
取得年 申請場所（町丁名） 許認可種別 許可権者 事業区域面積 宅地･戸数

横浜市都筑区すみれが丘 宅地造成許可 横浜市長 251.30㎡ 宅地造成2区画

横浜市青葉区桜台 宅地造成許可 横浜市長 168.09㎡ 宅地造成1区画

横浜市金沢区長浜二丁目 宅地造成許可 横浜市長 320.32㎡ 宅地造成2区画

秦野市西田原 条例手続 秦野市長 556.30㎡ 宅地造成4区画

厚木市三田 ﾜﾝﾙｰﾑ指導要綱 厚木市長 475.01㎡ 宅地造成14戸

藤沢市亀井野 開発条例 藤沢市長 253.34㎡ ﾜﾝﾙｰﾑ8戸

川崎市麻生区五力田三丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 709.31㎡ 長屋15戸

相模原市中央区並木四丁目 開発行為許可 相模原市長 875.42㎡ 宅地造成6区画

横浜市青葉区新石川四丁目 宅地造成許可 横浜市長 487.40㎡ 宅地造成3区画

川崎市幸区中幸町二丁目 ﾜﾝﾙｰﾑ･中高層条例 川崎市長 216.82㎡ ﾜﾝﾙｰﾑ16戸

相模原市緑区元橋本町 開発行為許可 相模原市長 2521.86㎡ 宅地造成18区画

相模原市緑区二本松四丁目 開発行為許可 相模原市長 2320.26㎡ 宅地造成16区画

厚木市戸室二丁目 まちづくり条例 厚木市長 761.02㎡ ﾜﾝﾙｰﾑ21戸

厚木市妻田北二丁目863番 ﾜﾝﾙｰﾑ指導要綱 厚木市長 307.01㎡ ﾜﾝﾙｰﾑ10戸

藤沢市善行四丁目 開発行為許可 藤沢市長 303.85㎡ 市街化調整区域許可1区画

小田原市栢山 開発行為許可 小田原市長 2731.80㎡ 宅地造成17区画

横浜市金沢区長浜二丁目 宅地造成許可 横浜市長 315.85㎡ 宅地造成2区画

横浜市保土ヶ谷区川島町 宅地造成許可 横浜市長 232.03㎡ 宅地造成2区画

相模原市中央区横山三丁目 開発行為許可 相模原市長 2294.77㎡ 宅地造成19区画

藤沢市石川三丁目 開発条例 藤沢市長 346.11㎡ ﾜﾝﾙｰﾑ10戸

川崎市麻生区片平五丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 856.49㎡ マンション6戸（ファミリータイプ）

川崎市多摩区枡形二丁目 開発行為許可 川崎市長 604.47㎡ マンション19戸（ファミリータイプ）

高座郡寒川町宮山 開発行為許可 平塚土木事務所長 485.09㎡ 市街化調整区域許可2区画

町田市森野一丁目 道路位置指定手続 町田市長 16.03㎡ ホテル1棟

平塚市明石町 まちづくり条例 平塚市長 251.37㎡ ﾜﾝﾙｰﾑ20戸

町田市相原町 開発行為許可 町田市長 1168.41㎡ 宅地造成6区画

町田市木曽西一丁目 開発行為許可 町田市長 5169.81㎡ 宅地造成28区画（提供公園あり）

板橋区徳丸四丁目 開発行為許可 板橋区長 511.88㎡ 共同住宅1区画

横浜市都筑区茅ヶ崎南二丁目 開発行為許可 横浜市長 716.79㎡ 宅地造成11区画

町田市南成瀬二丁目 中高層・景観条例手続 町田市長 459.75㎡ 長屋10戸

横浜市南区六ツ川三丁目 宅地造成許可 横浜市長 263.82㎡ 宅地造成2区画

横浜市都筑区南山田町 調整区域建築許可 横浜市長 178.64㎡ 一戸建ての住宅1戸

厚木市山際 開発行為許可 厚木市長 1480.23㎡ 宅地造成10区画

町田市相原町 開発行為変更許可 町田市長 1168.41㎡ 宅地造成6区画

藤沢市天神町三丁目 開発行為許可 藤沢市長 738.90㎡ 宅地造成4区画

川崎市高津区明津 開発行為許可 川崎市長 802.06㎡ 宅地造成9区画

高座郡寒川町宮山 開発行為許可 平塚土木事務所長 1579.03㎡ 宅地造成10区画

2016年

2017年



横浜市港北区日吉七丁目 開発行為許可 横浜市長 992.52㎡ 宅地造成14区画

小田原市栢山 開発行為許可 小田原市長 936.54㎡ 宅地造成6区画

川崎市麻生区高石三丁目 宅地造成許可 川崎市長 445.71㎡ 宅地造成1区画

横須賀市湘南鷹取一丁目 宅地造成許可 横須賀市長 253.16㎡ 宅地造成2区画

藤沢市善行四丁目 開発行為変更許可 藤沢市長 303.94㎡ 市街化調整区域許可1区画

町田市金井 開発行為許可 町田市長 1,099.97㎡ 宅地造成8区画

相模原市中央区上溝 開発行為許可 相模原市長 1,823.14㎡ 宅地造成13区画

小田原市栢山 開発行為変更許可 小田原市長 936.54㎡ 宅地造成6区画

伊勢原市白根 開発行為許可 平塚土木事務所長 2424.34㎡ 宅地造成15区画

川崎市宮前区宮崎 宅地造成許可 川崎市長 425.97㎡ 宅地造成1区画

伊勢原市白根 開発行為変更許可 平塚土木事務所長 2424.34㎡ 宅地造成15区画

藤沢市白旗三丁目 開発行為許可 藤沢市長 983.92㎡ 宅地造成6区画

横浜市港北区日吉七丁目 開発行為変更許可 横浜市長 992.52㎡ 宅地造成14区画

大和市桜森一丁目 開発行為許可 大和市長 2,746.18㎡ 宅地造成21区画

川崎市高津区明津 開発行為変更許可 川崎市長 802.06㎡ 宅地造成9区画

川崎市宮前区宮崎 宅地造成変更許可 川崎市長 425.97㎡ 宅地造成1区画

相模原市中央区上溝 開発行為変更許可 相模原市長 1,823.14㎡ 宅地造成13区画

町田市旭町一丁目 開発行為許可 町田市長 829.67㎡ 宅地造成6区画

町田市木曽西三丁目 開発行為許可 町田市長 1,448.64㎡ 宅地造成8区画

杉並区和泉二丁目 開発行為許可 杉並区長 1,888.54㎡ 宅地造成2区画

川崎市中原区宮内一丁目 開発行為許可 川崎市長 1,425.65㎡ 宅地造成16区画

川崎市多摩区寺尾台一丁目 宅地造成許可 川崎市長 257.27㎡ 宅地造成2区画

さいたま市中央区大戸四丁目 工作物確認 神奈川建築確認検査機関 宅地造成3区画

横浜市南区唐沢 工作物確認 神奈川建築確認検査機関 宅地造成1区画

川崎市多摩区東三田二丁目 宅地造成許可 川崎市長 140.54㎡ 宅地造成1区画

相模原市緑区下九沢 開発行為許可 相模原市長 2,963.46㎡ 宅地造成20区画

横浜市青葉区つつじが丘 開発行為許可 横浜市長 587.65㎡ 宅地造成3区画

稲城市大丸 開発行為許可 東京都多摩建築指導事務所長 1,522.36㎡ 宅地造成4区画

伊勢原市白根 開発行為変更許可 平塚土木事務所長 2424.34㎡ 宅地造成15区画

厚木市愛甲東一丁目 厚木市まちづくり条例 厚木市長 1,595.52㎡ 運送営業所1区画

川崎市中原区井田杉山町 開発行為許可 川崎市長 1,522.60㎡ 宅地造成17区画

藤沢市白旗三丁目 開発行為変更許可 藤沢市長 983.92㎡ 宅地造成6区画

愛甲郡愛川町角田 建築行為許可 厚木土木事務所長 621.08㎡ 宅地造成1区画

横浜市保土ヶ谷区鎌谷町 宅地造成許可 横浜市長 227.15㎡ 宅地造成2区画

町田市玉川学園一丁目 建築行為許可 町田市長 148.73㎡ 宅地造成1区画

川崎市麻生区千代ケ丘二丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 615.48㎡ 宅地造成1区画

2018年



川崎市多摩区寺尾台一丁目 宅地造成変更許可 川崎市長 257.90㎡ 宅地造成2区画

町田市成瀬二丁目 宅地造成許可 町田市長 100.07㎡ 宅地造成1区画

茅ヶ崎市今宿 開発行為許可 茅ヶ崎市長 659.48㎡ 宅地造成3区画

川崎市多摩区寺尾台一丁目 宅地造成変更許可 川崎市長 257.90㎡ 宅地造成2区画

川崎市中原区宮内四丁目 開発行為許可 川崎市長 718.27㎡ 宅地造成8区画

厚木市山際 開発行為許可 厚木市長 563.13㎡ 宅地造成1区画

大和市中央林間九丁目 開発行為許可 大和市長 842.77㎡ 宅地造成5区画

川崎市川崎区観音一丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 577.42㎡ 保育所・共同住宅20戸

横浜市港北区日吉七丁目 開発行為許可 横浜市長 1,666.79㎡ 宅地造成22区画

茅ヶ崎市今宿 開発行為変更許可 茅ヶ崎市長 659.47㎡ 宅地造成3区画

座間市栗原中央五丁目 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 748.38㎡ 宅地造成5区画

厚木市山際 開発行為変更許可 厚木市長 563.13㎡ 宅地造成1区画

川崎市中原区下小田中六丁目 開発行為許可 川崎市長 1,002.00㎡ 宅地造成12区画

川崎市宮前区土橋六丁目 宅地造成許可 川崎市長 286.68㎡ 宅地造成2区画

横浜市磯子区中原三丁目 宅地造成許可 横浜市長 475.37㎡ 宅地造成2区画

横浜市神奈川区三ッ沢下町 宅地造成許可 横浜市長 257.80㎡ 宅地造成3区画

川崎市宮前区菅生二丁目 宅地造成許可 川崎市長 273.13㎡ 宅地造成1区画

大和市中央七丁目 開発行為許可 大和市長 581.73㎡ 宅地造成5区画

川崎市中原区下小田中六丁目 開発行為変更許可 川崎市長 1,002.00㎡ 宅地造成12区画

横浜市金沢区東朝比奈二丁目 宅地造成許可 横浜市長 190.73㎡ 宅地造成1区画

川崎市麻生区五力田三丁目 開発行為許可 川崎市長 957.64㎡ 宅地造成2区画

相模原市中央区陽光台一丁目 開発行為許可 相模原市長 1,010.46㎡ 宅地造成7区画

川崎市多摩区枡形二丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 753.32㎡ 共同住宅13戸

座間市栗原中央五丁目 開発行為変更許可 厚木土木事務所東部センター長 748.38㎡ 宅地造成5区画

八王子市寺町 集合住宅指導要綱 八王子市長 684.67㎡ 共同住宅19戸

座間市入谷一丁目 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 714.70㎡ 宅地造成4区画

川崎市幸区小倉四丁目 道路位置指定 川崎市長 499.63㎡ 宅地造成1区画

綾瀬市上土棚南一丁目 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 520.01㎡ 宅地造成4区画

大和市中央七丁目 開発行為変更許可 大和市長 581.73㎡ 宅地造成5区画

平塚市入野 開発行為許可 平塚市長 856.96㎡ 宅地造成6区画

小田原市小八幡三丁目 開発行為許可 小田原市長 710.99㎡ 宅地造成5区画

横浜市青葉区荏田町 開発行為許可 横浜市長 788.26㎡ 宅地造成5区画

中郡大磯町高麗一丁目 宅地指導要綱 大磯町長 450.16㎡ 宅地造成2区画

茅ヶ崎市今宿 開発行為許可 茅ヶ崎市長 793.36㎡ 宅地造成6区画

座間市入谷一丁目 開発行為変更許可 厚木土木事務所東部センター長 714.70㎡ 宅地造成4区画

横浜市港南区芹が谷四丁目 宅地造成許可 横浜市長 196.18㎡ 宅地造成1区画

横浜市港南区笹下七丁目 宅地造成許可 横浜市長 326.56㎡ 宅地造成2区画

川崎市多摩区菅野戸呂 まちづくり調整条例 川崎市長 1,078.48㎡ 共同住宅18戸

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 825.64㎡ 共同住宅12戸

横浜市鶴見区佃野町 道路位置指定 横浜市長 271.28㎡ 宅地造成4区画

川崎市麻生区五力田 まちづくり調整条例 川崎市長 978.88㎡ 長屋12戸

横浜市港北区樽町四丁目 道路位置指定 横浜市長 435.64㎡ 宅地造成4区画

2019年



川崎市中原区上小田中一丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 787.36㎡ 共同住宅12戸

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 632.68㎡ 共同住宅13戸

座間市入谷一丁目 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 693.95㎡ 宅地造成5区画

平塚市土屋 開発行為許可 平塚市長 185.06㎡ 宅地造成1区画

横浜市都筑区池辺町 開発行為許可 横浜市長 785.52㎡ 宅地造成10区画

町田市旭町一丁目 開発行為変更許可 町田市長 829.69㎡ 宅地造成6区画

横浜市神奈川区西寺尾一丁目 開発行為許可 横浜市長 1,329.04㎡ 宅地造成10区画

綾瀬市落合北四丁目 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 964.43㎡ 宅地造成6区画

綾瀬市上土棚南二丁目 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 854.75㎡ 宅地造成6区画

町田市南町田三丁目 中高層指導要綱 町田市長 530.12㎡ 共同住宅9戸

町田市南町田三丁目 中高層指導要綱 町田市長 525.84㎡ 共同住宅9戸

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 724.12㎡ 店舗3戸・共同住宅9戸

川崎市宮前区有馬八丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 2,103.03㎡ 共同住宅80戸

川崎市麻生区五力田 建築許可 川崎市長 978.88㎡ 長屋12戸

綾瀬市落合北四丁目 開発行為変更許可 厚木土木事務所東部センター長 964.43㎡ 宅地造成6区画

相模原市南区南台一丁目 開発行為許可 相模原市長 1,278.15㎡ 宅地造成10区画

横浜市神奈川区西寺尾一丁目 開発行為変更許可 横浜市長 1,329.04㎡ 宅地造成10区画

横浜市磯子区中原三丁目 宅地造成許可 横浜市長 416.00㎡ 宅地造成4区画

町田市山崎町 開発行為許可 町田市長 3,936.16㎡ 宅地造成18区画

横浜市南区井土ケ谷中町 開発行為許可 横浜市長 852.35㎡ 宅地造成11区画

川崎市多摩区宿河原二丁目 開発行為許可 川崎市長 659.31㎡ 宅地造成7区画

横浜市都筑区池辺町 開発行為変更許可 横浜市長 785.52㎡ 宅地造成10区画

横浜市港北区仲手原二丁目 工作物確認 神奈川建築確認検査機関 宅地造成4区画

国分寺市日吉町二丁目 まちづくり条例 国分寺市長 870.38㎡ 保育園1棟

横浜市都筑区牛久保西二丁目 中高層条例 横浜市長 870.24㎡ 共同住宅15戸

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 724.12㎡ 共同住宅17戸

伊勢原市池端 開発行為許可 平塚土木事務所長 1591.86㎡ 共同住宅15戸

相模原市南区大野台五丁目 開発行為変更許可 相模原市長 2461.36㎡ 宅地造成18区画

川崎市宮前区初山一丁目 宅地造成許可 川崎市長 410.63㎡ 宅地造成3区画

横浜市港北区日吉六丁目 開発行為許可 横浜市長 1384.11㎡ 宅地造成21区画

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 869.80㎡ 共同住宅12戸

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 708.54㎡ 共同住宅12戸

藤沢市立石二丁目 開発行為許可 藤沢市長 998.06㎡ 宅地造成7区画

立川市砂川町四丁目 開発指導要綱 立川市長 1129.85㎡ 社会福祉施設　1棟

川崎市多摩区登戸 開発行為許可 川崎市長 1562.82㎡ 宅地造成16区画

平塚市東真土二丁目 開発行為許可 平塚市長 765.00㎡ 宅地造成4区画

町田市矢部町 開発行為許可 町田市長 1028.54㎡ 宅地造成5区画

川崎市宮前区東有馬五丁目 開発行為許可 川崎市長 1003.58㎡ 宅地造成9区画

町田市常盤町 開発行為許可 町田市長 1422.23㎡ 宅地造成9区画

2020年



平塚市寺田縄 開発行為許可 平塚市長 904.54㎡ 宅地造成6区画

藤沢市立石二丁目 開発行為変更許可 藤沢市長 998.06㎡ 宅地造成7区画

川崎市幸区中幸町二丁目 中高層条例 川崎市長 498.62㎡ 共同住宅12戸

東村山市秋津町二丁目 開発行為許可 多摩建築指導事務所長 977.89㎡ 宅地造成5区画

川崎市幸区神明町一丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 744.18㎡ 共同住宅17戸

川崎市多摩区登戸 まちづくり調整条例 川崎市長 573.00㎡ 店舗1戸・共同住宅15戸

目黒区五本木三丁目 中高層条例 目黒区長 151.96㎡ 共同住宅5戸

川崎市中原区上丸子天神町 中高層条例 川崎市長 249.64㎡ 共同住宅11戸

川崎市宮前区宮崎 開発行為許可 川崎市長 943.05㎡ 共同住宅13戸

町田市小山町 開発行為許可 町田市長 1275.16㎡ 宅地造成6区画

平塚市撫子原 開発行為許可 平塚市長 535.14㎡ 宅地造成4区画

藤沢市大庭 開発行為許可 藤沢市長 1322.44㎡ 宅地造成10区画

川崎市麻生区片平四丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 668.47㎡ 共同住宅10戸

綾瀬市小園 開発行為許可 厚木土木事務所東部センター長 567.94㎡ 宅地造成4区画

川崎市幸区東小倉 まちづくり調整条例 川崎市長 共同住宅10戸

八王子市別所一丁目 集合住宅指導要綱 八王子市長 775.84㎡ 共同住宅12戸

横浜市港北区樽町一丁目 道路位置指定 横浜市長 369.23㎡ 宅地造成5区画

川崎市多摩区宿河原一丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 557.57㎡ 共同住宅13戸

川崎市宮前区東有馬一丁目 まちづくり調整条例 川崎市長 657.03㎡ 長屋　8戸
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