
 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76号 R4.1.4 R3.12.28 八重洲ダイビル建替計画
中央区京橋一丁目1番
地

商業地域 55.96 22,667.57 R4.6.1

地下鉄等の接続
通路、事務所、
店舗

第77号 R4.1.21 R4.1.20 （仮称）新木場一丁目計画
江東区新木場一丁目17
番14

準工業地域 19.04 18,204.00 R4.3.1 研究所、店舗

第78号 R4.1.26 R4.1.25
（仮称）保木間３丁目病院計
画

足立区保木間三丁目3-
1,3-2,3-3,3-4,3-5,3-
6,3-7

近隣商業地
域、第一種
住居地域

34.80 14,995.79 R4.10上旬 病院

第79号 R4.2.1 R4.1.31
（仮称）品川港南ビル 新築工
事

港区港南三丁目8番1、
8番3

準工業地域 59.50 23,837.25 R4.6上旬 事務所

第80号 R4.2.2 R4.1.31
「泉岳寺駅地区第二種市街地
再開発事業特定施設建築物」
建築計画

港区高輪二丁目81-1外 商業地域 135 112,000 R5.4上旬
住宅、事務所、店舗、
地下鉄駅施設、子育
て支援施設

第81号 R4.2.3 R4.2.1
（仮称）豊洲４－２街区開発計
画 A棟

江東区豊洲二丁目14番
地1

工業地域 100.00 47,300.00 R4.7.1 事務所

第82号 R4.2.3 R4.2.1
（仮称）豊洲４－２街区開発計
画 B棟

江東区豊洲二丁目14番
地2,4,5

工業地域 80.00 89,200.00 R4.7.1
事務所、飲食
店、物販店舗、
共同住宅

第83号 R4.2.3 R4.2.1
（仮称）世田谷区砧５丁目計
画

世田谷区砧五丁目155
番2 他2筆

第二種住居
地域

21.95 10,733.01 R4.6.1 共同住宅

第84号 R4.2.4 R4.1.31
学校法人簡野育英会 南校
舎新築等工事

大田区本羽田一丁目
268他

準工業地域 15.20 2,200.00 R4.11下旬 学校

第85号 R4.2.4 R4.2.3
（仮称）千代田区富士見一丁
目計画

千代田区富士見一丁目
18番2

第一種住居
地域

69.7 12,348.57 R4.4.1 共同住宅
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第86号 R4.2.4 R4.2.1 （仮称）新社屋建設計画
品川区西大井一丁目
5480番1他

準工業地域 34.00 43,200.00 R4.7.1 事務所

第87号 R4.2.9 R4.2.8 小笠原小中学校改築工事
小笠原村父島字宮之浜
道35番外先

指定なし 20.64 7,224.81 R4.9.1 小学校、中学校

第88号 R4.2.9 R4.2.7
（仮称）みずほ銀行中目黒セ
ンター建替計画

目黒区上目黒二丁目
1945番1他

第二種住居
地域、商業
地域

49.900 40,560.00 R4.8.15 事務所

第89号 R4.2.9 R4.2.7
（仮称）千代田区三番町28計
画

千代田区三番町28番3
外

第二種住居
地域

59.99 21,929.11 R4.11上旬 共同住宅

第90号 R4.2.14 R4.2.7
（仮称）東京都新宿区高田馬
場四丁目計画

新宿区高田馬場四丁目
844番4他

商業地域、
第一種住居
地域

38.22 28,593.98 R4.9中旬 共同住宅

第91号 R4.2.16 R4.2.9
新たな国立公文書館及び憲
政記念館

千代田区永田町一丁目
1-2

商業地域 22.62 43,482.20 R5.4.1
図書館、博物
館、集会場

第92号 R4.2.16 R4.2.15 （仮称）港区麻布永坂町計画
港区麻布永坂町1番17
外

第一種中高
層住居専用
地域

28.59 23,291.13 R4.7.1 共同住宅

第93号 R4.2.18 R4.2.11
南部汚泥処理プラント ブロ
ワ棟 灰搬出棟

大田区城南島五丁目2-
1

工業地域 16.15 548.22 R5.2.1 下水処理場

第94号 R4.2.18 R4.2.14
（仮称）虎ノ門二丁目地区
（再）施設建築物附帯建物等
増築工事

港区虎ノ門二丁目105
番

商業地域 14.00 19.18 R5.2.15 公共用歩廊

第95号 R4.2.21 R4.2.15
（仮称）北区浮間１丁目計画
第一街区 新築工事

北区浮間一丁目4-1外2
筆

工業地域 60.00 25,166.63 R4.8.1 共同住宅
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第96号 R4.3.8 R4.3.3
（仮称）新宿区東五軒町トー
ハン旧本社跡地計画（住宅
棟）

新宿区東五軒町42-13
他

準工業地域 30.00 26,972.34 R4.11.1 共同住宅

第97号 R4.3.10 R4.3.7
安田倉庫株式会社 芝浦６号
倉庫 耐震補強ほか

港区海岸三丁目23番32
号

準工業地域 29.00 0.00 R4.5.1 倉庫

第98号 R4.3.11 R4.3.4
（仮称）新宿区東五軒町トー
ハン旧本社跡地計画（オフィ
ス棟）

新宿区東五軒町42-13
商業地域、
準工業地域

34.52 12,456.95 R4.11.1
事務所、住宅、
店舗

第99号 R4.3.11 R4.3.9
都立青鳥特別支援学校仮設
校舎等建設工事

世田谷区下馬二丁目
259番175他

第一種中高
層住居専用
地域

10.60 7,435.64 R4.4.1
学校（特別支援
学校）

第100号 R4.3.11 R4.3.11
（仮称）東五反田二丁目計画
新築工事

品川区東五反田二丁目
436-5他

第二種中高
層住居専用
地域

90.00 29,184.73 R4.7.1 事務所、店舗

第101号 R4.3.15 R4.3.10 都営小笠原清瀬団地
小笠原村父島字清瀬97
番1号ほか

指定なし 16.43 2,652.16 R5.3上旬 共同住宅

第102号 R4.3.15 R4.2.15
（仮称）渋谷区大山町31計画
A・B新築工事

渋谷区大山町1083-2他
第二種低層
住居専用地
域

11.99 21,634.62 R4.9.15 共同住宅

第103号 R4.3.17 R4.3.16 都立桐ヶ丘高等学校

北区赤羽北三丁目707番2、
707番3、708番2、779番2、
861番1、862番、875番1、706
番2

第一種中高
層住居専用
地域

18.22 13,879.80 R5.12中旬 高等学校

第104号 R4.3.24 R4.3.14 ●● 様邸
八丈島八丈町三根●番
●

指定なし 10.32 145.73 R4.3.28 一戸建ての住宅


