
 
 

令和 5年 2月 16日 
東京都道路工事調整協議会 

（東京都建設局、国土交通省関東地方整備局東京国道事務所、 
相武国道事務所、警視庁、道路占用工事企業者等） 

 
 

令和４年度末（３月）は、東京都内の路上工事を抑制します 
 

 

 東京都道路工事調整協議会では、繁忙期である年度末（３月）において、工事による渋滞

を緩和するため、道路やライフラインの新設、補修、更新に伴う路上工事を抑制します。 
 

 抑制対象：２３区内の国道、都道及び首都高速道路で車線規制を伴う工事 
 ：多摩地域の主要幹線道路（別表）で車線規制を伴う工事 
 （交通事故の防止及び公衆災害防止等のための緊急工事などを除く） 

 抑制期間：令和５年３月１日（水）～３１日（金）の１か月間 
 

＜発表記者クラブ＞ 都庁記者クラブ  竹芝記者クラブ  神奈川建設記者会 
          八王子記者クラブ  立川市政記者クラブ  青梅・西多摩記者クラブ 
＜問い合わせ先＞ 
東京都建設局 道路管理部 監察指導課 
電話：０３－５３２０－５２８９（直通） メールアドレス：S0000405(at)section.metro.tokyo.jp 
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 
お手数ですが、(at)を＠に置き換えてご利用ください。 
関東地方整備局 東京国道事務所 
電話：０３－３５１２－９０９０（代表） メールアドレス：ktr-toukoku-press@mlit.go.jp 
・副所長 上田 信也（うえだ しんや）（内線：２０６） 
・道路工事調整課長 伊藤 直行（いとう なおゆき）（内線：４８１） 
関東地方整備局 相武国道事務所 
電話：０４２－６４３－２００１（代表） メールアドレス：ktr-sobu-kanri101@mlit.go.jp 
・副所長 千葉 直志（ちば なおし）（内線：２０５） 
・管理第一課長 鬼沢 健一（おにさわ けんいち）（内線：４３１） 
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【対象道路】

・２３区内の国道、都道及び首都高速道路
・多摩地域の主要幹線道路（別表）

【対象期間】

・令和５年３月１日（水）AM6：00 ～ ３１日（金）翌日AM6:00の１か月間

【対象工事】

・車線規制を伴う路上工事

【抑制対象除外工事の例】

・交通事故の防止及び公衆災害防止等のための緊急工事

（道路陥没、水・ガス漏れ対応の緊急工事）

・道路保全のための維持作業

・沿道建物へのライフライン供給工事

・常設作業帯内 で行われる工事

※工事に伴う作業帯を終日囲っている場所のこと

【問い合わせ先】

・国が管理する国道について

国土交通省 東京国道事務所 道路工事調整課

（東京２３区内で国が管理する国道１・４・６・１４・１５・１７・２０・２４６・２５４・３５７号）

TEL 03-3512-9090（代表） https://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/

国土交通省 相武国道事務所 管理第一課

（多摩地域で国が管理する国道１６・２０号)

TEL 042-643-2001（代表） https://www.ktr.mlit.go.jp/sobu/

・都道、東京都が管理する国道について

東京都 建設局 道路管理部 監察指導課

TEL 03-5320-5289 https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/

・首都高速道路について

首都高速道路（株） 技術部 技術企画課

TEL 03-3539-9416  https://www.shutoko.jp/

年度末の路上工事抑制の詳細

※

※国土交通省関東地方整備局が管理する直轄国道では、年度末（３月）において、路上工事抑制（緊急工事など

を除く）の取り組みを行っています。
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（万時間）

３月の路上工事時間を年平均路上工事時間より約４割抑制しました。

【構 成】

東京都 建設局（会長）

国土交通省 相武国道事務所

東京都 水道局

東京都 下水道局

東日本電信電話株式会社

東京電力パワーグリッド株式会社

東京ガスネットワーク株式会社

国土交通省 東京国道事務所（副会長）

警視庁 交通部

首都高速道路株式会社

東京都 交通局

東京地下鉄株式会社

東日本旅客鉄道株式会社

道路占用工事企業者連絡協議会

東京都内の国道・都道を対象として、円滑な交通の確保と事故の防止、道路構

造の保全を目的に、路上工事の調整や路上工事改善対策等の取組を実施して

います。（昭和３１年に発足）

東京都道路工事調整協議会

昨年度（令和３年度）の抑制結果
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別 表

多摩地域の抑制対象道路

路線名 路線内の起終点（交差点名等）

東名入口（町田市）～都県境（町田市・大和市）

都県境（町田市・相模原市）～都県境（瑞穂町･入間市）

国道１６号
（八王子バイパス）

都県境（町田市・相模原市）～左入橋（八王子市）

2 甲州街道 国道２０号 仙川橋（調布市）～都県境（八王子市･相模原市）

3
国道２０号

（八王子南バイパス）
医療センター入口（八王子市）～高尾山IC入口（八王子市）

4 青梅街道 東京所沢線 区市境（練馬区･西東京市）～田無町一（西東京市田無町）

5 所沢街道 東京所沢線 田無町一（西東京市田無町）～北原（西東京市田無町）

6 世田谷通り 世田谷町田線 区市境（世田谷区･狛江市）～都県境（狛江市･川崎市）

7 井の頭通り 杉並あきる野線 区市境（杉並区･武蔵野市）～関前五（武蔵野市関前）

8 川崎街道
川崎府中線
府中相模原線
稲城日野線

都県境（稲城市･川崎市）～日野郵便局南（日野市大字上田）

9 府中街道
川崎府中線
所沢府中線
立川所沢線

新大丸（稲城市大丸）～久米川町（東村山市久米川町）

10 小金井街道
府中清瀬線
練馬所沢線

小金井街道入口（府中市府中町）～都県境（清瀬市･所沢市）

11 新青梅街道
杉並田無線
新宿青梅線

区市境（練馬区･西東京市）～瑞穂松原（瑞穂町大字箱根ヶ崎）

12 甲州街道 八王子国立線 国立インター入口（国立市谷保）～高倉町西（八王子市高倉町）

13 三鷹通り 武蔵野調布線 中央通り（武蔵野市西久保）～下布田（調布市布田）

14 五日市街道 杉並あきる野線 区市境（杉並区･武蔵野市）～国道16号交差（福生市大字熊川）

15 芋窪街道 立川東大和線 高松町二（立川市栄町）～上立野東（東大和市上北台）

16 立川通り 立川所沢線 日野橋（立川市綿町）～高松町二（立川市栄町）

17 新奥多摩街道 立川青梅線 日野橋（立川市綿町）～堂方上（昭島市田中町）

18 鎌倉街道
府中町田線
世田谷町田線
相模原町田線

府中本町駅入口（府中市本町）～都県境（町田市森野）

19 滝山街道 国道４１１号 友田（青梅市友田町）～左入町（八王子市左入町）

20 吉野街道 国道４１１号 畑中一（青梅市畑中）～友田（青梅市友田町）

21 睦橋通り 杉並あきる野線 武蔵野橋南（福生市大字熊川）～渕上（あきる野市渕上）

22 南多摩尾根幹線道路

相模原立川線
小山乞田線
町田日野線
府中町田線
町田調布線

小山（町田市小山町）～稲城市福祉センター入口（稲城市東長沼）

23 町田調布線
稲城市福祉センター入口（稲城市東長沼）～稲城大橋入口～矢野口（稲

城市矢野口）

24 相模原立川線 小山（町田市小山町）～小山ヶ丘一（町田市小山ヶ丘）

25 府中町田線 小野路（町田市小野路町）～新袋橋（町田市野津田町）

整理
番号

通称道路名

道    路    の    種    類

1 東京環状

国道１６号
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