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第三次事業化計画の優先整備路線の着手実績 

 

 

 区部における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）（平成 16年 3月公表）、多摩地

域における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画）（平成 18 年 4 月公表）では、区部

約 133km、多摩地域約 135kmの優先整備路線を選定いたしました。そのうち、平成 28年 3月

末時点で区部約 69km、多摩地域約 63km に着手しており、着手率は区部約 52％、多摩地域約

47％となっています。 

なお、個々の路線で事情が異なりますが、未着手となった主な理由としては、都県境や鉄

道交差など関係者間の調整が必要なこと、まちづくりなど関連事業の遅れにより着手できな

かったこと等が挙げられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 区部における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画） 

計画期間：平成 16年度から 27年度まで 

※２ 多摩地域における都市計画道路の整備方針（第三次事業化計画） 

計画期間：平成 18年度から 27年度まで 

※  表中の計数については、端数処理をしている 

※  「事業着手」とは、 

    街路事業：都市計画法第 59条による認可 

道路事業：道路法第 18条による道路の区域の決定 

土地区画整理事業：土地区画整理法による認可 

市街地再開発事業：都市再開発法による認可 

 

 

区分 計画（km） 着手（km） 着手率（％） 

区   部 ※ １ 133 69 52 

 
 

都 施 行 77 48 63 

区 施 行 57 21 37 

多 摩 地 域 ※ ２ 135 63 47 

 
 

都 施 行 85 50 59 

市 町 施 行 47 11 24 

そ の 他 施 行  2  1 43 

全 体 268 132 49 

 都 施 行 162  98 60 

区 市 町 施 行 104  32 31 

そ の 他 施 行   2   1 43 

優先整備路線の着手率 
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● 着手された優先整備路線 （平成 28年 3月末時点） 
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● 都施行路線一覧       

 ※一部区間の整備に着手したものを含む 

No 路線名 区  間（箇所） 所在区 

都-1 放射 2号線 西五反田七～荏原二丁目（補助 151～補助 26） 品川 

都-2 放射 3号線 玉堤二丁目～都県境（多摩川橋梁） 世田谷 

都-3 放射 5号線 上高井戸二～久我山三丁目（補助 219～三鷹市境） 杉並 

都-7 放射 7号線 大泉学園町二～西大泉五丁目（補助 135～西東京市境） 練馬 

都-8 放射 8号線 湯島天神下交差点（補助 94交差点） 文京 

都-14 放射 23号線 世）大原二丁目～杉）和泉二丁目（環状７～概成） 世田谷・杉並 

都-15 放射 25号線 新小川町～新宿七丁目（放射 7～放射 6） 新宿 

都-16 放射 32号線 東陽三～四丁目（放射 16～江東区役所） 江東 

都-17 放射 32号線 押上三～京島三丁目（補助 103付近～環状 4） 墨田 

都-18 放射 35号線 北町三～豊玉中二丁目（放射 8～環状 7） 練馬 

都-19 放射 36号線 練）平和台三丁目～板）小茂根四丁目（放射 35～環状 7） 板橋,練馬 

都-20 環状 2号線 江東）豊洲六丁目～中央）晴海五丁目（晴海運河橋梁部） 中央,江東 

都-21 環状 2号線 中央）銀座八丁目～江東）豊洲六丁目（放射 18～晴海） 中央,江東 

都-25 環状 3号線 原町一丁目～弁天町（放射 25～補助 74） 新宿 

都-27 環状 4号線 富久町～余丁町（放射 24～放射 6） 新宿 

都-30 環状 4号線 本駒込六丁目付近（放射 9付近～放射 10） 文京 

都-32 環状 4号線 荒川一～東日暮里一丁目（補助 90～常磐線） 荒川 

都-34 環状 4号線 東向島交差点（放射 13付近～放射 13支 1付近） 墨田 

都-36 環状 5の 1号線 神宮前六～二丁目（補助 164付近～補助 24） 渋谷 

都-37 環状 5の 1号線 渋）千駄ヶ谷五丁目～新）内藤町（新宿御苑） 新宿,渋谷 

都-38 環状 5の 1号線 新）大久保二丁目～豊）高田二丁目（補助 71付近～補助 76） 新宿,豊島 

都-41 補助 11号線 白金一丁目交差点（放射 1付近） 港 

都-42 補助 26号線 荏原四～小山三丁目（放射 2～東急目黒線） 品川 

都-43 補助 26号線 中央町一～二丁目（放射 3～補助 49） 目黒 

都-44 補助 26号線 世）三宿二丁目～渋）大山町（放射 4付近～放射 23） 世田谷,渋谷,目黒 

都-45 補助 26号線 杉山公園交差点（放射 6交差点） 中野 

都-46 補助 26号線 中野五差路（補助 71交差点） 中野 

都-47 補助 26号線 中野）江古田一丁目～新）西落合四丁目（補助 76～放射 7付近） 中野,新宿 

都-48 補助 26号線 南長崎六～長崎五丁目（補助 229～補助 172） 豊島 

都-49 補助 26号線 千早四～要町三丁目（千早～放射 36） 豊島 

都-50 補助 26号線 大山町付近（放射 8～東武東上線） 板橋 

都-51 補助 27号線 大森西二～四丁目（環状 7付近～内川） 大田 

 区部における優先整備路線の着手路線一覧 （平成 27年 3月末時点） 



着手実績-4 

 

No 路線名 区  間（箇所） 所在区 

都-54 補助 46号線 目黒本町五丁目付近（補助 26～補助 30） 目黒 

都-55 補助 52号線 若林五～宮坂一丁目（環状 7～補助 128） 世田谷 

都-57 補助 74号線 中野四～野方一丁目（補助 26～環状 7） 中野 

都-58 補助 81号線 南池袋二～東池袋五丁目（環状 5の 1～放射 8） 豊島 

都-59 補助 86号線 赤羽西五～一丁目（補助 85～補助 73） 北 

都-60 補助 86号線 赤羽南一丁目付近（補助 89～補助 246） 北 

都-61 補助 90号線 北）堀船三丁目～荒）西尾久七丁目（環状 5の 2～荒川遊園） 北・荒川 

都-62 補助 90号線 町屋一～荒川一丁目（補助 100～環状 4） 荒川 

都-63 補助 92号線 北）中里三丁目～荒）西日暮里四丁目（山手線付近～環状 4） 北,荒川 

都-65 補助 120号線 墨田五～八広五丁目（補助 119～京成線） 墨田 

都-66 補助 128号線 宮坂一～赤堤二丁目（補助 52付近～補助 54） 世田谷 

都-67 補助 133号線 中野）白鷺二丁目～練）中村北三丁目（杉並区境～補助 229） 中野,練馬 

都-68 補助 138号線 中央本町一～二丁目（放射 12～補助 256） 足立 

都-69 補助 138号線 青井三丁目～綾瀬四丁目（補助 140付近） 足立 

都-72 補助 144号線 東砂六丁目付近（補助 111～放射 29） 江東 

都-73 補助 172号線 練馬二～早宮三丁目（放射 35～早宮） 練馬 

都-77 補助 261号線 神明二～六木四丁目（補助 109付近～補助 274） 足立 

都-78 放射 17号線 大森東四～北糀谷一丁目（補助 34付近～補助 36） 大田 

都-79 環状 1号線 九段南一丁目付近（補助 166～放射 15） 千代田 

都-80 環状 2号線支 1 晴海三丁目（晴海地区） 中央 

都-81 補助 4号線 赤坂八～六本木四丁目（環状 3～放射 22付近） 港 

都-82 補助 71号線 北新宿一丁目交差点（補助 73交差点） 新宿 

都-83 補助 71号線 中野五差路（補助 26交差点） 中野 

都-85 補助 83号線 中十条一～三丁目（補助 85～環状 7） 北 

都-87 補助 85号線 赤羽台三丁目付近（補助 73付近～補助 157） 北 

都-88 補助 97号線 丸の内二丁目付近（東京駅付近 6,300㎡） 千代田 

都-89 補助 98号線 丸の内一丁目付近（東京駅付近 5,900㎡） 千代田 

都-91 補助 142号線 八蔵橋交差点（補助 140交差点） 江戸川 

都-92 補助 142号線 中央四～三丁目（補助 284～菅原橋交差点） 江戸川 

都-93 補助 142号線 南小岩七～三丁目（補助 285付近～補助 143付近） 江戸川 

都-96 補助 204号線 舟渡交差点（放射 9交差点） 板橋 

都-97 補助 230号線 大泉学園町七～大泉町二丁目（補助 135～土支田） 練馬 

都-98 補助 230号線 土支田三～高松六丁目（土支田～補助 134） 練馬 

都-99 補助 233号線 大泉学園町四～八丁目（補助 230～都道） 練馬 

都-100 補助 277号線 東金町二～東水元二丁目（補助 138付近～補助 276） 葛飾 
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● 区施行路線一覧 

※一部区間の整備に着手したものを含む 

No 路線名 区  間（箇所） 所在区 

都-101 補助 314号線 晴海五丁目付近（晴海地区） 中央 

都-102 補助 315号線 豊洲六丁目～有明一丁目 江東 

都-103 練馬区画街路 7号線 石神井町七～三丁目（補助 232付近） 練馬 

No 路線名 区  間（箇所） 所在区 

区-2 放射 4号線 玉川二丁目（補助 125～補助 329） 世田谷 

区-4 補助 54号線 北沢二丁目（茶沢通り～商業地のサークル） 世田谷 

区-7 補助 216号線 大蔵三～五丁目（補助 51～東名付近） 世田谷 

区-9 補助 217号線 成城二～三丁目（補助 51付近） 世田谷 

区-14 補助 87号線 稲荷台～加賀二丁目（補助 84～北区境） 板橋 

区-17 補助 132号線 石神井町五～二丁目（石神井公園付近～西武池袋線） 練馬 

区-18 補助 138号線 関原三～梅田六丁目（補助 100～旧日光街道,梅田六丁目) 足立 

区-21 補助 264号線 細田三～一丁目（新金線～補助 276） 葛飾 

区-23 補助 276号線 高砂六～細田三丁目（補助 279 付近～高砂七丁目、補助 264～補助 280 付近）  葛飾 

区-25 補助 261号線 西水元五～南水元一丁目（西水元五丁目付近～補助 138） 葛飾 

区-27 補助 264号線 北小岩二～四丁目（補助 143～補助 283付近） 江戸川 

区-28 補助 284・288号線 中央三～大杉五丁目（補助 142～環状 7） 江戸川 

区-29 補助 288号線 西篠崎一～上篠崎三丁目（補助 143～補助 286付近） 江戸川 

区-30 補助 7号線 三田二～一丁目（放射 21～オーストラリア大使館） 港 

区-32 補助 7号線 南麻布一～元麻布一丁目（放射 1～韓国大使館） 港 

区-35 北区画街路 3号線 赤羽西一～四丁目（補助 157～補助 86） 北 

区-39 補助 331号線 南千住七～四丁目（補助 108～補助 322） 荒川 

区-43 補助 163号線 西品川三～広町二丁目（百反通り交差点～補助 26） 品川 

区-44 補助 163 号線(交通広場)  大崎駅西口（大崎二丁目） 品川 

区-46 補助 43号線 仲池上一～二丁目（補助 44～放射１） 大田 

区-50 補助 154号線 松原二～五丁目（京王線～補助 54） 世田谷 

区-51 補助 154号線 世田谷四丁目（補助 51付近） 世田谷 

区-52 世田谷区画街路 8号線 赤堤一～経堂一丁目（経堂駅駅前広場および駅前広場導入路） 世田谷 

区-53 世田谷区画街路 10号線 下北沢駅駅前広場および駅前広場導入路 世田谷 

区-54 世田谷区画街路 11号線 成城駅駅前広場および駅前広場導入路 世田谷 

区-55 世田谷区画街路 12号線 成城駅駅前広場導入路 世田谷 

区-56 補助 125号線 玉川一～上野毛二丁目（補助 329～区街 6） 世田谷 
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No 路線名 区  間（箇所） 所在区 

区-57 世田谷区画街路 6号線 玉川一～上野毛二丁目（補助 329～補助 125） 世田谷 

区-58 世田谷区画街路 7号線 上野毛三～二丁目（環状 8～区街 6） 世田谷 

区-59 補助 49号線 玉川一丁目（補助 125～補助 329） 世田谷 

区-60 補助 125号線 玉川二～一丁目（放射 4～補助 329） 世田谷 

区-61 補助 329号線 玉川一～二丁目（起点～終点） 世田谷 

区-62 補助 49号線 上野毛三～瀬田一丁目（環状 8～丸子川） 世田谷 

区-65 東中野駅広場１ 東中野駅前 中野 

区-66 中野区画街路 1号線 中野四丁目地内 中野 

区-67 中野区画街路 2号線 中野四丁目地内 中野 

区-69 補助 175号線 東池袋四～三丁目（補助 176～補助 177） 豊島 

区-70 補助 175号線 東池袋四丁目付近（放射 26付近～補助 176） 豊島 

区-71 補助 176号線 東池袋四丁目付近（補助 81付近） 豊島 

区-75 補助 230号線 土支田二、三丁目地内（区施行土地区画整理事業予定区域） 練馬 

区-76 補助 232号線 石神井町三丁目付近（補助 132～区街 7） 練馬 

区-79 補助 326号線 京島一丁目付近（放射 13支 1～京成押上線） 墨田 

区-80 補助 326号線 京成曳舟駅前東第 1,2地区及び駅前広場 墨田 

区-81 補助 326号線 京成曳舟駅前東第 3地区 墨田 

区-82 補助 326号線 京成曳舟駅前東第 1地区～放射 32 墨田 

区-84 補助 115号線 亀戸一～大島二丁目（亀戸一丁目～放射 31） 江東 

区-89 補助 258号線 六町一～加平二丁目（綾瀬川架橋） 足立 

区-92 補助 284号線 奥戸一～東新小岩四丁目（補助 281～放射 14） 葛飾 

区-93 葛飾特殊街路 1号線 東新小岩一～西新小岩一丁目（補助 330 交通広場～新小岩駅北口） 葛飾 

区-94 補助 279号線 高砂七～柴又一丁目（補助 276～補助 143付近） 葛飾 

区-97 葛飾区画街路 5号線 金町六丁目付近（補助 327交通広場～放射 13） 葛飾 

区-102 補助 286号線 中央一～二丁目（補助 140～補助 284） 江戸川 

区-103 補助 288・290号線 一之江七～六丁目（補助 287～一之江西部区画整理境） 江戸川 

区-104 補助 289号線 春江町五～東葛西三丁目（補助 290～放射 29） 江戸川 
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● 都施行路線一覧 

※一部区間の整備に着手したものを含む 

No 路線名 区  間（箇所） 所在市町 

都-1 八王子 3･3･10号線 八王子 3･4･50号線～八王子 3･6･18号線 八王子 

都-2 八王子 3･4･28号線 八王子 3･4･36号線～八王子 3･3･41号線 八王子 

都-3 八王子 3･5･53号線 八王子 3･4･61号線～八王子 3･4･63号線南側付近 八王子 

都-7 立川 3･2･4号線 立川 3･3･30号線～瑞穂町境 東大和,武蔵村山 

都-8 立川 3･2･38号線 昭島市境～立川 3･2･16号線 立川 

都-15 立川 3･4･25号線外 立川 3･4･15号線北側付近～小平市 3･3･3号線北側 立川,小平 

都-16 武蔵野 3･4･24号線 三鷹 3･4･7号線～武蔵野 3･4･2号線南側付近 武蔵野 

都-17 三鷹 3･3･11号線 三鷹 3･4･12号線～調布市境 三鷹 

都-18 三鷹 3･4･3号線 三鷹 3･4･12号線～区部境 三鷹 

都-19 三鷹 3･4･7号線 区部境～三鷹 3･5･15号線 三鷹 

都-20 三鷹 3･4･12号線 武蔵野市境～三鷹 3･4･14号線 三鷹,調布 

都-21 青梅 3･4･1号線 青梅 3･5･28号線西側付近～都道 238号線東側付近 青梅 

都-22 青梅 3･4･1号線 青梅 3･4･25号線西側付近～青梅 3･5･28号線東側付近 青梅 

都-23 青梅 3･4･25号線 青梅 3･4･1号線～長淵第二配水所付近 青梅 

都-24 府中 3･2･2の 2号線外 府中 3･3･8号線～国立 3･4･1号線 府中,国立 

都-26 府中 3･4･5号線外 府中 3･2･2の 2号線～国立 3･5･9号線西側付近 府中,国立 

都-27 昭島 3･2･3号線 昭島 3･2･11号線東側～昭島 3･4･9号線 昭島 

都-28 昭島 3･2･11号線 昭島 3･4･2号線～立川市境 昭島 

都-30 調布 3･4･7号線 調布 3･4･10号線～京王線 調布 

都-31 調布 3･4･11号線 調布 3･4･26号線～調布 3･2･6号線 調布 
都-32 調布 3･4･17号線 調布 3･4･1号線～三鷹市境 調布 

都-33 調布 3･4･18号線 調布 3･4･1号線～調布市深大寺南町三丁目 調布 

都-34 町田 3･3･8号線 町田 3･4･13号線～町田 3･4･18号線南側付近 町田 

都-35 町田 3･3･36号線 町田 3･4･32号線～町田 3･4･38号線 町田 

都-36 町田 3･3･36号線 町田 3･4･29号線～町田 3･2･1号線 町田 

都-37 町田 3･3･36号線 町田 3･4･49号線～町田 3･3･10号線 町田 

都-39 町田 3･4･18号線 町田 3･4･33号線～都道 156号線東側付近 町田 

都-40 町田 3･4･40号線 町田 3･4･20号線～町田 3･4･20号線北側 町田 

都-41 小金井 3･4･11号線 JR中央線～小金井 3･5･5号線 小金井 

都-42 小平 3･3･8号線 国分寺市境～主地 5号線 小平 

都-43 日野 3･4･3号線 京王百草園駅付近～日野 3･4･8号線 日野 

都-44 日野 3･4･3号線 日野 3･4･11号線～日野 3･4･14号線 日野 

 多摩地域における優先整備路線の着手路線一覧 （平成 28年 3月末時点） 
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● 市町施行路線一覧 

※一部区間の整備に着手したものを含む 

No 路線名 区  間（箇所） 所在市町 

都-45 東村山 3･3･8 号線外  東村山 3･4･4号線～所沢市境 東村山 

都-46 東村山 3･4･11号線 東村山 3･4･22号線～主地 4号線 東村山 

都-48 東村山 3･4･15 号線の 2 新座市境～所沢市境 清瀬 

都-50 国分寺 3･3･8号線 国分寺 3･4･3号線～小平市境 府中,国分寺 

都-54 福生 3･3･30号線 福生 3･4･2号線～福生 3･4･7号線 福生 

都-55 福生 3･4･2号線 福生 3･3･30号線～福生 3･4･5号線 福生 

都-57 福生 3･4･4号線 武蔵村山市境～福生 3･5･24号線西側 瑞穂 

都-58 福生 3･4･10号線 福生 3･4･4号線～福生 3･5･17号線 瑞穂 

都-59 福生 3･4･12号線外 あきる野市上折立～主地 29号線 あきる野,羽村 

都-60 福生 3･5･17号線 福生 3･4･10号線～福生 3･4･30号線 瑞穂 

都-61 多摩 3･3･8号線外 多摩市関戸～府中市住吉町二丁目 府中,多摩 

都-62 多摩 3･4･15号線 多摩 3･4･32号線～川崎市境 稲城 

都-63 多摩 3･4･17号線 稲城市坂浜～多摩 3･4･15号線 稲城 

都-64 秋多 3･4･6号線外 永田橋～秋多 3･3･9号線東側付近 福生,あきる野 

都-65 秋多 3･4･16号線 秋多 7･5･1号線～秋多 3･5･15号線 あきる野 

都-66 西東京 3･4･9号線 西東京 3･2･6号線～東久留米市境 西東京 

№ 路 線 名 区  間（箇所） 所在市町 

市町-1 八王子3･3･74号線 主地 46号線～主地 61号線 八王子 

市町-2 八王子3･3･74号線 八王子 3･3･10号線～八王子 3･5･47号線 八王子 

市町-3 八王子3･4･25号線 八王子 3･5･44号線～八王子 3･5･49号線 八王子 

市町-4 八王子3･4･40号線 八王子 3･4･28号線～都道 169号線 八王子 

市町-5 八王子3･4･54号線 八王子 3･3･10号線～八王子 3･5･47号線 八王子 

市町-16 武蔵野 3･6･1号線 三鷹 3･2･6号線～主地 12号線 武蔵野 

市町-21 青梅 3･5･24号線 青梅 3･5･7号線～青梅 3･4･4号線 青梅 

市町-22 青梅 3･5･26号線 青梅 3･5･11号線北側～青梅 3･4･32号線 青梅 

市町-24 府中 3･4･16号線 府中 3･2･2の 1号線～府中 3･4･11号線 府中 

市町-25 昭島 3･4･1号線 昭島 3･4･16号線～昭島 3･4･17号線 昭島 

市町-27 昭島 3･4･2号線 昭島市松原町四丁目～昭島 3･1･10号線 昭島,福生 

市町-32 調布 3･4･16号線 狛江市岩戸北二丁目～調布 3･4･2号線 狛江 

市町-34 調布 3･4･23号線 狛江市和泉本町四丁目～狛江市和泉本町四丁目 狛江 

市町-36 調布 3･4･28号線 調布 3･4･10号線～調布 3･4･1号線 調布 

市町-39 調布 3･4･32号線 西調布駅～都道 229号線 調布 
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● その他施行路線一覧 

※その他施行とは、組合施行による土地区画整理事業等のものをいう 

 

№ 路 線 名 区  間（箇所） 所在市町 

市町-40 調布 3･4･33号線 飛田給駅～調布 3･4･10号線 調布 

市町-44 町田 3･4･34号線 町田 3･3･36号線～町田 3･4･37号線 町田 

市町-45 町田 3･4･37号線 町田 3･4･29号線～町田 3･2･1号線 町田 

市町-48 町田 3･4･49号線 八王子市境～相模原市境 町田 

市町-49 小金井 3･4･8号線 小金井市東町三丁目～小金井 3･5･5号線 小金井 

市町-50 小平 3･4･10号線 小平 3･4･21号線～小平市小川西町五丁目 小平 

市町-52 小平 3･4･21号線 小平 3･4･10号線～小平市小川西町四丁目 小平 

市町-53 小平 3･4･23号線 立川市境～主地 16号線 小平 

市町-54 日野 3･4･17号線 日野市栄町一丁目～都道 169号線 日野 

市町-55 日野 3･4･22号線 日野 3･4･5号線～中央自動車道北詰 日野 

市町-56 日野 3･4･24号線 JR中央線～日野市旭が丘四丁目 日野 

市町-58 東村山 3･4･9号線 東村山駅～東村山 3･4･31号線 東村山 

市町-64 東村山3･4･20号線 東久留米市神宝町一丁目～新座市境 東久留米 

市町-67 東村山3･4･27号線 東村山 3･4･5号線～主地 4号線 東村山 

市町-69 東村山3･4･29号線 東村山駅～東村山 3･4･10号線 東村山 

市町-72 国分寺 3･4･5号線 国分寺市本町三丁目～国分寺 3･4･12号線 国分寺 

市町-74 国分寺3･4･12号線 国分寺駅～国分寺 3･4･6号線 国分寺 

市町-76 国立 3･4･10号線 国立 3･4･6号線～国分寺 3･4･7号線 国立 

市町-80 福生 3･4･7号線 福生 3･4･10号線～福生 3･4･31号線 福生 

市町-88 西東京3･4･21号線 西東京 3･4･13号線～ひばりヶ丘駅 西東京 

市町-90 西東京3･5･10号線 西東京 3･4･20号線～西東京 3･4･25号線 西東京 

No 路線名 区  間（箇所） 所在市町 

その他-2 福生 3･4･21号線 福生 3･4･26号線～瑞穂町箱根ヶ崎字武蔵野 瑞穂 

その他-3 福生 3･4･26号線 瑞穂町二本木字西樽口～入間市境 瑞穂 

その他-4 多摩 3･4･17号線 稲城市坂浜～稲城市平尾 稲城 


