
区市町等が都市計画事業として整備している路線の一覧表

令和５年４月１日現在
No 施行者 事業路線名 起点 終点 事業規模 事業開始 認可完了 担当部署 問い合わせ先

1 港区 補助第７号線及び補助第10号線
補助第７号線：港区元麻布二丁目
補助第10号線：港区元麻布二丁目

補助第７号線：港区南麻布五丁目
補助第10号線：港区元麻布二丁目

補助第７号線：L=237m、W=15m
補助第10号線：L=12m、W=６m

平成14年度 令和５年度 街づくり支援部 土木課　土木計画係 03-3578-2217

2 港区 補助第７号線（桜田通り） 港区三田一丁目 港区三田二丁目 L=445m、W=15m 平成17年度 令和９年度 街づくり支援部 土木課　土木計画係 03-3578-2217

3 港区 補助第７号線（二之橋） 港区南麻布一丁目 港区元麻布一丁目 L=530m、W=15m 平成27年度 令和６年度 街づくり支援部 土木課　土木計画係 03-3578-2217

4 港区 補助第９号線 港区南麻布三丁目 港区南麻布四丁目 L=280m、W=15m 平成28年度 令和10年度 街づくり支援部 土木課　土木計画係 03-3578-2217

5 墨田区 墨田区画街路第６号線及び墨田区画街路第７号線
区街第６号線：墨田区京島一丁目
区街第７号線：墨田区京島一丁目

区街第６号線：墨田区京島一丁目
区街第７号線：墨田区京島一丁目

区街第６号線：L=135m、W=12m、
　交通広場A=2,500㎡
区街第７号線：L=70m、W=12m

平成28年度 令和７年度 都市整備部 都市整備課　都市整備・河川担当 03-5608-6281

6 品川区 品川区画街路第７号線 品川区北品川一丁目 品川区北品川一丁目 L=140m、W=６～23m、交通広場A=2,300㎡ 令和２年度 令和15年度 都市環境部 都市開発課　立体化担当 03-5742-6961

7 目黒区 補助第127号線 自由が丘二丁目 自由が丘一丁目 L=145m、W=15　m 令和４年度 令和10年度 都市整備部　みどり土木政策課 03-5722-9745

8 大田区 補助第38号線 大田区東糀谷四丁目 大田区羽田旭町 L=641m、W=16m 平成24年度 令和７年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

9 大田区 補助第43号線 大田区仲池上二丁目 大田区仲池上二丁目 L=275m、W=20m 平成23年度 令和10年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

10 大田区 補助第44号線（Ⅳ期） 大田区上池台五丁目 大田区上池台五丁目 L=320m、W=15m 平成15年度 令和５年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

11 大田区 大田区画街路第１号線 大田区北千束二丁目 大田区北千束三丁目 L=710m、W=12～18m、交通広場A=4,200㎡ 平成10年度 令和６年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

12 大田区 大田区画街路第７号線 大田区蒲田五丁目 大田区蒲田五丁目 L=60m、W=22m、交通広場A=5,900㎡ 平成28年度 令和８年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

13 大田区 補助第44号線（Ⅴ期） 大田区中馬込一丁目 大田区上池台五丁目 L=317m、W=15m 平成31年度 令和７年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

14 大田区 補助第27号線 大田区大森北四丁目 大田区大森北六丁目 L=628m、W=25m 令和元年度 令和13年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課 計画調整担当 03-5744-1304

15 大田区 補助第43号線 大田区仲池上二丁目 大田区仲池上二丁目 L=234m、W=20m 令和４年度 令和10年度 都市基盤整備部　都市基盤管理課　計画調整担当 03-5744-1304

16 世田谷区 補助第49号線 世田谷区上野毛三丁目 世田谷区玉川二丁目 L=525m、W=16m 平成21年度 令和９年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

17 世田谷区 補助第217号線 世田谷区成城三丁目 世田谷区成城二丁目 L=439m、W=16m 平成25年度 令和11年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

18 世田谷区 補助第216号線 世田谷区大蔵五丁目 世田谷区大蔵三丁目 L=650m、W=16m 平成19年度 令和９年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

19 世田谷区 補助第54号線及び世田谷区画街路第10号線
補助第54号線：世田谷区北沢二丁目
区街第10号線：世田谷区北沢二丁目

補助第54号線：世田谷区北沢二丁目
区街第10号線：世田谷区北沢二丁目

補助第54号線：L=265m、W=22～26m
区街第10号線：L=64m、W=25m、
　交通広場A=5,400㎡

平成18年度 令和10年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

20 世田谷区 補助第125号線及び世田谷区画街路第６号線
補助第125号線：世田谷区上野毛二丁目
区街第６号線：世田谷区上野毛二丁目

補助第125号線：世田谷区玉川一丁目
区街第６号線：世田谷区玉川一丁目

補助第125号線：L=411m、W=25m
区街第６号線：L=505m、W=12m

平成20年度 令和６年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

21 世田谷区 補助第154号線及び世田谷区画街路第13号線
補助第154号線：世田谷区松原二丁目
区街第13号線：世田谷区松原二丁目

補助第154号線：世田谷区松原二丁目
区街第13号線：世田谷区松原二丁目

補助第154号線：L=206m、W=15m
区街第13号線：L=12m、W=21m、
　交通広場A=2,663㎡

平成25年度 令和12年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

22 世田谷区
補助第216号線、世田谷区画街路第14号線及び千歳烏山駅東口
広場

補助第216号線：世田谷区南烏山五丁目
区街第14号線：世田谷区南烏山五丁目
東口広場：世田谷区南烏山五丁目

補助第216号線：世田谷区南烏山四丁目
区街第14号線：世田谷区南烏山五丁目
東口広場：世田谷区南烏山五丁目

補助第216号線：L=370m、W=16m
区街第14号線：L=31m、W=19.5m、
　交通広場A=3,963㎡
東口広場：交通広場A=511㎡

平成25年度 令和12年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

23 世田谷区 都市高速鉄道第10号線付属街路第９号線 世田谷区松原三丁目 世田谷区松原三丁目 L=35m、W=６m 平成25年度 令和12年度 北沢総合支所 街づくり課 03-5478-8031

24 世田谷区 補助第217号線 世田谷区上祖師谷四丁目 世田谷区上祖師谷六丁目 L=162m、W=16m 令和元年度 令和７年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

25 世田谷区 補助第216号線及び補助第213号線
補助第216号線：世田谷区鎌田四丁目
補助第213号線：世田谷区大蔵六丁目

補助第216号線：世田谷区大蔵六丁目
補助第213号線：世田谷区大蔵六丁目

補助第216号線：L=391m、W=16m
補助第213号線：L=12m、W=16m

令和２年度 令和11年度 道路･交通計画部　道路事業推進課 03-6432-7938

26 渋谷区 補助第18号線 渋谷区代官山町 渋谷区桜丘町 L=470m、W=15m 令和元年度 令和10年度 土木部 道路課 街路用地係 03-3463-2651

27 中野区 中野区画街路第３号線 中野区上高田三丁目 中野区上高田五丁目 交通広場A=3,740㎡ 平成28年度 令和11年度 まちづくり推進部　まちづくり事業課 街路整備係 03-3228-3256

28 中野区 中野区画街路第４号線 中野区沼袋二丁目 中野区沼袋一丁目 L=562m、W=14m、交通広場A=2,830㎡ 平成29年度 令和７年度 まちづくり推進部　まちづくり事業課 街路整備係 03-3228-3256

29 中野区 中野歩行者専用道第２号線 中野区中野四丁目 中野区中野三丁目 L=80m、W=19m 平成27年度 令和11年度 まちづくり推進部　中野駅周辺まちづくり課　中野駅地区･周辺基盤整備担当 03-3228-8980

30 中野区 補助第220号線 中野区上高田四丁目 中野区上高田五丁目 L=87m、W=11m 平成27年度 令和11年度 まちづくり推進部　まちづくり事業課 街路整備係 03-3228-3256

31 中野区 補助第223号線 中野区中野四丁目 中野区中野四丁目
交通広場A=19,860㎡(うち嵩上げ部A=3,200㎡)
道路部分A＝1,880㎡

平成27年度 令和11年度 まちづくり推進部　中野駅周辺まちづくり課　中野駅地区･周辺基盤整備担当 03-3228-8980

32 杉並区 補助第132号線 杉並区上荻四丁目 杉並区西荻北三丁目 L=606m、W=16m 令和２年度 令和11年度 都市整備部 土木計画課　施設整備グループ
03-3312-2111
(内線3426）

33 杉並区 補助第２２１号線 杉並区高円寺南五丁目 杉並区高円寺北一丁目 L=287m、W=16m 令和４年度 令和13年度 土木計画課　施設整備グループ 03-3312-2111

34 豊島区 補助第174号線 豊島区東池袋二丁目 豊島区上池袋一丁目 L=209m、W=20m 平成29年度 令和12年度 都市整備部 道路整備課　橋梁設計グループ 03-4566-2685

35 豊島区 補助第176号線 豊島区東池袋四丁目 豊島区東池袋四丁目 L=30m、W=11m 平成19年度 令和６年度 都市整備部 道路整備課　計画道路事業グループ 03-3981-0519

36 北区 補助第181号線 北区滝野川一丁目 北区滝野川一丁目 L=80m、W=12m 昭和63年度 令和６年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

37 北区 北区画街路第３号線及び補助第157号線
区街第３号線：北区赤羽西一丁目
補助第157号線：北区赤羽西一丁目

区街第３号線：北区赤羽西四丁目
補助第157号線：北区赤羽西一丁目

区街第３号線：L=290m、W=15m
補助第157号線：L=41m、W=20m

平成25年度 令和７年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

38 北区 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第１号線 北区上十条二丁目 北区上十条一丁目 L=40m、W=11m 令和元年度 令和13年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

39 北区 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第２号線 北区上十条一丁目 北区上十条一丁目 L=170m、W=10m 令和元年度 令和13年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

40 北区 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第３号線 北区上十条一丁目 北区上十条一丁目 L=210m、W=13.5m 令和元年度 令和13年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

41 北区 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第４号線 北区中十条二丁目 北区中十条二丁目 L=160m、W=8.5m 令和元年度 令和13年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

42 北区 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第５号線 北区中十条三丁目 北区中十条三丁目 L=120m、W=６m 令和元年度 令和13年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

43 北区 都市高速鉄道東日本旅客鉃道赤羽線付属街路第６号線 北区中十条三丁目 北区中十条三丁目 L=280m、W=６m 令和元年度 令和13年度 土木部 土木政策課 事業計画係 03-3908-9252

44 荒川区 補助第321号線及び環状第４号線
補助第321号線：荒川区南千住三丁目
環状第４号線：荒川区南千住三丁目

補助第321号線：荒川区南千住三丁目
環状第４号線：荒川区南千住三丁目

補助第321号線：L=427m、W=25m
環状第４号線：L=３m

平成14年度 令和５年度 防災都市づくり部 基盤整備課　計画係 03-3802-4879

45 荒川区 補助第331号線 荒川区南千住七丁目 荒川区南千住三丁目 L=230m、W=22m 平成22年度 令和８年度 防災都市づくり部 基盤整備課　計画係 03-3802-4879

46 荒川区 補助第193号線 荒川区町屋四丁目 荒川区町屋三丁目 L=770m、W=15m 平成29年度 令和５年度 防災都市づくり部 基盤整備課　計画係 03-3802-4879

47 板橋区 補助第249号線 板橋区四葉一丁目 板橋区徳丸四丁目 L=100m、W=15m 平成30年度 令和６年度 土木部 工事設計課　まちづくり道路設計係 03-3579-2521

48 板橋区 区画街路板橋区画街路第9号線 板橋区大山東町 板橋区大山東町 L=23ｍ、W=16ｍ、交通広場A=3,348㎡ 令和３年度 令和12年度 まちづくり推進室　鉄道立体化推進課 　鉄道立体化推進係 03-3579-2587

49 板橋区 区画街路都市高速鉄道東武鉄道東上本線付属街路第5号線 板橋区大山金井町 板橋区大山金井町 L=42ｍ、W=6ｍ 令和３年度 令和12年度 まちづくり推進室　鉄道立体化推進課 　鉄道立体化推進係 03-3579-2587

50 板橋区 区画街路都市高速鉄道東武鉄道東上本線付属街路第6号線 板橋区大山町 板橋区大山町 L=84ｍ、W=4～17ｍ 令和３年度 令和12年度 まちづくり推進室　鉄道立体化推進課 　鉄道立体化推進係 03-3579-2587

51 練馬区 練馬区画街路第１号線 練馬区早宮三丁目 練馬区練馬二丁目 L=230m、W=15m 平成28年度 令和９年度 土木部 計画課 道路整備担当係 03-5984-1489

52 練馬区 外郭環状線の２（交通広場） 練馬区上石神井一丁目 練馬区上石神井四丁目 交通広場A=5,164㎡ 平成30年度 令和９年度 土木部 計画課 道路整備担当係 03-5984-1099

53 練馬区 補助第135号線 練馬区大泉学園町四丁目 練馬区大泉学園町七丁目 L=461m、W=15m 令和２年度 令和11年度 土木部 計画課 道路整備担当係 03-5984-1603

54 練馬区 補助第135号線及び補助第156号線

補助第135号線：
練馬区東大泉一丁目
補助第156号線：
練馬区東大泉一丁目

補助第135号線：
練馬区東大泉三丁目
補助第156号線：
練馬区東大泉四丁目

補助第135号線：L=142m、W=15m
補助第156号線：L=30m、W=16m

令和３年度 令和９年度 土木部 計画課 道路整備担当係 03-5984-1099

55 練馬区 補助第232号線 練馬区石神井町三丁目 練馬区石神井町三丁目 L=132m、W=16m 令和４年度 令和10年度 土木部計画課　道路整備担当係 03-5984-1603

56 足立区 補助第138号線 足立区関原三丁目 足立区梅田五丁目 L=280m、W=16m 平成26年度 令和６年度 都市建設部 道路公園整備室 道路整備課 事業計画係 03-3880-5921

57 足立区 補助第256号線 足立区中央本町三丁目 足立区中央本町五丁目 L=840m、W=15m 令和元年度 令和15年度 都市建設部 道路公園整備室 道路整備課 事業計画係 03-3880-5921

58 足立区 足立区画街路第14号線 足立区西竹の塚二丁目 足立区西竹の塚二丁目 L=97m、W=18m、交通広場A=4,249㎡ 平成23年度 令和６年度 都市建設部 鉄道立体推進室 鉄道関連事業課　整備推進係 03-3880-5937

59 足立区 足立区画街路第15号線 足立区谷中四丁目 足立区谷中四丁目 L=7.6ｍ、W=19ｍ、交通広場A=約2,117㎡ 令和３年度 令和６年度 都市建設部 道路公園整備室 道路整備課 事業計画係 03-3880-5921

60 足立区 足立区画街路第９号線 足立区西新井栄町一丁目、二丁目 足立区西新井栄町一丁目、二丁目 L=23.5ｍ、W=22ｍ、交通広場A＝5,468㎡ 令和４年度 令和１１年度 都市建設部 道路公園整備室 道路整備課 事業計画係 03-3880-5921

61 葛飾区 補助第274号線（交差部） 葛飾区立石七丁目 葛飾区立石七丁目 L=11m、W=18m 平成14年度 令和12年度 都市整備部 都市計画課　鉄道立体担当係 03-5654-8339

62 葛飾区 都市高速鉄道京成電鉄押上線附属街路第３号線 葛飾区四つ木一丁目 葛飾区四つ木一丁目 L=449m、W=6～8m 平成14年度 令和12年度 都市整備部 都市計画課　鉄道立体担当係 03-5654-8339

63 葛飾区 都市高速鉄道京成電鉄押上線附属街路第４号線 葛飾区立石二丁目 葛飾区立石四丁目 L=578m、W=6～8m 平成14年度 令和12年度 都市整備部 都市計画課　鉄道立体担当係 03-5654-8339

64 葛飾区 都市高速鉄道京成電鉄押上線附属街路第５号線 葛飾区立石七丁目 葛飾区立石七丁目 L=253m、W=8m 平成14年度 令和12年度 都市整備部 都市計画課　鉄道立体担当係 03-5654-8339

65 葛飾区 補助第274号線（立石南） 葛飾区立石一丁目 葛飾区立石七丁目 L=138m、W=18m 平成14年度 令和５年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

66 葛飾区 補助第274号線（立石中央） 葛飾区立石七丁目 葛飾区立石七丁目 L=82m、W=9m 平成14年度 令和10年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

67 葛飾区 補助第274号線及び葛飾区画街路第3号線（立石北）
補助第274号線：葛飾区立石七丁目
区街第3号線：葛飾区立石七丁目

補助第274号線：葛飾区立石七丁目
区街第3号線：葛飾区立石七丁目

補助第274号線：L=144m、W=18m
区街第3号線：L=7m

平成14年度 令和５年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

68 葛飾区 葛飾区画街路第４号線及び補助第140号線
区街第4号線：葛飾区東四つ木四丁目
補助第140号線：葛飾区東四つ木四丁目

区街第4号線：葛飾区四つ木二丁目
補助第140号線：葛飾区東四つ木四丁目

区街第4号線：L=103m、W=16m
補助第140号線：L=5m

平成14年度 令和12年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

69 葛飾区 葛飾区画街路第４号線（四つ木東） 葛飾区四つ木二丁目 葛飾区四つ木一丁目 L=483m、W=16m 平成21年度 令和11年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

70 葛飾区 葛飾区画街路第４号線及び葛飾区画街路第６号線（四つ木西）
区街第4号線：葛飾区四つ木二丁目
区街第6号線：葛飾区四つ木二丁目

区街第4号線：葛飾区四つ木一丁目
区街第6号線：葛飾区四つ木一丁目

区街第4号線：L=279m、W=16m
区街第6号線：L=9m、W=16m

平成28年度 令和11年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

71 葛飾区 補助第264号線（細田西） 葛飾区細田三丁目 葛飾区細田五丁目 L=298m、W=18m 平成16年度 令和５年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

72 葛飾区 補助第264号線及び補助第281号線（環七）
補助第264号線：葛飾区奥戸七丁目
補助第281号線：葛飾区奥戸七丁目

補助第264号線：葛飾区細田二丁目
補助第281号線：葛飾区奥戸七丁目

補助第264号線：L=221m、W=20m
補助第281号線：L=13m、W=11m

平成15年度 令和11年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

73 葛飾区 補助第276号線（隅田橋）及び補助第279号線（新金線）
補助第276号線：葛飾区高砂七丁目
補助第279号線：葛飾区高砂七丁目

補助第276号線：葛飾区高砂六丁目
補助第279号線：葛飾区高砂七丁目

補助第276号線：L=407m、W=18～20m
補助第279号線：L=58m、W=15m

平成21年度 令和7年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

74 葛飾区 補助第276号線（一口橋南） 葛飾区高砂二丁目 葛飾区細田三丁目 L=545m、W=15～24m 平成22年度 令和５年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

75 葛飾区 補助第276号線（細田北） 葛飾区細田四丁目 葛飾区細田三丁目 L=523m、W=15m 平成28年度 令和11年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

76 葛飾区 補助第284号線（東新小岩南） 葛飾区東新小岩三丁目 葛飾区東新小岩六丁目 L=400m、W=16m 平成19年度 令和６年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

77 葛飾区 補助第284号線（東新小岩北） 葛飾区東新小岩六丁目 葛飾区奥戸一丁目 L=433m、W=16m 平成21年度 令和８年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

78 葛飾区 補助第261号線（南水元） 葛飾区南水元二丁目 葛飾区南水元一丁目 L=520m、W=16m 平成24年度 令和５年度 都市整備部 道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

79 葛飾区 歩行者専用道第２号線及び新小岩駅南口自由通路線
歩専道第２号線：葛飾区西新小岩一丁目
自由通路：葛飾区新小岩一丁目

歩専道第２号線：葛飾区新小岩一丁目
自由通路：葛飾区新小岩一丁目

歩専道第２号線：L=80m、W=10m
自由通路：L=20m、W=10m

平成25年度 令和６年度 都市整備部 都市計画課　市街地開発担当係 03-5654-8536

80 葛飾区 補助第279号線及び補助282号線（高砂）
補助第279号線：葛飾区高砂七丁目
補助第282号線：葛飾区柴又一丁目

補助第279号線：葛飾区柴又一丁目
補助第282号線：葛飾区柴又一丁目

補助第279号線：L=733ｍ、W=15ｍ
補助第282号線：L=9ｍ、W=15ｍのうち2m

令和３年度 令和９年度 都市整備部　道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

81 葛飾区 補助138号線（南水元西） 葛飾区南水元一丁目 葛飾区南水元一丁目 L=235ｍ、W=16ｍ 令和３年度 令和９年度 都市整備部　道路建設課　事業推進係 03-5654-8389

82 葛飾区 葛飾区画街路第6号線 葛飾区四つ木一丁目 葛飾区四つ木一丁目 L=75m、W=26m　交通広場2,632㎡ 令和４年度 令和10年度 都市整備部　道路建設課　事業推進係  03-5654-8389

83 江戸川区 補助第264号線及び補助第143号線
補助第264号線：江戸川区北小岩二丁目
補助第143号線：江戸川区北小岩二丁目

補助第264号線：江戸川区北小岩七丁目
補助第143号線：江戸川区北小岩二丁目

補助第264号線：L=822m、W=16m
補助第143号線：L=2m、W=16m

平成19年度 令和９年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

84 江戸川区 補助第284号線（中央） 江戸川区中央三丁目 江戸川区中央三丁目 L=294m、W=16m 平成16年度 令和７年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

85 江戸川区 補助第288号線（中央） 江戸川区中央三丁目 江戸川区松本一丁目 L=409m、W=16m 平成16年度 令和７年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

86 江戸川区 補助第288号線（南篠崎） 江戸川区南篠崎町一丁目 江戸川区篠崎町六丁目 L=1,239m、W=16m 平成14年度 令和８年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

87 江戸川区 補助第288号線（一之江） 江戸川区一之江六丁目 江戸川区一之江七丁目 L=150m、W=16m 平成17年度 令和９年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

88 江戸川区 補助第290号線（一之江） 江戸川区一之江六丁目 江戸川区一之江七丁目 L=260m、W=16m～22m 平成17年度 令和９年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

89 江戸川区 補助第289号線（春江） 江戸川区春江町五丁目 江戸川区江戸川六丁目 L=597m、W=16m 平成23年度 令和１１年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

90 江戸川区 補助第289号線（江戸川） 江戸川区江戸川六丁目 江戸川区江戸川五丁目 L=582m、W=16m 平成25年度 令和８年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

91 江戸川区 補助第288号線（北篠崎） 江戸川区西篠崎一丁目 江戸川区上篠崎一丁目 L=1,349m、W=10.7ｍ～16m 平成26年度 令和９年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

92 江戸川区 補助第289号線（東葛西） 江戸川区江戸川五丁目 江戸川区東葛西三丁目 L=746m、W=16m 平成27年度 令和10年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

93 江戸川区 補助第285号線（南小岩八丁目） 江戸川区南小岩八丁目 江戸川区南小岩七丁目 L=208m、W=18m 平成28年度 令和１１年度 都市開発部 まちづくり推進課　まちづくり第二係 03-5662-6470

94 江戸川区 江戸川区画街路第28号線 江戸川区南小岩六丁目 江戸川区南小岩七丁目 L=138m、W=11～14.5m 平成28年度 令和８年度 都市開発部 まちづくり推進課　まちづくり第二係 03-5662-6470

95 江戸川区 補助第288号線（上篠崎） 江戸川区上篠崎一丁目 江戸川区篠崎町一丁目 L=452m、W=16m 平成29年度 令和５年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)
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96 江戸川区 補助第285号線（南小岩） 江戸川区南小岩三丁目 江戸川区鹿骨五丁目 L=1,192m、W=16m 令和元年度 令和15年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

97 江戸川区 補助第288号線（松江） 江戸川区一之江六丁目 江戸川区松江三丁目 L=1,024m、W=16m 令和４年度 令和16年度 土木部 街路橋梁課 事業推進係
03-3652-1151
(内線3342)

98 八王子市 八王子３･３･74号左入美山線 八王子市西寺方町 八王子市美山町 L=958.5m、W=25m 平成27年度 令和10年度 道路交通部 計画課 計画担当 042-620-7276

99 八王子市 八王子３･４･54号環状線 八王子市暁町一丁目 八王子市暁町二丁目 L=633.7m、W=16m 平成25年度 令和９年度 道路交通部 計画課 計画担当 042-620-7276

100 八王子市 八王子３･４･54号環状線(二工区) 八王子市暁町一丁目 八王子市大和田町七丁目 L=302.4m、W=16m 平成30年度 令和９年度 道路交通部 計画課 計画担当 042-620-7276

101 八王子市 八王子３･４･61号御陵甲の原線 八王子市横川町 八王子市楢原町 L=685.3m、W=16m 平成29年度 令和５年度 道路交通部 計画課 計画担当 042-620-7276

102 立川市
立川３･４･15号すずかけ通り線、立川３･４･21号国立駅東大和線及び
国分寺３･４･10号東京立川線

立川３･４･15号線：立川市若葉町二丁目
立川３･４･21号線：立川市若葉町二丁目
国分寺３･４･10号線：
　国分寺市高木町三丁目

立川３･４･15号線：立川市若葉町二丁目
立川３･４･21号線：国分寺市高木町三丁目
国分寺３･４･10号線：
　国分寺市高木町三丁目

立川３･４･15号線：L=272m、W=16m
立川３･４･21号線：L=547m、W=16m
国分寺３･４･10号線：面積438㎡

平成31年度 令和15年度 まちづくり部 工事課　工事第一係
042-523-2111
(内線2411）

103 立川市 都市高速鉄道東日本旅客鉄道中央本線付属街路第２号線 立川市曙町三丁目 立川市曙町二丁目 L=152m、W=８m 平成27年度 令和６年度 まちづくり部 工事課　工事第一係
042-523-2111
(内線2411）

104 立川市 立川3・2・10号緑川通り線 立川市曙町三丁目 立川市曙町三丁目 L=132m、W=16～30m 令和３年度 令和12年度 まちづくり部 工事課　工事第一係
042-523-2111
(内線2411）

105 立川市 都市高速鉄道東日本旅客鉄道中央本線付属街路第１号線 国立市北三丁目 立川市曙町三丁目 L=192m、W=12～14m 令和３年度 令和12年度 まちづくり部 工事課　工事第一係
042-523-2111
(内線2411）

106 武蔵野市 武蔵野３･４･２号三鷹駅南口寺南線 武蔵野市境南町三丁目 武蔵野市境南町三丁目 L=280m、W=16m 平成31年度 令和７年度 都市整備部 交通企画課 0422-60-1991

107 三鷹市 三鷹３･４･13号三鷹駅仙川環状線 三鷹市牟礼六丁目 三鷹市牟礼六丁目 L=466m、W=16m 平成14年度 令和６年度 都市再生部 まちづくり推進課　まちづくり推進係
0422-45-1151
(内線2452）

108 府中市 府中３･４･11号多磨墓地前線 府中市紅葉丘二丁目 府中市紅葉丘三丁目 L=140m、W=16m、交通広場A=1,800㎡ 平成28年度 令和11年度 都市整備部 道路課 042-335-4350

109 府中市 府中３･４･16号府中東小金井線（Ⅰ期） 府中市紅葉丘二丁目 府中市多磨町二丁目 L=744m、W=16m 平成22年度 令和７年度 都市整備部 道路課 042-335-4350

110 府中市 府中３･４･16号府中東小金井線（Ⅱ期） 府中市多磨町二丁目 府中市多磨町二丁目 L=411m、W=16m 平成28年度 令和10年度 都市整備部 道路課 042-335-4350

111 昭島市 昭島３･４･１号昭島中央線 昭島市上川原町三丁目 昭島市田中町一丁目 L=724m、W=16～34m 平成６年度 令和12年度 都市整備部 建設課　都市計画道路担当
042-544-5111
(内線2523）

112 調布市 調布３･４･21号つつじヶ丘南口線 調布市東つつじケ丘二丁目 調布市西つつじケ丘四丁目 L=147m、W=16m 平成30年度 令和６年度 都市整備部 街づくり事業課　整備係 042-481-7417

113 調布市 調布３･４･28号品川道天神前線（調布3･4･10号線～市道南26号） 調布市布田四丁目 調布市布田四丁目 L=391m、W=16～20.5m 平成24年度 令和８年度 都市整備部 街づくり事業課　整備係 042-481-7417

114 調布市 調布３･４･29号調布駅南口線及び３･４･30号調布駅深大寺線
調布３･４･29号線：調布市布田四丁目
調布３･４･30号線：調布市布田一丁目

調布３･４･29号線：調布市小島町二丁目
調布３･４･30号線：調布市小島町一丁目

調布３･４･29号線：L=19m、W=18m、
　交通広場A=10,263㎡
調布３･４･30号線：L=62m、W=16m、
　交通広場A=6,352㎡

平成26年度 令和７年度 都市整備部 街づくり事業課　整備係 042-481-7417

115 町田市 町田３･４･22号大蔵小野路線 町田市小野路町字下堤 町田市小野路町字五反田 L=170m、W=16m 令和元年度 令和７年度 道路部 道路整備課 工事係 042-724-1129

116 町田市 町田３･３･28号鶴川北口線 町田市能ヶ谷一丁目 町田市能ヶ谷一丁目 L=30m、W=26～27m、交通広場A=約8,200㎡ 令和２年度 令和９年度 道路部 道路整備課 工事係 042-724-1129

117 町田市 町田８・６・１号鶴川駅南北自由通路線 町田市能ヶ谷一丁目 町田市能ヶ谷一丁目 L=120m、W=10.5　m 令和４年度 令和９年度 道路部道路政策課計画係 042-724-1124

118 小金井市 小金井３･４･８号新小金井久留米線（Ⅰ期） 小金井市梶野町一丁目 小金井市梶野町五丁目 L=272m、W=16m 平成24年度 令和５年度 都市整備部 都市計画課　都市計画係 042-387-9859

119 小金井市 小金井３･４･８号新小金井久留米線（Ⅱ期） 小金井市東町三丁目 小金井市東町三丁目 L=108m、W=16m 平成24年度 令和９年度 都市整備部 都市計画課　都市計画係 042-387-9859

120 小平市 小平３･３･３号新五日市街道線 小平市小川町二丁目 小平市小川町二丁目 L=444m、W=28m 令和２年度 令和８年度 都市開発部 道路課　都市計画道路担当 042-346-9828

121 小平市 小平３･４･19号小平駅久留米線及び小平３･４･14号東京街道線
小平３･４･19号線：小平市美園町三丁目
小平３･４･14号線：小平市美園町三丁目

小平３･４･19号線：小平市美園町三丁目
小平３･４･14号線：小平市美園町三丁目

小平３･４･19号線：L=453m、W=16m
小平３･４･14号線：ー

平成31年度 令和８年度 都市開発部 道路課　都市計画道路担当 042-346-9828

122 小平市 小平3・4・10号小平大和線 小平市小川東町五丁目 小平市小川西町四丁目 L=533ｍ、W=16～33.5ｍ 令和３年度 令和12年度 都市開発部 道路課　都市計画道路担当 042-346-9828

123 東村山市 東村山３･４･５号久留米東村山線 東村山市久米川町三丁目 東村山市恩多町三丁目 L=560m、W=16m 令和元年度 令和８年度 まちづくり部 まちづくり推進課　まちづくり担当
042-393-5111
(内線3701）

124 東村山市
東村山３･４･10号東村山多摩湖駅線及び東村山３･４･29号東村山駅
北線

東村山３･４･10号線：
　東村山市久米川町四丁目
東村山３･４･29号線：
　東村山市野口町一丁目

東村山３･４･10号線：
　東村山市野口町一丁目
東村山３･４･29号線：
　東村山市野口町一丁目

東村山３･４･10号線：L=560m、W=16m
東村山３･４･29号線：268.45㎡

令和元年度 令和８年度 まちづくり部 まちづくり推進課　まちづくり担当
042-393-5111
(内線3701）

125 東村山市
東村山３･４･10号東村山多摩湖駅線、東村山３･４･29号東村山駅北
線及び東村山３･４･31号東村山野口線

東村山３･４･10号線：
　東村山市野口町一丁目
東村山３･４･29号線：
　東村山市野口町一丁目
東村山３･４･31号線：
　東村山市野口町四丁目

東村山３･４･10号線：
　東村山市野口町四丁目
東村山３･４･29号線：
　東村山市野口町一丁目
東村山３･４･31号線：
　東村山市野口町四丁目

東村山３･４･10号線：L=390m、W=16m
東村山３･４･29号線：45.46㎡
東村山３･４･31号線：L=160m、W=16m

令和元年度 令和８年度 まちづくり部 まちづくり推進課　まちづくり担当
042-393-5111
(内線3701）

126 東村山市 都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第１号線 東村山市本町一丁目 東村山市本町一丁目 L=245m、W=６m 平成25年度 令和６年度 まちづくり部 まちづくり推進課　まちづくり担当
042-393-5111
(内線3701）

127 東村山市 都市高速鉄道西武鉄道新宿線付属街路第３号線 東村山市久米川町四丁目 東村山市久米川町四丁目 L=255m、W=６m～15m 平成25年度 令和６年度 まちづくり部 まちづくり推進課　まちづくり担当
042-393-5111
(内線3701）

128 東村山市 東村山3・4・9号東村山駅武蔵大和駅線 東村山市野口町一丁目 東村山市野口町一丁目 L=59.5m、W=16m 令和３年度 令和８年度 まちづくり部 まちづくり推進課　まちづくり担当
042-393-5111
(内線3701）

129 国分寺市 国分寺３･４･１号小金井国分寺線 国分寺市東元町三丁目 国分寺市東元町三丁目 L=80m、W=16m 令和２年度 令和９年度 建設環境部 建設事業課　事業計画担当
042-325-0111
(内線379）

130 国分寺市 国分寺３･４･12号国分寺駅上水線 国分寺市本町三丁目 国分寺市本多二丁目 L=335m、W=22m 平成28年度 令和８年度 建設環境部 建設事業課　事業計画担当
042-325-0111
(内線379）

131 国立市 国立3・4・8号日野駅国立線 国立市北三丁目 国立市北三丁目 L=196m、W=16m 令和３年度 令和12年度 国立市都市整備部　道路交通課整備係
042-576-2111
（内線352）

132 福生市 福生３･４･７号富士見通り線 福生市大字福生字奈賀
福生市大字福生字武蔵野及び福生市武蔵
野台二丁目

L=350m、W=16ｍ 平成27年度 令和10年度 都市建設部 まちづくり計画課　用地グループ 042-551-1959

133 狛江市 調布３･４･23号稲荷前線 狛江市和泉本町四丁目 狛江市和泉本町四丁目 L=232m、W=16m 平成20年度 令和５年度 都市建設部 まちづくり推進課　都市計画担当
03-3430-1111
(内線2543）

134 狛江市 調布３･４･16号和泉多摩川藤塚線 狛江市岩戸北一丁目 狛江市岩戸北二丁目 L=330m、W=16m 平成26年度 令和８年度 都市建設部 まちづくり推進課　都市計画担当
03-3430-1111
(内線2543）

135 狛江市 調布３･４･16号和泉多摩川藤塚線 狛江市岩戸北四丁目 狛江市岩戸北四丁目 L=463m、W=16m 令和２年度 令和８年度 都市建設部 まちづくり推進課　都市計画担当
03-3430-1111
(内線2543）

136 東大和市 立川３･４･17号桜街道線 東大和市南街五丁目 東大和市桜が丘二丁目 L=572m、W=16m 令和元年度 令和13年度 まちづくり部 都市づくり課　地域整備係
042-563-2111
(内線1261）

137 清瀬市 東村山３･４･17号下清戸線 清瀬市下清戸五丁目 清瀬市下清戸四丁目 L=443m、W=16m 平成29年度 令和５年度 都市整備部 都市計画課 用地係 042-497-2083

138 清瀬市 東村山３･４･26号久米川駅清瀬線 清瀬市旭が丘四丁目 清瀬市下宿三丁目 L=786m、W=16m 令和２年度 令和16年度 都市整備部 都市計画課 用地係 042-497-2083

139 清瀬市 東村山３･４･16号中清戸線 清瀬市中清戸四丁目 清瀬市中清戸四丁目 L=167m、W=16m 令和３年度 令和８年度 都市整備部 都市計画課 用地係 042-497-2083

140 清瀬市 東村山３・４・１６号中清戸線 清瀬市中清戸五丁目 清瀬市中清戸五丁目 L=85m、W=16m 令和４年度 令和８年度 都市整備部都市計画課用地係 042-497-2083

141 東久留米市東村山３･４･21号小平久留米線及び東村山３･４･12号田無久留米線

東村山３･４･21号線：
　東久留米市幸町五丁目
東村山３･４･12号線：
　東久留米市幸町二丁目

東村山３･４･21号線：
　東久留米市小山四丁目
東村山３･４･12号線：
　東久留米市幸町五丁目

東村山３･４･21号線：L=612m、W=16m
東村山３･４･12号線：L= 84m、W=16m

令和元年度 令和８年度 都市建設部 道路計画課　道路交通計画係 042-470-7768

142 東久留米市東村山３･４･21号小平久留米線及び東村山３･４･13号練馬東村山線

東村山３･４･21号線：
　東久留米市小山四丁目
東村山３･４･13号線：
　東久留米市本町二丁目

東村山３･４･21号線：
　東久留米市小山二丁目
東村山３･４･13号線：
　東久留米市小山二丁目

東村山３･４･21号線：L=242m、W=16m
東村山３･４･13号線：L=523m、W=16m

令和２年度 令和11年度 都市建設部 道路計画課　道路交通計画係 042-470-7768

143 武蔵村山市立川3・4・39号武蔵砂川駅榎線 学園一丁目、榎三丁目 学園一丁目、榎三丁目 L=367m、W=12～16m 令和４年度 令和８年度 都市整備部　都市計画課　計画係
042-565-1111
(内線277)

144 多摩市 多摩８･５･５号多摩センター西線 多摩市落合二丁目 多摩市落合一丁目 L=368m、W=15m 平成31年度 令和５年度 都市整備部 道路交通課　整備保全担当 042-338-6859

145 西東京市 西東京３･４･24号田無駅南口線交通広場 西東京市田無町四丁目 西東京市南町五丁目 交通広場A=3,312㎡ 平成29年度 令和９年度 都市基盤部 道路課 道路工事係 042-438-4054

146 西東京市 西東京３･４･11号練馬東村山線 西東京市住吉町六丁目 西東京市泉町五丁目 L=810m、W=16m 令和元年度 令和８年度 都市基盤部 道路課 道路工事係 042-438-4054

147 瑞穂町 福生３･５･24号御伊勢山通り線 瑞穂町大字武蔵 瑞穂町大字武蔵 L=1,035m、W=12m 平成16年度 令和５年度 都市整備部 建設課 土木係 042-557-7648

148
首都高速
道路株式

会社

都市高速道路第７号線（小松川ジャンクション）、都市高速道路第７号
線附属街路第３号線及び都市高速道路第７号線附属街路第４号線

都市高速道路第７号線：
　江東区東小松川一丁目
第７号線附属街路第３号線：
　江東区東小松川一丁目
第７号線附属街路第４号線：
　江東区東小松川二丁目

都市高速道路第７号線：江戸川区松島一丁
目
第７号線附属街路第３号線：
　江東区西小松川町
第７号線附属街路第４号線：
　江東区西小松川町

都市高速道路第７号線：L=970m、
　W=7.2m（連結路）、6.0m（出入口）
第７号線附属街路第３号線：L=360m、W=8.5m
第７号線附属街路第４号線：L=380m、W=8.5m

平成22年度 令和５年度 首都高速道路株式会社　更新･建設局 事業管理課 03-6803-3699

149
首都高速
道路株式

会社

都市高速道路第１号線及び都市高速道路湾岸線（東品川桟橋･鮫洲
埋立部）

都市高速道路第１号線：
　品川区東大井四丁目
都市高速道路湾岸線：
　品川区東大井四丁目

都市高速道路第１号線：
　品川区東品川二丁目
都市高速道路湾岸線：
　品川区東品川四丁目

都市高速道路第１号線：L=1,872m、W=18.2m
都市高速道路湾岸線：L=465m、W=7.2m

平成26年度 令和８年度 首都高速道路株式会社　更新･建設局 事業管理課 03-6803-3699

150

国土交通
大臣 、東
日本高速
道路株式
会社、中
日本高速
道路株式

会社

都市高速道路外郭環状線（※東京都は東日本高速道路株式会社及
び中日本高速道路株式会社のみ認可）

世田谷区宇奈根三丁目 練馬区大泉町四丁目 L=16,200m、W=40～98m 平成25年度 令和12年度

①東日本高速道路株式会社
　関東支社 東京外環工事事務所
②中日本高速道路株式会社
　東京支社 東京工事事務所
③国土交通省関東地方整備局
　東京外かく環状国道事務所

①0120-861-305
②0120-016-285
③0120-34-1491

151
首都高速
道路株式

会社
都市高速道路第１号線（高速大師橋） 大田区羽田二丁目 大田区羽田三丁目 L=60m、W=18.2m 平成28年度 令和５年度 首都高速道路株式会社　更新･建設局 事業管理課 03-6803-3699

152
首都高速
道路株式

会社
都市高速道路第３号線（池尻･三軒茶屋出入口付近） 世田谷区太子堂二丁目 目黒区大橋二丁目 L=1,490m、W=18.2～29.6m 平成28年度 令和９年度 首都高速道路株式会社　更新･建設局 事業管理課 03-6803-3699

153
首都高速
道路株式

会社

都市高速道路第４号線及び都市高速道路第４号線分岐線（神田橋
ジャンクション～江戸橋ジャンクション）

都市高速道路第４号線：
　千代田区内神田二丁目
第４号線分岐線：千代田区大手町二丁目

都市高速道路第４号線：
　中央区八重洲一丁目
第４号線分岐線：中央区日本橋小網町

都市高速道路第４号線：L=710m、W=16.5m
第４号線分岐線：L=1,180m、W=30.6m

令和２年度 令和22年度 首都高速道路株式会社　更新･建設局　日本橋プロジェクト調整課 03-6803-3719


