
1 都道402号　錦町有楽町線 千代田区 鎌倉橋 道路施設の修繕 一建

2 都道　二五五号線 千代田区 永田町2-11地先 防護柵の設置 一建

3 都道463号　上野月島線　清澄通り 中央区 初見橋交差点 防護柵の設置 一建

4 都道409号　日比谷芝浦線 港区 芝公園グランド前交差点 防護柵の設置 一建

5 都道420号　鮫洲大山線 目黒区 鷹番2-13地先 路面標示、外側線の引き直し 二建

6 都道312号　白金台町等々力線　目黒通り 目黒区 目黒3-9地先 巡回、放置自転車撤去等 二建

7 都道312号　白金台町等々力線　目黒通り 目黒区 自由が丘2-23地先 路面標示等の引き直し 二建

8 都道317号　環状六号線　山手通り 目黒区 上目黒1-26地先 構造物の移設・撤去による歩行空間確保 二建

9 都道317号　環状六号線　山手通り 目黒区 中目黒1-10地先 防護柵の設置 二建

10 都道317号　環状六号線　山手通り 目黒区 上目黒2-9地先 歩車道境界ブロックの取替え 二建

11 都道420号　鮫洲大山線 目黒区 五本木2-41地先 防護柵の設置 二建

12 都道420号　鮫洲大山線 目黒区 目黒本町2-1地先 植栽の剪定 二建

13 都道420号　鮫洲大山線 目黒区 目黒本町3-17地先 車止めの設置 二建

14 都道318号　環状七号線　環七通り 目黒区 柿の木坂3-3地先 注意喚起看板の設置 二建

15 都道318号　環状七号線　環七通り 目黒区 柿の木坂3-1地先 車止めの設置 二建

16 都道420号　鮫洲大山線 目黒区 目黒本町1-9地先 注意喚起看板の設置 二建

17 都道2号　東京丸子横浜線　中原街道 大田区 南千束1-32地先 防護柵の設置 二建

18 都道11号　大田調布線：多摩堤通り 大田区 田園調布本町26地先 路面標示等の設置 二建

19 都道3号　世田谷町田線　世田谷通り 世田谷区 若林4-27地先 車止めの設置 二建

20 都道317号　環状六号線　山手通り 渋谷区 代々木5-14地先 路面標示等の設置 二建

21 都道413号　赤坂杉並線　井の頭通り 渋谷区 上原1-21地先 車止めの設置 二建

22 都道414号　四谷角筈線 渋谷区 千駄ヶ谷4-32地先 防護柵の設置 二建

23 都道416号　古川橋二子玉川線　明治通り 渋谷区 広尾5-19地先 車止めの設置 二建

24 都道420号　鮫洲大山線 渋谷区 幡ヶ谷2-31地先 注意喚起看板の設置 二建

25 都道25号　飯田橋石神井新座線　大久保通り 新宿区 新小川町3地先 防護柵の設置 三建

26 都道25号　飯田橋石神井新座線　早稲田通り 新宿区
天神町地内
矢来町地内

道路施設の修繕 三建

未就学児が日常的に集団で移動する経路等の交通安全対策（都道）
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27 都道25号　飯田橋石神井新座線　早稲田通り 新宿区 東榎町地内 交差点改良 三建

28 都道25号　飯田橋石神井新座線 新宿区 大久保3-8地先 防護柵の設置 三建

29 都道319号　環状三号線　外苑東通り 新宿区
信濃町地内

民音音楽博物館前交差点
車道分離標の設置 三建

30 都道416号　古川橋二子玉川線他　明治通り 新宿区 高田馬場2-4地先 防護柵の設置 三建

31 都道302号　新宿両国線 新宿区
新宿6-20地先
抜弁天交差点

防護柵の設置 三建

32 都道　新宿副都心五号線 新宿区 西新宿６-５地先 防護柵の設置 三建

33 都道　新宿副都心十三号線 新宿区 西新宿６丁目付近 植栽の剪定 三建

34 都道　新宿副都心十三号線 新宿区 西新宿5-8地先 路面標示等の設置 三建

35 都道　新宿副都心十三号線 新宿区 西新宿6-16地先 防護柵の設置 三建

36 都道414号　四谷角筈線　方南通り 中野区
南台3-26地先
弥生町5-6地先

車止めの設置 三建

37 都道440号　落合井草線他　新青梅街道 中野区 野方4-41地先 防護柵の設置 三建

38 都道8号　千代田練馬田無線 豊島区 南長崎5丁目歩道橋 路面標示等の設置 四建

39 都道420号　鮫洲大山線 豊島区 長崎5-31地先 構造物の移設・撤去による歩行空間確保 四建

40 都道441号　池袋谷原線 豊島区 西池袋3丁目地内 道路施設の修繕 四建

41 都道445号　常盤台赤羽線 板橋区
見次公園前交差点から

前野公園入口交差点まで
歩道の設置・拡幅 四建

42 都道446号　長後赤塚線 板橋区 高島平2-22地先 防護柵の設置 四建

43 都道446号　長後赤塚線 板橋区 高島平前谷津川歩道橋 道路施設の修繕 四建

44 都道446号　長後赤塚線 板橋区 高島平警察前交差点 車止めの設置 四建

45 都道446号　長後赤塚線 板橋区 蓮根駅前交差点 自転車通行空間の整備 四建

46 都道446号　長後赤塚線 板橋区 六道の辻交差点 防護柵の設置 四建

47 都道446号　長後赤塚線 板橋区 赤塚小前交差点 防護柵の設置 四建

48 都道447号　赤羽西台線 板橋区 中央城北職能センター付近 防護柵の設置 四建

49 都道8号　千代田練馬田無線 練馬区 練馬郵便局前 車止めの設置 四建

50 都道311号　環状八号線　環八通り 練馬区 練馬高野台駅入口 防護柵の設置 四建

51 都道311号　環状八号線　環八通り 練馬区 練馬区内 車止めの設置 四建

52 都道306号　王子千住夢の島線 墨田区 東向島6丁目地内 防護柵の設置 五建

53 都道319号　環状三号線 墨田区 石原4丁目地内 防護柵の設置 五建

54 都道319号　環状三号線 墨田区 石原4-37地先 道路施設の修繕 五建
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55 都道449号　新荒川堤防線 墨田区 八広6丁目地内 防護柵の設置 五建

56 都道449号　新荒川堤防線 墨田区 八広6-54地先 車止めの設置 五建

57 都道449号　新荒川堤防線 墨田区 墨田4丁目地内 路面標示等の引き直し 五建

58 都道10号　東京浦安線 江東区 新砂3丁目地内 自転車通行空間の整備 五建

59 都道10号　東京浦安線 江東区 富岡1-1地先 防護柵の設置 五建

60 都道10号　東京浦安線 江東区 富岡1-10地先
防護柵の設置
車止めの設置

五建

61 都道10号　東京浦安線 江東区
南砂２丁目地内

南砂二丁目歩道橋
道路施設の修繕 五建

62 都道10号　東京浦安線 江東区 東陽３丁目地内 自転車通行空間の整備 五建

63 都道304号　日比谷豊洲埠頭東雲町線 江東区 東雲１丁目地内 道路施設の修繕 五建

64 都道306号　王子千住夢の島線 江東区 亀戸３丁目地内 路面標示等の引き直し 五建

65 都道319号　環状三号線 江東区
白河１丁目地内

現代美術館前交差点
車止めの設置 五建

66 都道465号　深川吾嬬町線 江東区 東陽５丁目地内 歩道の設置・拡幅 五建

67 都道465号　深川吾嬬町線 江東区
猿江２丁目地内

江東西税務署入口交差点
車止めの設置 五建

68 都道475号　永代葛西橋線 江東区
東砂7丁目地内

葛西橋西詰交差点
防護柵の設置
車止めの設置

五建

69 都道475号　永代葛西橋線 江東区
南砂２丁目地内
四砂小北歩道橋

道路施設の修繕 五建

70 都道476号　南砂町吾嬬町線 江東区 南砂3丁目地内
防護柵の設置
車止めの設置

五建

71 都道476号　南砂町吾嬬町線 江東区 亀戸８丁目地内 道路施設の修繕 五建

72 都道477号　亀戸葛西橋線 江東区 大島８丁目地内 防護柵の設置 五建

73 都道477号　亀戸葛西橋線 江東区 東砂２丁目地内 防護柵の設置 五建

74 都道60号　市川四ツ木線 葛飾区
立石１丁目地内

本田小学校前交差点
車止めの設置 五建

75 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区 高砂８丁目地内 路面標示等の設置 五建

76 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区 東水元２-8地先
歩道の設置・拡幅

防護柵の設置
車止めの設置

五建

77 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区 東水元２-1地先 防護柵の設置 五建

78 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区
東水元１丁目地内

岩槻橋交差点
草刈り、除草対策

車止めの設置
五建

79 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区
水元１丁目地内

葛飾清掃工場北交差点
車止めの設置 五建

80 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区
柴又７丁目地内

柴又帝釈天前交差点
防護柵の設置

路面標示等の設置
五建

81 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区 柴又３丁目地内 防護柵の設置 五建

82 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区
東水元２丁目地内

岩槻橋交差点
交差点等のカラー舗装化 五建
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83 都道307号　王子金町江戸川線 葛飾区 東水元３丁目地内 車道分離標の設置 五建

84 都道308号　千住小松川葛西沖線 葛飾区 堀切３丁目地内 防護柵の設置 五建

85 都道308号　千住小松川葛西沖線 葛飾区 東新小岩８丁目地内
車道分離標の設置
路面標示等の設置

五建

86 都道308号　千住小松川葛西沖線 葛飾区
堀切６丁目地内

南綾瀬小学校前交差点
防護柵の設置 五建

87 都道315号　御徒町小岩線 葛飾区 西新小岩１丁目地内 路面標示等の設置 五建

88 都道315号　御徒町小岩線 葛飾区 東新小岩１丁目地内
防護柵の設置

路面標示等の設置
五建

89 都道315号　御徒町小岩線 葛飾区 西新小岩２丁目地内 車止めの設置 五建

90 都道318号　環状七号線　環七通り 葛飾区
奥戸７丁目地内

奥戸七丁目交差点
道路施設の修繕 五建

91 都道318号　環状七号線　環七通り 葛飾区 青戸２丁目地内 道路施設の修繕 五建

92 都道450号　新荒川葛西堤防線 葛飾区 堀切１丁目地内 車止めの設置 五建

93 都道467号　千住新宿町線 葛飾区 亀有１丁目地内 車道分離標の設置 五建

94 都道307号　王子金町江戸川線 江戸川区 南篠崎２丁目地内 防護柵の設置 五建

95 都道307号　王子金町江戸川線 江戸川区
鹿骨２丁目地内

鹿骨中入口交差点
防護柵の設置
車止めの設置

五建

96 都道308号　千住小松川葛西沖線 江戸川区 西葛西１丁目地内 道路施設の修繕 五建

97 都道308号　千住小松川葛西沖線 江戸川区
西葛西１丁目地内
葛西橋東詰交差点

道路施設の修繕 五建

98 都道８号　千代田練馬田無線 文京区 目白坂下 道路施設の修繕 六建

99 都道301号　白山祝田田町線 文京区 白山２丁目地内 路面標示等の引き直し 六建

100 都道301号　白山祝田田町線 文京区 白山下 防護柵の設置 六建

101 都道434号　牛込小石川線 文京区 後楽1-6地先 自転車通行空間の整備 六建

102 都道434号　牛込小石川線 文京区 後楽１丁目地内～春日1丁目地内 自転車通行空間の整備 六建

103 都道436号　小石川西巣鴨線 文京区 白山２-14地先 段差舗装 六建

104 都道437号　秋葉原雑司ヶ谷線 文京区 大塚４丁目地内 車止めの設置 六建

105 都道437号　秋葉原雑司ヶ谷線 文京区 不忍池西 車止めの設置 六建

106 都道452号　神田白山線 文京区 団子坂下 車止めの設置 六建

107 都道453号　本郷亀戸線 文京区 湯島４丁目地内～本郷３丁目地内 改築対応 六建

108 都道455号　本郷赤羽線 北区 赤羽西6-3地先 車止めの設置 六建

109 都道460号　中十条赤羽線 北区 中十条4丁目地内 防護柵の設置 六建

110 都道315号　御徒町小岩線 台東区 蔵前1-3地先 視線誘導標等の設置 六建
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111 都道319号　環状三号線 台東区 上野桜木2-6地先 段差舗装 六建

112 都道319号　環状三号線 台東区 寛永寺橋 道路施設の修繕 六建

113 都道319号　環状三号線 台東区
浅草2-30地先

浅草寺病院北西の交差点
車止めの設置 六建

114 都道319号　環状三号線 台東区 西浅草3丁目交差点 路肩の設置・拡幅 六建

115 都道437号　秋葉原雑司ヶ谷線 台東区 池之端1-4地先 車止めの設置 六建

116 都道462号　蔵前三ノ輪線 台東区 寿2-1地先 植栽の剪定 六建

117
国道411号
都道４５号　奥多摩青梅線

青梅市 畑中1-17地先 道路施設の修繕 西建

118 都道163号　羽村瑞穂線 羽村市 羽村市内 車止めの設置 西建

119 都道7号　杉並あきる野線 あきる野市 たき坂歩道橋 道路施設の修繕 西建

120 都道168号　東秋留停車場線 あきる野市 東秋留駅入口 防護柵の設置 西建

121 国道411号 奥多摩町 日原街道入口交差点 車道分離標の設置 西建

122 都道47号　八王子町田線 町田市 第二わかくさ保育園前 道路施設の修繕 南東建

123 都道47号　八王子町田線 町田市 中央橋付近 路面標示等の設置 南東建

124 都道57号　相模原大蔵町線 町田市 市民センター入口交差点 防護柵の設置 南東建

125 都道9号　川崎府中線 稲城市 大丸地内 車止めの設置 南東建

126 都道9号　川崎府中線 稲城市 矢野口駅入口交差点 車止めの設置 南東建

127 都道19号　町田調布線 稲城市 矢野口地内 路面標示等の引き直し 南東建

128 都道19号　町田調布線 稲城市 矢野口交差点 車道分離標の設置 南東建

129 都道19号　町田調布線 稲城市 矢野口駅東交差点 車道分離標の設置 南東建

130 都道47号　八王子町田線 八王子市 拓殖大学入口北交差点
車止めの設置
防護柵の設置

南西建

131 都道61号　山田宮の前線 八王子市 美山小学校東交差点 車止めの設置 南西建

132 都道160号　下柚木八王子線 八王子市 八王子駅南口交差点 車止めの設置 南西建

133 都道160号　下柚木八王子線 八王子市 八王子駅南口交差点西側 車止めの設置 南西建

134 都道160号　下柚木八王子線 八王子市 税務署入口交差点 車止めの設置 南西建

135 都道506号　八王子城山線 八王子市 南新町交差点 防護柵の設置 南西建

136 都道506号　八王子城山線 八王子市 市民体育館交差点
防護柵の設置
車止めの設置

南西建

137 都道155号　町田平山八王子線 日野市 平山三丁目交差点 防護柵の設置 南西建

138 都道７号　杉並あきる野線 武蔵野市 関前三丁目交差点 交差点改良 北南建
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139 都道12号　調布田無線 武蔵野市 境南町1-21地先 自転車通行空間の整備 北南建

140 都道110号　府中三鷹線 三鷹市 新川6-5地先 路側帯のカラー舗装化 北南建

141 都道14号　新宿国立線 府中市 武蔵台1-9地先 注意喚起看板の設置 北南建

142 都道4号　東京所沢線 西東京市 西原町3-10地先
車止めの設置

歩道の設置・拡幅
北南建

143 都道24号　練馬所沢線 西東京市 北町5-14地先 道路施設の修繕 北南建

144 都道36号　保谷志木線 西東京市 泉町3-5地先 勾配改善 北南建

145 都道132号　小川山田無線 西東京市 田無町6-3地先 路側帯のカラー舗装化 北南建

146 都道253号　保谷狭山自然公園自転車道線 西東京市 新町5-15地先 注意喚起看板の設置 北南建

147 都道7号　杉並あきる野線 立川市 砂川町3-10地先 車道分離標の設置 北北建

148 都道16号　立川所沢線 立川市 錦町1-10地先 対策内容調整中 北北建

149 都道16号　立川所沢線 立川市 曙町2-18地先 対策内容調整中 北北建

150 都道16号　立川所沢線 立川市 曙町2-19地先 対策内容調整中 北北建

151 都道16号　立川所沢線 立川市 栄町3-25地先 植栽の補植 北北建

152 都道16号　立川所沢線 立川市 栄町3-22地先 対策内容調整中 北北建

153 都道29号　立川青梅線 立川市
錦町6-18地先

錦町下水処理場前
対策内容調整中 北北建

154 都道149号　立川日野線 立川市 柴崎町4-8地先 車道分離標の設置 北北建

155 都道153号　立川昭島線 立川市 富士見町1-15地先 車道分離標の設置 北北建

156 都道7号　杉並あきる野線 国分寺市 並木町2-33地先 車道分離標の設置 北北建

157 都道17号　所沢府中線 国分寺市 西元町2-11地先 防護柵の設置 北北建

158 都道145号　立川国分寺線 国分寺市 東元町３-30地先 対策内容調整中 北北建

159 都道222号　国立停車場恋ヶ窪線 国分寺市 富士本1-1地先 路面標示等の引き直し 北北建

160 都道20号　府中相模原線 国立市 泉4-1地先 対策内容調整中 北北建

161 都道20号　府中相模原線 国立市 矢川3-11地先 植栽の補植 北北建

162 都道145号　立川国分寺線 国立市 東2-2地先 対策内容調整中 北北建

163 都道145号　立川国分寺線 国立市 東2-2地先 対策内容調整中 北北建

164 都道145号　立川国分寺線 国立市 東1-19地先 対策内容調整中 北北建

165 都道146号　国立停車場谷保線 国立市 富士見2-14地先 路面標示等の引き直し 北北建

166 都道146号　国立停車場谷保線 国立市 富士見2-14地先 自転車通行空間の整備 北北建
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167 都道146号　国立停車場谷保線 国立市 谷保地内 自転車通行空間の整備 北北建

168 都道256号　八王子国立線 国立市 谷保地下道 対策内容調整中 北北建

169 都道5号　新宿青梅線 東大和市 南街4-3地先 対策内容調整中 北北建

170 都道5号　新宿青梅線 東大和市 東大和市役所入口交差点 対策内容調整中 北北建

171 都道5号　新宿青梅線 東大和市 中央2丁目地内 対策内容調整中 北北建

172 都道43号　立川東大和線 東大和市 桜が丘4-34地先 対策内容調整中 北北建

173 都道43号　立川東大和線 東大和市 桜が丘4-260地先 植栽の剪定 北北建

174 都道128号　東村山東大和線 東大和市 高木1-87地先 対策内容調整中 北北建

175 都道128号　東村山東大和線 東大和市 狭山3丁目地内 対策内容調整中 北北建

176 都道15号　府中清瀬線 清瀬市 松山1-41地先 対策内容調整中 北北建

177 都道24号　練馬所沢線 清瀬市 上清戸1-5地先 対策内容調整中 北北建

178 都道24号　練馬所沢線 清瀬市 元町1-4地先 対策内容調整中 北北建

179 都道24号　練馬所沢線 清瀬市 中里3丁目地内 対策内容調整中 北北建

180 都道208号　大島循環線 大島町 差木地地内 イメージ狭さくの設置 大島支庁

181 都道208号　大島循環線 大島町 差木地地内 車止めの設置 大島支庁

　※対策箇所については完了済のものも含む

　※対策箇所数及び対策内容はR2.3時点のものであり、調整等により変更する場合がある


