公園 船橋都市計画公園の変更 区域及び面積の変更並びに追加による変更
２・２・１２０号　西習志野高郷公園 約　 0.16　ha
（当初H11.3.16市告34　0.13ha）
２・２・１２８号　馬込公園         約　 0.32　ha
２・２・１２９号　咲が丘３丁目公園 約　 0.19　ha
２・２・１３０号　海松台公園       約　 0.39　ha
２・２・１３１号　浜竹公園         約　 0.18　ha
２・２・１３２号　印内八幡公園     約　 0.14　ha

273 H13.12.21 市告 第296号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 区域及び面積の変更並びに追加による変更
１号　夏見緑地                     約　 3.2 　ha
（当初S60.10.22県告示1057　2.90ha,変更H7.3.3市告示33　3.10ha）
１８号　旭町緑地                   約　 0.99　ha
１９号　芝山緑地                   約　 0.85　ha
２０号　飯山満町城之下緑地         約　 0.13　ha
２１号　旭町１丁目緑地             約　 0.38　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
274 H14.9.13 市告 第214号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更

２・２・１３３号　駿河台２丁目公園 約　 0.10　ha

275 H14.9.13 市告 第215号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 名称、区域及び面積の変更
１３号　丸山の森緑地               約　 2.1　ha
（【旧名称】丸山１丁目緑地　当初都決H13.2.13市告示22　0.47ha）

276 H14.11.26 市告 第284号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割及び追加による変更
（廃止）     ２地区　              約　 0.77　ha
（一部廃止） ８地区　              約　 0.68　ha
（分割）     ３地区
（追加）     １地区　              約　 0.01　ha
変更後   ５９９地区　              約 232.73　ha

277 H15.1.10 県告 第11号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地
域及び工業地域に係る全部の区域
建ぺい率の選択肢の拡充による数値の表記（数値の変更なし）

278 H15.10.7 市告 第331号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１３４号 田喜野井北公園　  約　0.27　ha

279 H15.10.7 市告 第332号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
２２号　行田３丁目緑地             約　0.45　ha
２３号　大穴北４丁目               約　0.31　ha

280 H15.11.11 県告 第925号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 船橋市坪井町及び習志野台７丁目の各一部の区域
第一種低層住居専用地域   約 1,774　ha
                        (約　31.3haの減）
第一種中高層住居専用地域 約 1,282　ha
                        (約　 9.1haの増）
第二種中高層住居専用地域 約　　 9.8ha
第一種住居地域           約　 954　ha
                        (約　16.1haの増）
第二種住居地域           約　 188　ha
準住居地域               約　　66　ha
近隣商業地域             約　　86　ha
                        (約　 6.1haの増）
商業地域                 約　 285　ha
準工業地域               約　 316　ha
                        (約　 0.0haの増）
工業地域                 約　 200　ha
工業専用地域             約　 348　ha
計                       約 5,509　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
281 H15.11.11 市告 第366号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 船橋市坪井町の一部の区域

第一種高度地区 約　1,646　ha
             （約25.2haの増）
第二種高度地区 約　　755　ha
計             約　2,401　ha

282 H15.11.11 市告 第367号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 防火地域   約　   30　ha
         （約 6.1haの増）
準防火地域 約　379　ha

283 H15.11.11 市告 第368号 地区計画 船橋都市計画地区計画の決定 船橋日大前駅東地区 約　65.5　ha

284 H15.12.19 市告 第425号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止による変更
（廃止）     ９地区      　約   1.94　ha
（一部廃止） ８地区　      約 　0.89　ha
変更後   ５９０地区　      約 229.90　ha

285 H16.2.16 市告 第47号 市街化調整区域 建築基準法第52条第1項第6号、第53条第1項第
6号、第56条第1項第2号ニ及び別表3(に)欄の5
の項の規定により、都市計画区域のうち用途
地域の指定のない区域内における容積率、建
ぺい率及び建築物の各部分の高さの制限を定
める区域の数値の決定

286 H16.2.27 市告 第62号 第一種市街地再開
発事業

船橋都市計画第一種市街地再開発事業の決定 本町1丁目地区 約　0.3　ha

287 H16.2.27 市告 第63号 高度利用地区 船橋都市計画高度利用地区の変更 本町1丁目第二地区 約　0.3　ha

288 H16.2.27 市告 第64号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 防火地域   約　 30　ha（約 0.03haの増）
準防火地域 約　379　ha（約 0.03haの減）

289 H16.3.16 県告 第274号 都市計画区域の整
備、開発及び保全
の方針

船橋都市計画都市計画区域の整備､開発及び保
全の方針の決定

290 H16.3.16 県告 第296号 区域区分 船橋都市計画区域区分の変更 船橋都市計画都市計画区域の整備､開発及び保全の方針の決定に伴う変更

291 H16.10.26 市告 第386号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
３・４・　１０号　坪井近隣公園 　　　　　　　約　5.4　ha
２・２・１３５号　二子町公園　　　　　　　　 約　0.11 ha
２・２・１３６号　山手みどり公園　　　　　　 約　0.22 ha
２・２・１３７号　夏見1丁目あおぞら中央公園  約　0.17 ha
２・２・１３８号　浜町２丁目公園 　　　　　　約　0.13 ha
廃止による変更
２・２・１０１号　夏見２丁目公園 　　　　　　約　0.13 ha

292 H16.10.26 市告 第387号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
２４号　丸山２号緑地 　　　　　　　　　　　　約　0.36　ha

区域 法第52条第1
項第6号の規
定により定
める数値

法第53条第1
項第6号の規
定により定
める数値

法第56条第1
項第2号ニの
規定により
定める数値

法別表3(に)
欄の5の項に
より定める
数値

金杉町、金杉1丁目の一部 10分の20 10分の6 1.25 1.25
上記を除く市街化調整区域全域 10分の10 10分の5 1.25 1.25
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
293 H16.12.28 市告 第473号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止による変更

（廃　　止） ５地区　約　　0.68　ha
（一部廃止） ８地区　約　　1.23　ha
変更後   ５８５地区　約　227.99　ha

294 H17.11.15 市告 第414号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割、追加及び一部追加による変更
（廃　　止） ８地区　約　　4.05　ha
（一部廃止） ５地区　約　　0.59　ha
（分　　割） １地区　約　　0.12　ha
（追　　加） ２地区　約　　0.95　ha
（一部追加） ３地区　約　　1.05　ha
変更後   ５８０地区　約　225.35　ha

295 H17.12.27 県告 第914号 都市高速鉄道 船橋都市計画都市高速鉄道の変更 都市高速鉄道第２号線（北総線）
線形の変更、起点部の地名の変更
都市高速鉄道第３号線（北千葉線）
廃止
都市高速鉄道第６号線（北総線）
線形の変更、終点部の地名の変更

296 H18.6.20 市告 第239号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１３９号　新高根５丁目公園 約　0.20 ha
２・２・１４０号　海神蛇沼公園 　　約　0.13 ha

297 H18.6.20 市告 第240号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
２５号　上山町３丁目緑地　 約　0.15　ha
２６号　宮本台緑地　　　　 約　0.32　ha
２７号　前原東５丁目緑地 　約　0.07　ha
２８号　芝山５丁目緑地 　　約　0.18　ha
２９号　北本町２丁目緑地 　約　0.10　ha
３０号　芝山４丁目緑地 　　約　0.12　ha
３１号　八木が谷の森緑地　 約　0.53　ha
３２号　中野木１丁目緑地　 約　0.39　ha

298 H18.12.8 市告 第468号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第７号公共下水道の変更
市街化調整区域（八木が谷団地、みやぎ台団地）の約19haの追加

299 H18.12.8 市告 第469号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第８号公共下水道の変更
市街化区域の約300haの追加

300 H18.12.8 市告 第470号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第９号公共下水道の変更
幹線ルートの変更

301 H18.12.8 市告 第471号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第１０号公共下水道の変更
習志野自衛隊習志野駐屯地の約27haの追加
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
302 H18.12.8 市告 第472号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更

２・２・１４１号　大穴南公園 約　0.13 ha
２・２・１４２号　駿河台１丁目公園 約　0.17 ha

303 H18.12.15 市告 第478号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割、追加及び一部追加による変更
（廃　　止） 　６地区　約　　1.23　ha
（一部廃止） １３地区　約　　0.96　ha
（分　　割） 　１地区　約　　0.07　ha
（追　　加） 　９地区　約　　1.37　ha
（一部追加） 　８地区　約　　0.74　ha
変更後 　　５８４地区　約　225.27　ha

304 H19.2.23 県告 第133号 都市計画区域の整
備、開発及び保全
の方針

船橋都市計画都市計画区域の整備､開発及び保
全の方針の変更

305 H19.2.23 県告 第145号 区域区分 船橋都市計画区域区分の変更

306 H19.2.23 県告 第168号 都市再開発の方針 船橋都市計画都市再開発方針変更 １号市街地 　　　　６地区　約813　ha
                         （約　15haの増）
誘導地区 　　　　　５地区　約 90.6ha
２号再開発促進地区 ４地区　約 52.4ha

307 H19.8.3 市告 第307号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１４３号　松が丘４丁目みどり公園 約　0.13 ha

308 H19.8.3 市告 第307号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
３３号　大穴北３丁目緑地　 約　0.57　ha

309 H19.12.14 市告 第491号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割、追加及び一部追加による変更
（廃　　止） １２地区　約　　2.07　ha
（一部廃止） １１地区　約　　1.93　ha
（分　　割）   １地区　約　　0.07　ha
（追　　加）   ４地区　約　　0.59　ha
（一部追加） １０地区　約　　0.96　ha
変更後     ５７７地区　約　222.82　ha

310 H20.8.15 県告 第641号 臨港地区 船橋都市計画臨港地区の決定 千葉港臨港地区  約８６ha
潮見町、高瀬町、若松３丁目、浜町２丁目及び３丁目の各一部

311 H20.9.30 市告 第396号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１４４号　坪井つぼすみれ公園 約　0.15 ha
２・２・１４５号　坪井きりかぶ公園 　約　0.10 ha
２・２・１４６号　坪井木のぼり公園 　約　0.15 ha
２・２・１４７号　坪井木の実公園 　　約　0.10 ha
２・２・１４８号　坪井たんけん公園 　約　0.21 ha
２・２・１４９号　上山町１丁目公園 　約　0.13 ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
312 H20.9.30 市告 第397号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更

３４号　坪井町１号緑地 約　1.2 　ha
３５号　坪井町２号緑地 約　0.10　ha
３６号　坪井町３号緑地 約　0.22　ha
３７号　坪井町４号緑地 約　0.21　ha

313 H20.11.18 県告 第833号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 船橋市飯山満町２丁目及び３丁目、芝山１丁目及び３丁目、豊富町並びに
鈴身町の各一部の区域
第一種低層住居専用地域   約 1,764　ha
                        (約　10.0haの減）
第一種中高層住居専用地域 約 1,278　ha
                        (約　 3.5haの減）
第二種中高層住居専用地域 約　　 9.8ha
第一種住居地域           約　 959　ha
                        (約　 5.1haの増）
第二種住居地域           約　 188　ha
準住居地域               約　　66　ha
近隣商業地域             約　　88　ha
                        (約　 2.0haの増）
商業地域                 約　 285　ha
準工業地域               約　 317　ha
                        (約　 1.0haの増）
工業地域                 約　 206　ha
                        (約　 6.0haの増）
工業専用地域             約　 348　ha
計                       約 5,509　ha

314 H20.11.18 市告 第463号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 船橋市飯山満町２丁目及び３丁目、芝山１丁目及び３丁目、豊富町並びに
鈴身町の各一部の区域
第一種高度地区 約　1,641　ha
             （約5.5haの減）
第二種高度地区 約　　762　ha
             （約6.8haの増）
計             約　2,403　ha

315 H20.11.18 市告 第464号 防火地域
準防火地域

船橋都市計画防火地域及び準防火地域の変更 防火地域   約　 32　ha
         （約 2.0haの増）
準防火地域 約　379　ha

316 H20.11.18 市告 第465号 地区計画 船橋都市計画地区計画（飯山満地区）の決定 飯山満地区地区   約　16.1　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
317 H20.11.18 市告 第466号 地区計画 船橋都市計画地区計画（豊富・鈴身地区）の

変更
豊富・鈴身地区地区計画 約　48.0　ha

  工場研究所地区       約  46.4　ha（約6.8haの増）
  利便施設地区             廃止    （約1.7haの減）
  公共公益施設地区     約   0.4　ha
  共同住宅地区             廃止    （約5.1haの減）
  戸建住宅地区             廃止    （約1.2haの減）
  軽工業地区           約   1.2　ha（新規追加）

318 H20.12.19 市告 第504号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割、追加及び一部追加による変更
（廃　　止） １０地区　約　　1.80　ha
  （全部廃止） ３地区　約　　0.35　ha
  （一部廃止） ７地区　約　　1.45　ha
（追　　加）   ４地区　約　　0.36　ha
  （一部追加） ４地区　約　　0.36　ha
変更後     ５７４地区　約　221.38　ha

319 H21.2.10 市告 第56号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 船橋市市場４丁目、浜町３丁目、若松３丁目、北本町１・２丁目、海神１
丁目、海神町東１丁目、海神町西１丁目、海神町南１丁目、海神町２・３
丁目、山手１・２・３丁目、西船３・６・７丁目、印内１・２丁目、二子
町、東中山２丁目、本中山３・４・５・６・７丁目、夏見２・３・４・６
丁目、夏見台１丁目、金杉台１丁目、薬園台町１丁目、滝台町、前原東
１・２・３・４・５丁目、前原西１・３・４・５・６・７・８丁目、習志
野台１・３・５・６・８丁目、薬円台１・２・４・５・６丁目、高根台
１・２・５・６・７丁目、緑台１・２丁目、二宮２丁目、日の出１丁目、
芝山２・３丁目、三山２・３・４・５・６・７・８・９丁目、田喜野井
４・５・６・７丁目、習志野１・２・４・５丁目、二和東６丁目、三咲２
丁目、行田２丁目、滝台１・２丁目、中野木２丁目、古作２丁目及び藤原
１丁目の全部
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
H21.2.10 市告 第56号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 船橋市宮本１・３・４・５・６・７・８・９丁目、東船橋１・２・３・

４・５・６・７丁目、市場１・２・３・５丁目、浜町１丁目、若松２丁
目、湊町１・３丁目、南本町、本町１・６・７丁目、海神２・３・４・
５・６丁目、西船１・２・４・５丁目、山野町、印内３丁目、印内町、古
作町、葛飾町２丁目、本郷町、東中山１丁目、本中山１・２丁目、上山町
１・２・３丁目、馬込町、前貝塚町、行田町、夏見１・５丁目、夏見台
２・３・４・５・６丁目、高根町、金杉台２丁目、金杉町、前原東６丁
目、前原西２丁目、飯山満町２・３丁目、七林町、小室町、車方町、鈴身
町、豊富町、坪井町、西習志野１・２・３・４丁目、習志野台２・４・７
丁目、薬円台３丁目、高根台３・４丁目、松が丘１・３・４・５丁目、二
宮１丁目、南海神１・２丁目、日の出１・２丁目、栄町１・２丁目、高瀬
町、潮見町、芝山１・４・５・６・７丁目、丸山１・３・４・５丁目、三
山１丁目、田喜野井１・２・３丁目、新高根１・２・３・４・５・６丁
目、みやぎ台１丁目、咲が丘１・２・３・４丁目、二和東２・３・４・５
丁目、二和西１・４・６丁目、三咲１・４・５丁目、南三咲１・２・３・
４丁目、金杉４・５・６・７・８・９丁目、行田１・３丁目、駿河台１・
２丁目、中野木１丁目、古作１・３・４丁目、藤原２・３・４・５・６・
７丁目、旭町及び旭町１・３・４・６丁目の各一部

H21.2.10 市告 第56号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 第一種高度地区(最高限)20ｍ 約　1,786　ha
第一種高度地区(最高限)31ｍ 約　　 93　ha
第二種高度地区(最高限)20ｍ 約　　449　ha
第二種高度地区(最高限)31ｍ 約　  799　ha
計                         約　3,127　ha

320 H21.2.10 市告 第57号 地区計画 船橋都市計画地区計画（前原団地地区）の決
定

前原団地地区           約　13.0　ha

321 H21.12.18 市告 第525号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割、追加及び一部追加による変更
（廃　　止） 　９地区　約　　1.70　ha
  （全部廃止） ２地区　約　　0.26　ha
  （一部廃止） ７地区　約　　0.87　ha
     ((分割廃止地区))２地区　約　　0.57  ha
（追　　加）   ４地区　約　　0.70　ha
  （一部追加） ２地区　約　　0.13　ha
     ((分割追加地区))２地区　約　　0.57  ha
変更後     ５７４地区　約　  220.38　ha

322 H21.12.18 市告 第526号 地区計画 船橋都市計画地区計画（前貝塚イトーピア地
区）の決定

前貝塚イトーピア地区 約　12.2　ha

323 H22.3.5 市告 第91号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第７号公共下水道の変更
習志野３丁目の一部の区域の約25ha(汚水)の追加
面積（汚水）約1,207 ha（うち処理区域約1,207ha）
　　（雨水）約1,163 ha　変更なし
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
324 H22.12.10 市告 第544号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止による変更

（廃　　止）  １７地区　約　　3.88　ha
  （全部廃止）  ７地区　約　　1.17　ha
  （一部廃止）１０地区　約　　2.71　ha
変更後      ５６７地区　約　216.50　ha

325 H23.3.8 市告 第91号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場の変更 廃止、位置・区域及び面積の変更、並びに名称の変更
（廃止）　　船橋市第一ごみ焼却場（西浦）
　　　　　　　 　　　　 約　　0.9　　ha  　 300t/日
（変更）　　船橋市北部清掃工場（大神保町及び小野田町）
　　　　　　　 　　　 　約　　5．94　ha　　 435t/日
　　　 　　 船橋市南部清掃工場（潮見町）

326 H23.3.8 市告 第92号 ごみ処理場 船橋都市計画ごみ処理場の決定 船橋市西浦資源リサイクルセンター　（西浦）
　　　　 　　　　　　　 約　　0.84 　ha
　　　　　　　          63t/日　内訳） 不燃ごみ 　29t/日
　　　　　　　　　　　　        　　　 粗大ごみ 　34t/日

327 H23.7.15 市告 第335号 地区計画 船橋都市計画地区計画（新船橋駅東地区）の
決定

新船橋駅東地区   約　11.9　ha

328 H23.7.29 市告 第361号 公園 船橋都市計画公園の変更 面積の変更
２・２・３８号　　八木が谷北公園　　 約　0.25 ha　→　約　0.54 ha
追加による変更
２・２・１５０号　新高根６丁目公園 　　　　       約　0.16 ha
２・２・１５１号　浜町中央公園 　　　　　　       約　0.34 ha
２・２・１５２号　前原西６丁目イチョウ公園　      約　0.10 ha

329 H23.7.29 市告 第362号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 面積の変更
１５号　海神5丁目緑地 約　0.23　ha →　約　0.32  ha
追加による変更
３８号　夏見3丁目緑地                  約　0.21　ha

330 H23.8.16 県告 第578号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 船橋市高根台2丁目及び高根台3丁目の各一部
第一種低層住居専用地域 約 1,772　ha
(約　8.4haの増）
第一種中高層住居専用地域 約 1,270　ha
(約　 8.4haの減）
計 約 5,509　ha

331 H23.8.16 市告 第389号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 船橋市高根台2丁目及び高根台3丁目の各一部
第二種高度地区(最高限)20ｍ    約　 441 ha （約8.4haの減）
                          計  約 3,119 ha

332 H23.8.16 市告 第390号 地区計画 船橋都市計画地区計画（高根台団地地区）の
決定

高根台団地地区    約　31.2　ha

333 H23.12.9 市告 第547号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、分割、追加及び一部追加による変更
（廃　　止）  ２０地区　約　　3.61　ha
  （全部廃止）１４地区　約　　2.71　ha
  （一部廃止）  ６地区　約　　0.90　ha
（追　　加）　  ３地区　約　　0.20　ha
  （一部追加）  ３地区　約　　0.20　ha
変更後      ５５３地区　約  213.09　ha
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334 H24.9.28 市告 第464号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更

２・２・１５３号　旭町５丁目公園　 　　　約　 0.17　ha
２・２・１５４号　東船橋５丁目けやき公園 約　 0.12　ha
２・２・１５５号　三山２丁目さくら公園 　約　 0.13　ha
２・２・１５６号　三山６丁目公園   　　　約　 0.20　ha

335 H24.9.28 市告 第465号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 面積の変更
２１号　旭町１丁目緑地 約　0.38　ha →　約　0.58  ha
追加による変更
３９号　小室１号緑地            　      約　0.70　ha
４０号　小室２号緑地              　    約　0.26　ha
４１号　小室３号緑地                 　 約　0.77　ha
４２号　西船４丁目緑地                　約　0.19　ha

336 H24.12.11 市告 第589号 地区計画 船橋都市計画地区計画（小室東地区）の決定 小室東地区    約　13.3　ha
337 H24.12.11 市告 第590号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、仮換地指定に伴う変更及び一部廃止による変更

（廃　　止）  ２１地区　約　　3.78　ha
  （全部廃止）　９地区　約　　1.50　ha
  （一部廃止）１２地区　約　　2.28　ha
（仮換地指定に伴う変更及び一部廃止）
　　　　　　　　１地区　約　　8.13　ha
変更後      ５４４地区　約  201.18　ha

338 H25.9.20 市告 第515号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１５７号　薬円台６丁目公園　　  約　0.18　ha
２・２・１５８号　藤崎台公園　　        約　0.12　ha
２・２・１５９号　アルビス前原中央公園　約　0.43　ha
２・２・１６０号　小栗原東公園　　      約　0.11　ha

339 H25.9.20 市告 第516号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
４３号　三咲８丁目緑地　             約　0.10　ha
４４号　高根台２丁目緑地　           約　0.13　ha
４５号　馬込町２号緑地　             約　0.15　ha
４６号　馬込町３号緑地　             約　0.26　ha

340 H25.12.17 市告 第646号 ごみ焼却場 船橋都市計画ごみ焼却場（一般廃棄物処理施
設）の変更

面積の変更
船橋市北部清掃工場　     約  5.94 ha → 約  4.79  ha   381t/日

341 H25.12.17 市告 第647号 地区計画 船橋都市計画地区計画（上山ローズタウン地
区）の決定

上山ローズタウン地区　　 約  1.5  ha

342 H25.12.17 市告 第648号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、一部追加による変更
（廃　　　止） ２９地区　 約   5.44 ha
   （全部廃止）１３地区 　約   3.57 ha
   （一部廃止）１６地区 　約   1.87 ha
（追　　　加）　 １地区　 約   0.00 ha
変更後　　　 ５３１地区   約 195.74 ha

343 H26.3.18 市告 第136号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第１号公共下水道の変更　約1,243ha
潮見町の約112haの追加
潮見ポンプ場　追加

344 H26.9.19 市告 第495号 公園 船橋都市計画公園の変更 追加による変更
２・２・１６１号　北本町森のシティつつじ公園　約　0.10　ha
２・２・１６２号　北本町森のシティけやき公園　約　0.10　ha
２・２・１６３号　北本町森のシティさくら公園　約　0.41　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
345 H26.9.19 市告 第496号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更

４７号　中野木２丁目緑地　          　約　0.12　ha
346 H26.12.19 市告 第658号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、一部追加、分割による変更

（廃　　　止） ２１地区　 約   3.67 ha
   （全部廃止）１１地区 　約   1.82 ha
   （一部廃止(分割による廃止含)）
  　　　　　　 １０地区 　約   1.85 ha
（追　　　加）　 ５地区　 約   0.49 ha
   （一部追加）　４地区　 約   0.39 ha
　 （分　　割）　１地区 　約   0.10 ha
変更後　     ５２１地区　 約 192.56 ha

347 H27.12.8 市告 第609号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、一部追加、分割による変更
（廃　　　止） ２０地区　 約   3.59 ha
   （全部廃止）　８地区 　約   1.50 ha
   （一部廃止(分割による廃止含)）
  　　　　　　 １３地区 　約   2.09 ha
（追　　　加）　 ４地区　 約   0.25 ha
   （一部追加）　３地区　 約   0.09 ha
　 （分　　割）　１地区 　約   0.16 ha
変更後　     ５１４地区　 約 189.22 ha

348 H27.12.18 市告 第628号 土地区画整理事業 船橋都市計画土地区画整理事業（飯山満地
区）の変更

飯山満町2丁目及び3丁目、芝山1丁目及び3丁目の各一部
　   　 約　21.4 ha　　→　 　約　18.5 ha　(約　2.9 haの減)

349 H27.12.18 市告 第629号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 芝山1丁目、芝山3丁目、飯山満町2丁目の各一部
第一種低層住居専用地域        約 1,768 ha　(約　3.6 haの減）
第一種中高層住居専用地域      約 1,274 ha　(約  3.7 haの増）
第一種住居地域        　　　　約 　959 ha　(約  0.1 haの減）
　　　　　　　　　　　　　計  約 5,509 ha

350 H27.12.18 市告 第630号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 芝山1丁目、飯山満町2丁目の各一部
第一種高度地区(最高限)20ｍ    約 1,790 ha （約　3.8 haの増）
第二種高度地区(最高限)20ｍ    約 　441 ha （約　0.2 haの減）
                          計  約 3,123 ha

351 H27.12.18 市告 第631号 地区計画 船橋都市計画地区計画（飯山満地区）の変更 飯山満町2丁目及び3丁目、芝山1丁目及び3丁目の各一部
　　　商業地区　　          　約　 1.9 ha
      中層住宅・サービス地区  約   4.8 ha （約　 0.2 haの減）
　　　中層住宅地区　　　　　　約　 8.8 ha （約　 0.1 haの増）
　　　一般住宅地区　　　　　　約   3.8 ha （新規追加）
　　　低層住宅地区Ａ　　　　　約　 2.8 ha （新規追加）
  　　低層住宅地区　　　　　　廃止        （約   0.5 haの減）
　　　低層住宅地区Ｂ　　　　　約　 0.5 ha （新規追加）

飯山満地区地区計画            約　22.6 ha （約　 6.5 haの増）

352 H28.3.4 県告 第136号 都市計画区域の整
備、開発及び保全
の方針

船橋都市計画都市計画区域の整備､開発及び保
全の方針の変更

353 H28.3.4 県告 第158号 区域区分 船橋都市計画区域区分の変更
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
354 H28.3.4 県告 第175号 都市計画再開発の

方針
船橋都市計画都市再開発の方針の変更

355 H28.9.9 市告 第487号 公園 船橋都市計画公園の変更 面積の変更
２・２・６４号　　丸山公園            約　0.13 ha　→　約　0.29 ha
追加による変更
２・２・１６４号　小室はなみずき公園　約　0.25 ha
２・２・１６５号  小室こぶし公園　　  約　0.15 ha
３・３・１１号 　 大穴近隣公園      　約　2.6　ha

356 H28.9.9 市告 第489号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 面積の変更
４２号　西船4丁目緑地             　  約　0.19 ha　→　約　0.36 ha
追加による変更
４８号　咲が丘1丁目緑地　             約　0.27　ha
４９号　東船橋花輪緑地　              約　0.49　ha

357 H28.9.30 市告 第526号 地区計画 船橋都市計画地区計画（前原信和地区）の
決定

前原信和地区　　               約  4.1  ha

358 H28.9.30 市告 第527号 地区計画 船橋都市計画地区計画（前原東フレッシュタ
ウン地区）の決定

前原東フレッシュタウン地区　　 約  9.1  ha

359 H28.12.16 市告 第667号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、一部追加、分割による変更
（廃　　　止） ２７地区　 約   5.59 ha
   （全部廃止）１４地区 　約   2.66 ha
   （一部廃止(分割による廃止含)）
  　　　　　　 １３地区 　約   2.93 ha
（追　　　加）　 ３地区　 約   0.26 ha
   （一部追加）　２地区　 約   0.08 ha
　 （分　　割）　１地区 　約   0.18 ha
変更後　     ５０１地区　 約 183.89 ha

360 H29.12.15 市告 第738号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、仮換地指定に伴う位置の変更による廃止、一部追加、分
割による変更
（廃　　　止） １１地区　 約   4.54 ha
   （全部廃止）　４地区 　約   0.82 ha
   （一部廃止(位置の変更・分割による廃止含)）
  　　　　　　 　７地区 　約   3.72 ha
（追　　　加）　 ２地区　 約   0.10 ha
   （一部追加）　１地区　 約   0.01 ha
　 （分　　割）　１地区 　約   0.09 ha
変更後　     ４９８地区　 約 179.45 ha

361 H30.3.23 市告 第150号 地区計画 船橋都市計画地区計画（しらさぎ地区）の
決定

しらさぎ地区　　　　　　　約  6.7  ha

362 H30.6.15 市告 第395号 地区計画 船橋都市計画地区計画（塚田駅南地区）の
決定

塚田駅南地区　　　　　　　約  5.8  ha

363 H30.8.17 市告 第562号 公園 都市計画公園の変更 公園名称の変更
２・２・４８　号　夏見台２丁目ひまわり公園
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
364 H30.12.14 市告 第859号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、追加、一部追加、合併、分割による変更

（廃　　　止） ２３地区　 約   5.46 ha
   （全部廃止(合併による廃止含)）
　　　　　　　 １６地区 　約   3.86 ha
   （一部廃止(分割による廃止含)）
  　　　　　　 　７地区 　約   1.60 ha
（追　　　加）　 ４地区　 約   0.41 ha
   （追　　加）  １地区　 約　 0.14 ha
   （一部追加）　１地区　 約   0.01 ha
　 （合　　併）　１地区 　約   0.03 ha
　 （分　　割）　１地区 　約   0.23 ha
変更後　     ４８４地区　 約 174.40 ha

365 R1.12.20 市告 第708号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、追加、一部追加、合併、分割による変更
（廃　　　止） １８地区　 約   3.10 ha
   （全部廃止）　５地区 　約   1.18 ha
   （一部廃止(合併、分割による廃止含)）
  　　　　　　 １３地区 　約   1.92 ha
（追　　　加）　 ５地区　 約   0.81 ha
   （追　　加）  ２地区　 約　 0.46 ha
   （一部追加）　１地区　 約   0.08 ha
　 （合　　併）　１地区 　約   0.03 ha
　 （分　　割）　１地区 　約   0.24 ha
変更後　     ４８１地区　 約 172.11 ha

366 R2.12.18 市告 第1020号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、追加、一部追加、時点修正による変更
（廃　　　止） １１地区　 約   1.25 ha
　 （全部廃止）  ３地区　 約   0.84 ha
　 （一部廃止）  ８地区　 約   0.41 ha
（追      加） ２１地区　 約   2.19 ha
　 （追    加）１０地区　 約   0.76 ha
　 （一部追加）１１地区　 約   1.43 ha
（時 点 修 正）           約   1.36 ha
変更後　　　 ４８８地区　 約 174.41 ha

367 R3.1.12 県告 第8号 道路 船橋都市計画道路の変更 １・３・２号線　北千葉道路　（決定）　              （約   670m）
３・１・１号線　千葉ニュータウン中央線
（都計道３・４・９号線との交差部フルIC化に伴う変更）（約  1580m）

368 R3.3.19 県告 第172号 臨港地区 船橋都市計画臨港地区の変更 千葉港臨港地区  約９３ha
日の出１丁目及び２丁目、湊町３丁目、浜町１丁目及び２丁目の各一部の
追加による変更

369 R3.5.11 市告 第375号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 船橋市若松2丁目の一部
第二種高度地区(最高限)31ｍ    約   794 ha （約5.0haの減）
                          計  約 3,118 ha
※高度地区の規定書　条項ずれの修正
　４．適用の除外（３）
　耐震改修の促進に関する法律第８条第３項→第１７第条３項

370 R3.5.11 市告 第376号 地区計画 船橋都市計画地区計画（南船橋駅南口地区）
の決定

南船橋駅南口地区　　　　　約　4.5　ha
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
371 R3.12.28 市告 第1046号 公園 船橋都市計画公園の変更 面積の変更

６・５・１号　　船橋市運動公園        約　18.3 ha　→　約　19.0 ha

372 R3.12.28 市告 第1047号 緑地 船橋都市計画緑地の変更 追加による変更
５０号　藤原市民の森緑地　            約　2.3　ha

373 R3.12.28 市告 第1050号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、追加、一部追加による変更
（廃　　　止）  １５地区　約　 3.77 ha
　　（全部廃止）  ３地区  約　 0.57 ha
　　（一部廃止）１２地区  約 　3.20 ha
（追      加）  　５地区　約   0.46 ha
  　（追　　加）　１地区　約   0.06 ha
　　（一部追加）　４地区　約   0.40 ha
変更後　　　　４８６地区　約 171.10 ha

374 R4.3.4 県告 第102号 都市計画区域の整
備、開発及び保全
の方針

船橋都市計画都市計画区域の整備､開発及び保
全の方針の変更

375 R4.3.4 県告 第103号 区域区分 船橋都市計画市街化区域及び市街化調整区域
の変更

東町、米ケ崎町、高根町、夏見５丁目、夏見７丁目、飯山満町１丁目の
各一部の区域
市街化区域 　　　　約　5,551　ha (約 42.3ha の増）
市街化調整区域 　　約　3,013　ha (約 42.3ha の減）
計（都市計画区域） 約  8,564　ha

376 R4.3.4 市告 第157号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 東町、米ケ崎町、高根町、夏見５丁目、夏見７丁目、飯山満町１丁目の
各一部の区域
第一種低層住居専用地域   約 1,806　ha　　 (約  38haの増）
第一種中高層住居専用地域 約 1,274　ha
第二種中高層住居専用地域 約　　 9.8ha
第一種住居地域           約　 959　ha
第二種住居地域           約　 188　ha
準住居地域               約　　70　ha　　 (約   4haの増）
近隣商業地域             約　　88　ha
商業地域                 約　 285　ha
準工業地域               約　 317　ha
工業地域                 約　 206　ha
工業専用地域             約　 348　ha
計                       約 5,551　ha 　 （約　42haの増）

377 R4.3.4 市告 第158号 土地区画整理事業 船橋都市計画土地区画整理事業の決定 海老川上流地区土地区画整理事業
東町、米ケ崎町、高根町、夏見５丁目、夏見７丁目、飯山満町１丁目の
各一部　　約　42.3　ha

378 R4.3.4 市告 第159号 下水道 船橋都市計画下水道の変更 第９号公共下水道の変更  約2,349ha
東町、米ケ崎町、高根町、夏見５丁目、夏見７丁目、飯山満町１丁目の
各一部の区域の約42haの追加
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番号枝番年 月 日 告示 告示番号 種別 内　　　　　　　容 備　　　　　　　考
379 R4.12.20 市告 第997号 生産緑地地区 船橋都市計画生産緑地地区の変更 廃止、一部廃止、追加、一部追加、地積更正・錯誤訂正による変更

（廃　　　止）  １１地区　約　 3.15 ha
　　（全部廃止）  ５地区  約　 1.62 ha
　　（一部廃止）　６地区  約 　1.53 ha
（追      加）  　３地区　約 　0.42 ha
  　（追　　加）　１地区　約   0.07 ha
　　（一部追加）　２地区　約   0.35 ha
（地積更正・錯誤訂正）
　　　　　　　　　５地区　約　 0.16 ha
変更後　　　　４８２地区　約 168.53 ha

380 R5.3.10 市告 第157号 用途地域 船橋都市計画用途地域の変更 飯山満町2丁目の一部
第一種低層住居専用地域   約 1,806  ha　(約　0.0004 haの増）
第一種中高層住居専用地域 約 1,274  ha　(約  0.0004 haの減）
第二種中高層住居専用地域 約　　 9.8ha
第一種住居地域           約　 959　ha
第二種住居地域           約　 188　ha
準住居地域               約　　70　ha
近隣商業地域             約　　88　ha
商業地域                 約　 285　ha
準工業地域               約　 317　ha
工業地域                 約　 206　ha
工業専用地域             約　 348　ha
計 　　　　　　　　　　  約 5,551 ha

381 R5.3.10 市告 第158号 高度地区 船橋都市計画高度地区の変更 飯山満町2丁目の一部
第一種高度地区(最高限)20ｍ    約 1,790 ha （約　0.0004 haの増）
第一種高度地区(最高限)31ｍ 　 約　　93 ha
第二種高度地区(最高限)20ｍ    約 　441 ha
第二種高度地区(最高限)31ｍ    約　 794 ha
                          計  約 3,118 ha

382 R5.3.10 市告 第159号 地区計画 船橋都市計画地区計画（飯山満地区）の変更 飯山満町2丁目及び3丁目、芝山1丁目及び3丁目の各一部
　　　商業地区　　          　約　 1.9 ha
      中層住宅・サービス地区  約   4.8 ha
　　　中層住宅地区　　　　　　約　 8.8 ha
　　　一般住宅地区　　　　　　約   3.8 ha （約　 0.0004 haの減）
　　　低層住宅地区Ａ　　　　　約　 2.8 ha （約　 0.0004 haの増）
　　　低層住宅地区Ｂ　　　　　約　 0.5 ha

飯山満地区地区計画            約　22.6 ha
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