
文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第1号 R3.4.2 R3.3.29
東京工業大学大岡山西５号
館・大岡山西６号館

目黒区大岡山二丁目1-1、大
田区北千束三丁目391-1、大
田区石川町一丁目1-1、383-
1

第一種中高層
住居専用地
域、近隣商業
地域

24.82 12,910.00 R4.1.4 学校（大学）

第2号 R3.4.2 R3.3.26 （仮称）ＤＰＬ南砂新築工事
江東区新砂三丁目
2450-53,2458-6

工業専用地
域

29.36 29,860.09 R3.7.1
倉庫業を営む倉
庫

第3号 R3.4.2 R3.4.1
（仮称）仙川サービス付き高
齢者向け住宅計画

世田谷区給田一丁目
896番2他

第一種低層
住居専用地
域

11.95 11,500.00 R3.10上旬
共同住宅、一部
老人ホーム

第4号 R3.4.5 R3.3.30
式根島水処理センター　管理
汚泥棟　汚泥ポンプ棟

新島村式根島802番1の
一部

指定なし 10.895 834.08 R3.9上旬 下水処理場

第5号 R3.4.6 R3.4.1
（仮称）京華学園創立125周年
記念新校舎建築計画（新築工
事１期・改修工事）

文京区白山五丁目34-
1,34-2外

第一種住居
地域、近隣
商業地域

19.0 1,680 R3.7.1
学校（中学校・高
等学校）

第6号 R3.4.6 R3.4.1
三宅島漁業協同組合製氷施
設建設工事

三宅島三宅村阿古672-
3

指定なし 13.10 129.61 R3.6.15 工場、倉庫

第7号 R3.4.9 R3.4.5
東京家政大学　大学12号館
エレベーター増設工事

北区十条台二丁目1895番
地、1895番地1、1895番地3、
板橋区加賀町一丁目3570番
地、3356番地102

第一種住居
地域、準工
業地域

15.25 95.23 R3.7上旬 大学

第8号 R3.4.9 R3.4.9
（仮称）西麻布六本木通りビ
ル建替計画

港区西麻布四丁目168-
6他

第一種中高層
住居専用地
域、商業地域

108.09 19,150.00 R3.10.1 共同住宅

第9号 R3.4.13 R3.4.12
都立足立地区チャレンジス
クール（仮称）仮設校舎等の
借入れ

足立区小台二丁目609-
1

準工業地域 10.90 7,592.34 R3.8.2 学校

第10号 R3.4.20 R3.4.17
仮称　東京品川病院増築工
事

品川区東大井六丁目
1303-15外

第一種住居
地域

24.23 5,649.77 R3.6.1 病院



文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第11号 R3.4.23 R3.4.16
都立中野工業高等学校改築
工事

中野区野方三丁目1001
番

第一種低層
住居専用地
域

16.3 15,500.00 R5.3下旬 学校（高等学校）

第12号 R3.4.28 R3.4.28 （仮称）神宮前６丁目計画
渋谷区神宮前六丁目34
番6他

第二種中高
層住居専用
地域

38.98 21,015.00 R3.10上旬 共同住宅

第13号 R3.4.30 R3.4.28
戸越五丁目19番地区第一種
市街地再開発事業　施設建
築物

品川区戸越五丁目19番
地内

第一種中高
層住居専用
地域

84.88 22,286.64 R3.10.1 共同住宅、店舗

第14号 R3.5.6 R3.4.30
早稲田大学／西早稲田キャ
ンパス52・53・54・59号館建替
計画

新宿区大久保三丁目
170-184、204他

第一種住居
地域、商業
地域

40.00 59,500 R4.12上旬 大学

第15号 R3.5.7 R3.4.30
（仮称）赤羽台情報発信施設
建設工事

北区赤羽台一丁目4番
地他

第二種中高
層住居専用
地域

16.10 1,796.61 R3.11.1
図書館等（郷土
資料館）

第16号 R3.5.7 R3.4.30
（仮称）ヌーヴェル赤羽台Ｆ街
区後工区

北区赤羽台二丁目1番
地他

第二種中高
層住居専用
地域

37.71 14,307.43 R3.12.1 共同住宅

第17号 R3.5.12 R3.5.7 （仮称）赤坂二丁目計画
港区赤坂二丁目410-1
他

商業地域 160 75,000.00 R4.4.1
事務所、飲食店
舗、物販店舗

第18号 R3.5.18 R3.5.18 環境省新庁舎改修工事
千代田区霞が関一丁目
10番

商業地域 57.1 1,087.89 R3.12上旬 庁舎

第19号 R3.5.25 R3.5.24 （仮称）新宿南口計画
渋谷区千駄ヶ谷五丁目
31番8他

商業地域 135 24,100 R3.10.15 事務所、集会場

第20号 R3.6.17 R3.6.15
（仮称）向原第二住宅団地建
替計画

板橋区小茂根一丁目
1595番1他

第一種中高
層住居専用
地域

37.25 40,489.23 R4.2.1 共同住宅



文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第21号 R3.6.28 R3.6.24
花王すみだ事業場（仮称）新
南館建設計画

墨田区文花二丁目1-11
番　他

準工業地
域、商業地
域

32.85 4,286.11 R3.9.1
事務所、スポー
ツ練習場

第22号 R3.6.29 R3.6.25
（株）共同土木　東京工場　建
設工事

江東区新砂三丁目
2481-3

工業専用地
域

11.15 1,210.00 R3.10.1
廃棄物中間処理
場

第23号 R3.7.8 R3.7.5
（仮称）王子工場事業棟新築
ほか工事

北区王子一丁目6番地
12

準工業地
域、商業地
域

28.5 18,838.78 R4.8上旬 工場

第24号 R3.7.16 R3.7.15 （仮称）東池袋一丁目計画
豊島区東池袋一丁目13
番7、10

商業地域 53.847 10,910.98 R3.9.15 事務所、店舗

第25号 R3.7.16 R3.7.14
社会福祉施設建替え促進施
設（仮称）及び東京都板橋倉
庫（仮称）新築工事

板橋区栄町35番の2外
第二種住居
地域、近隣
商業地域

13.00 12,690.00 R5.4上旬
特別養護老人
ホーム、災害備
蓄倉庫

第26号 R3.7.19 R3.7.16 （仮称）南千住一丁目PJ
荒川区南千住一丁目85
番15他

近隣商業地
域、準工業
地域

39.99 15,108.15 R3.11上旬 共同住宅

第27号 R3.7.21 R3.7.14
（仮称）西新井本町プロジェク
ト（自走式駐車場棟・南ウィン
グ棟）

足立区西新井本町五丁
目491-1

第一種住居
地域

38.00 12,000.00 R4.2.1 共同住宅

第28号 R3.7.21 R3.7.16
西新井駅西口仮設階段新築
工事

足立区西新井栄町二丁目
1204-1,1204-3,1200-6,1220-
2,1235-2,1264-16,1264-
2,1228-6の各一部、1242-7

商業地域、
近隣商業地
域、準工業
地域

11.50 481.18 R3.9.1 駅舎

第29号 R3.7.28 R3.7.21
（仮称）新砂総合資源循環セ
ンター

江東区新砂三丁目2471
番34外

工業専用地
域

29.050 7,686.05 R4.8上旬
一般廃棄物の処
理施設、産業廃
棄物の処理施設

第30号 R3.7.29 R3.7.26
西新宿五丁目中央南地区第
一種市街地再開発事業

新宿区西新宿五丁目及
び西新宿六丁目　各地
内

第二種住居
地域、商業
地域

144.78 54,012.31 R3.12.1
共同住宅、事務
所、物販店舗、
保育所



文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第31号 R3.8.4 R3.7.30
大井競馬場　下見所騎手控
室・馬主会館新築工事

品川区勝島二丁目1番
地他

準工業地域 12.82 1,187.88 R4.1.7 事務所

第32号 R3.8.5 R3.7.29
南池袋二丁目C地区第一種
市街地再開発事業　施設建
築物（北街区）

豊島区南池袋二丁目25
番他

商業地域、
第一種住居
地域

190.00 111,500.00 R4.4上旬
共同住宅、公共
公益施設、事務
所、店舗

第33号 R3.8.5 R3.7.29
南池袋二丁目C地区第一種
市街地再開発事業　施設建
築物（南街区）

豊島区南池袋二丁目27
番他

第一種住居
地域

182.00 75,200.00 R4.4上旬
共同住宅、子育て支
援施設、高齢者支援
施設、店舗、学校

第34号 R3.8.6 R3.8.5
JR東京総合病院病棟等建替
計画

渋谷区代々木二丁目1
番1、1番17

商業地域 70.0 43,100.00 R4.4.1 病院、事務所

第35号 R3.8.16 R3.8.16 江戸川清掃工場
江戸川区江戸川二丁目
10番1号

準工業地域 26.4 36,500.00 R4.5.16 ごみ焼却場

第36号 R3.8.20 R3.8.17
品川駅北口駅改良・駅ビル整
備

港区港南二丁目66番、
高輪三丁目464番

商業地域、
準工業地域

53.31 49,340.00 R4.8上旬
駅施設、店舗、
事務所

第37号 R3.8.20 R3.8.19
（仮称）品川区東品川１丁目
計画

品川区東品川一丁目
296番1、297番3

商業地域、
準工業地域

44.43 13,672.60 R4.4.11
共同住宅、事務
所

第38号 R3.8.20 R3.8.18
学校法人小野学園　品川翔
英　中学校・高等学校　中央
校舎建替計画

品川区西大井一丁目
5447番4

準工業地域 29.00 5,795.50 R4.1初旬
学校（中学校・高
等学校）

第39号 R3.8.23 R3.8.20
（仮称）中野区東中野五丁目
計画

中野区東中野五丁目55
番7、56番1、57番4

商業地域 80.73 15,490.09 R4.2.1 共同住宅

第40号 R3.8.25 R3.8.20
（仮称）港区港南３丁目計画
新築工事

港区港南三丁目9-5 準工業地域 99.15 44,010.50 R4.2.28
共同住宅（賃貸）
他



文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第41号 R3.9.3 R3.8.30
（仮称）弘済会館ビル新築工
事

千代田区麹町五丁目1
番4号

商業地域、
第二種住居
地域

63 36,400.00 R4.6.1 事務所、店舗

第42号 R3.9.3 R3.9.1
（仮称）目黒大橋マンション計
画（分譲）

目黒区大橋二丁目683
番29

第二種中高
層住居専用
地域

18.72 10,223.89 R4.4.1 共同住宅

第43号 R3.9.3 R3.9.1
（仮称）目黒大橋マンション計
画（賃貸）

目黒区大橋二丁目683
番29

第二種中高
層住居専用
地域

19.99 11,324.55 R4.4.1 共同住宅

第44号 R3.9.6 R3.9.1
（仮称）東京流通センター物流
A棟建替計画

大田区平和島六丁目9
番1,4,5

準工業地域 49.68 204,371.76 R3.12.1
倉庫業を営む倉
庫

第45号 R3.9.9 R3.9.8
（仮称）東綾瀬中学校　改築
工事

足立区綾瀬三丁目23番
地1,2

第一種住居
地域

23.000 13,563.96 R4.11中旬 中学校

第46号 R3.9.21 R3.9.17
（仮称）足立区綾瀬３丁目計
画

足立区綾瀬三丁目4番4 商業地域 109.99 48,375.50 R4.4.1 共同住宅、店舗

第47号 R3.9.21 R3.9.20
（仮称）西新宿８丁目三和計
画　新築工事

新宿区西新宿八丁目
129-1他

商業地域 113.95 40,328.84 R3.12.27 共同住宅、店舗

第48号 R3.10.4 R3.9.30
（仮称）原宿パーク・マンション
建替計画

渋谷区宇田川町29番
4、29番16、29番21

商業地域 99.29 22,808.22 R6.9.1 共同住宅、店舗

第49号 R3.10.4 R3.9.27
（仮称）世紀東急株式会社妙
見島混合所　新築工事

江戸川区東葛西三丁目
3911番1、3920番2,3,6

準工業地域 16.465 4,647.69 R4.6.1 工場、事務所

第50号 R3.10.8 R3.10.4
（仮称）三井不動産ロジスティ
クスパーク新木場Ⅱ

江東区新木場二丁目6-
11

準工業地域 30.840 28,730.97 R4.1.4
倉庫業を営む倉
庫



文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第51号 R3.10.15 R3.10.11 （仮称）渋谷３丁目プロジェクト
渋谷区渋谷三丁目20番
1他

商業地域 59.95 14,182.00 R4.7.1 事務所

第52号 R3.10.18 R3.10.18
東京農業大学世田谷キャン
パス（仮称）国際センター

世田谷区桜丘一丁目
2636番地32外

第一種中高層
住居専用地
域、準住居地
域

13.6 3,134.93 R3.12.1 大学

第53号 R3.10.20 R3.10.19
（仮称）大岡山一丁目計画新
築工事

目黒区大岡山一丁目
2254-1

第一種中高
層住居専用
地域

16.05 13,390.59 R4.6上旬 共同住宅

第54号 R3.10.22 R3.10.20 三池港新船客待合所
三宅島三宅村坪田
1306-13、1259

指定なし 12.18 1,870.65 R4.10上旬 船客待合所

第55号 R3.10.26 R3.10.19 （仮称）関町南２丁目計画
練馬区関町南二丁目
101番

近隣商業地
域、第一種低
層住居専用地
域

11.99 15,507.87 R4.2.1 共同住宅

第56号 R3.10.27 R3.10.26 品川区立浜川中学校
品川区東大井三丁目
1147番15（他3筆）

商業地域、
第一種住居
地域

25.00 12,037.76 R4.7下旬 中学校

第57号 R3.10.28 R3.10.22 芝浦再開発計画 港区海岸三丁目5番 準工業地域 65.10 34,950.00 R4.3.1
コンピューターセ
ンター

第58号 R3.10.28 R3.10.21
（仮称）南砂４丁目計画　新築
工事

江東区南砂四丁目261
番10外

準住居地域、
第一種住居地
域、第二種住
居地域

44.52 13,625.73 R4.1.17 共同住宅

第59号 R3.11.2 R3.10.26
（仮称）あそか病院新病院棟
計画　増築工事

江東区住吉一丁目9番
8、30番2、30番3

準工業地域 13.00 49.00 R4.11.1 病院（渡り廊下）

第60号 R3.11.4 R3.10.29
都営辰巳一丁目団地（第３－
１期）

江東区辰巳一丁目8番
第一種中高
層住居専用
地域

37.22 20,431.50 R5.4.1 共同住宅



文書番号 受付年月日 設置年月日 建築物の名称 建築敷地　地名地番 用途地域 高さ（ｍ） 延べ面積（㎡） 着工予定 主要用途

第61号 R3.11.4 R3.11.1
（仮称）品川区南大井１丁目
計画　新築工事

品川区南大井一丁目
1855番7外

準工業地域 23.82 15,075.54 R4.8下旬 共同住宅

第62号 R3.11.12 R3.11.10
（仮称）大田区大森北５丁目
計画　新築工事

大田区大森北五丁目60
番1外

近隣商業地
域、準工業
地域

22.71 14,043.70 R4.9下旬 共同住宅

第63号 R3.11.18 R3.11.16
板橋トラックターミナル新２号
棟建設工事

板橋高島平六丁目1-
2、1-3、1-4、1-12、1-
13、1-15、1-16

準工業地域 16.79 31,224.41 R4.1.15
トラックターミナ
ル

第64号 R3.11.19 R3.10.22
東京航空地方気象台空港気
象ドップラーライダー観測施
設（１号機）

大田区羽田空港二丁目の一部、
二丁目1番の一部、2番、3番の一
部、三丁目1番の一部、3番1から
14まで、3番15の一部及び5番

準工業地域 43.4 93.45 R4.8.1
空港施設（気象
観測鉄塔）

第65号 R3.11.24 R3.11.17 （仮称）赤羽計画B敷地
北区赤羽南二丁目199
番　他

準工業地域 39.11 13,552.55 R5.6.1 共同住宅

第66号 R3.11.25 R3.11.20
（仮称）銀座６丁目昭和通り開
発計画

中央区銀座六丁目203
番地1他

商業地域 49.995 13,000 R4.5.15 ホテル、飲食店

第67号 R3.12.3 R3.8.24
王子ネピア株式会社　江戸川
製品倉庫建設工事

江戸川区東篠崎二丁目
2303-3 外109筆

工業地域 23.07 7,635.04 R3.11.1 倉庫

第68号 R3.12.3 R3.11.29
（仮称）山九株式会社お台場
輸出入センター

江東区青海四丁目3番2
号

準工業地域 35.44 16,117.87 R4.2.1
倉庫業を営む倉
庫

第69号 R3.12.6 R3.12.2
筑波大学附属桐ヶ丘特別支
援学校（本校）校舎新営その
他工事（Ⅲ期）

板橋区小茂根二丁目
3109番

第一種住居
地域

15.73 2,920.16 R4.3下旬 特別支援学校

第70号 R3.12.10 R3.12.3 （仮称）内神田一丁目計画
千代田区内神田一丁目
31番11,12,13,14,15

商業地域 128.00 85,400.00 R4.7.1 事務所、店舗
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第71号 R3.12.16 R3.12.13 新八丈町クリーンセンター
八丈島八丈町大賀郷
4341番地5

指定なし 19.955 2,532.8 R4.2.1 ごみ焼却場

第72号 R3.12.17 R3.12.13
（仮称）東商センタービルマン
ション建替え事業

台東区柳橋二丁目4番2 商業地域 119.38 27,428.42 R5.2.1 共同住宅、店舗

第73号 R3.12.20 R3.12.14 御蔵島宿舎 御蔵島村字下さと 指定なし 10.439 346.14 R4.2.1 寄宿舎

第74号 R3.12.21 R3.12.15
（仮称）新宿区百人町三丁目
計画

新宿区百人町三丁目
513番3外3筆

第一種中高
層住居専用
地域

19.83 24,721.65 R4.2.28
共同住宅、寄宿
舎、店舗

第75号 R3.12.28 R3.12.22
月島三丁目北地区第一種市
街地再開発事業新築工事（A
街区）

中央区月島三丁目1801
番1外

商業地域、
第二種住居
地域

197.65 144,450.75 R4.9.15
共同住宅、商
業、公益的施設


