
東京都内アンダーパス部の冠水注意箇所は１１８箇所

～異常な豪雨時は通行を控えて下さい～
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近年、局地的に短時間で数十mmの突発的な雨をもたらす“集中豪雨”や“ゲリ

ラ豪雨”と呼ばれる、異常な豪雨が多発しています。

異常な豪雨によって冠水する可能性があるアンダーパス部の冠水注意箇所は、

東京都内に１１８箇所あります。

異常な豪雨が発生した時は、視界も悪く危険なため、一時的に通行を控えてい

ただくか、やむをえず通行する場合には、冠水に十分注意して下さい。

なお、この箇所以外でも冠水する恐れがありますので、ご注意願います。

引き続き、道路管理者においては、冠水対策について、取り組んでまいります。

※アンダーパス部：主要幹線道路や鉄道など立体的に交差する道路で、路面の高さが前後と比べ

て低くなっている箇所
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道路冠水注意箇所マップ【東京都】
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【凡例】

東京国道事務所管理箇所

相武国道事務所管理箇所

東京都管理箇所

区・市管理箇所
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■  冠水注意箇所マップ



国道１６号（八王子ＢＰ）中央線立体

■■ 東京都内における冠水注意箇所のお問合わせ先東京都内における冠水注意箇所のお問合わせ先

■■ 冠水対策の取り組み冠水対策の取り組み

国道４号、１７号、１７号新大宮バイ
パス、２０号、２４６号、３５７号

国土交通省 関東地方整備局

東京国道事務所 管理第二課
ＴＥＬ：03-3512-9090（代）

国道１６号、１６号八王子バイパス
国土交通省 関東地方整備局

相武国道事務所 管理第二課
ＴＥＬ：042-643-2001（代）

都道
東京都建設局

道路管理部 保全課
ＴＥＬ：03-5320-5294

区市道 各区市の道路維持管理担当課へお問合わせください

冠水情報を提供する電光標示板

冠水注意箇所とは、通常の降雨では支障あり

ませんが、短時間の異常豪雨で雨水が急激に集

中し、ポンプなどの排水能力を超えた場合、一

時的に水が溜まる可能性があり、交通に支障を

来す恐れがある箇所をいいます。

①異常豪雨時の走行注意を促す注意喚起の標識類設置

②冠水情報を提供する電光標示板の設置

③警報装置、監視装置の設置

④パトロールの強化（時間雨量で30mm/h以上の場合、緊急パトロール実施）など



■ 冠水注意箇所リスト

　道路冠水注意箇所リスト【東京都】

1 東京都 中央区 国道 ４号 本町アンダー

2 東京都 新宿区 国道 ２０号 新宿御苑トンネル

3 東京都 渋谷区 国道 ２０号 初台アンダー

4 東京都 世田谷区 国道 ２０号 大原アンダー

5 東京都 板橋区 国道 １７号 仲宿アンダー

6-1 東京都 練馬区・板橋区 国道 １７号ＢＰ 北町アンダー

6-2 東京都 練馬区・板橋区 国道 １７号ＢＰ 赤塚アンダー

6-3 東京都 練馬区・板橋区 国道 １７号ＢＰ 徳丸アンダー

7 東京都 板橋区 国道 １７号ＢＰ 大門アンダー

8 東京都 板橋区 国道 １７号ＢＰ 馬坂アンダー

9 東京都 渋谷区 国道 ２４６号 渋谷駅ガード下

10 東京都 渋谷区 国道 ２４６号 南平台アンダー

11 東京都 世田谷区 国道 ２４６号 瀬田アンダー

12 東京都 大田区 国道 ３５７号 羽田空港トンネル

13 東京都 大田区 国道 ３５７号 空港北トンネル

14 東京都 大田区 国道 ３５７号 空港南トンネル

15 東京都 瑞穂町 国道 １６号 瑞穂南地下道

16 東京都 瑞穂町 国道 １６号 瑞穂中央立体

17 東京都 瑞穂町 国道 １６号 八高線高架下

18 東京都 八王子市 国道 １６号（八王子ＢＰ） 中央線立体

19 東京都 八王子市 国道 １６号（八王子ＢＰ） 大和田八高線高架下

20 東京都 千代田区 都道 主要地方道　304号 千・日比谷公園～中・銀座５丁目　（日比谷地下自動車道）

21 東京都 千代田区 区道 698号線 千代田区神田相生町

22 東京都 中央区 都道 主要地方道　316号 日本橋１丁目～日本橋２丁目　（江戸橋地下自動車道）

23 東京都 中央区 都道 主要地方道　316号 日本橋２丁目～京橋１丁目　（八重洲地下自動車道）

24 東京都 中央区 都道 主要地方道　316号 京橋２丁目～銀座１丁目　（宝町地下自動車道）

25 東京都 中央区 都道 主要地方道　316号 銀座１丁目～銀座７丁目　（東銀座地下自動車道）

26 東京都 中央区 都道 主要地方道　316号 中・銀座７丁目～港・新橋２丁目　（新橋地下自動車道）

27 東京都 港区 区道 196号線 芝一丁目　（区立身障者センター南側、ＪＲ川口架道橋下）

28 東京都 港区 区道 241号線 高輪二丁目　（ＪＲ高輪架道橋下）

29 東京都 新宿区 都道 主要地方道　３０２号 百人町１丁目　（第一大久保ガード）

30 東京都 墨田区 都道 特例都道　４６１号 堤通二丁目地内　（白鬚東地下自動車道）

31 東京都 墨田区 区道 墨119号 東向島二丁目　（東武伊勢崎線アンダーパス）

32 東京都 墨田区 区道 墨106号 横網二丁目　（都道蔵前通りアンダーパス）

33 東京都 江東区 都道 特例都道　４７４号 北砂二丁目地内　（境川アンダーパス）

34 東京都 江東区 区道 ６１８５号 東砂二丁目１５番　（平成橋西側下）

35 東京都 品川区 区道 幹線二級１６号線 大崎１丁目　（百反隋道）

36 東京都 品川区 区道 Ⅱ－９２号線 北品川１丁目　（八ッ山アンダーパス）

37 東京都 目黒区 都道 主要地方道　３１７号 目黒通り下アンダーパス

38 東京都 目黒区 都道 主要地方道　３１７号 駒沢通り下アンダーパス

39 東京都 大田区 都道 主要地方道　１１号 ＪＲ東海道線ガード下　アンダーパス

40 東京都 大田区 都道 主要地方道　３１１号 東急多摩川線ガード下　アンダーパス

41 東京都 大田区 都道 主要地方道　３１８号 大和大橋下アンダーパス

42 東京都 大田区 都道 主要地方道　３１８号 平和ずい道

43 東京都 大田区 都道 主要地方道　３１８号 湾岸道路下アンダーパス

44 東京都 世田谷区 都道 主要地方道　３１８号 玉川通り　　旭陸橋下アンダーパス

45 東京都 世田谷区 都道 主要地方道　３１８号 世田谷通り　　常盤陸橋下アンダーパス

46 東京都 世田谷区 都道 主要地方道　３１８号 淡島通り　　若林陸橋下アンダーパス

47 東京都 世田谷区 都道 主要地方道　３１１号 目黒通り下アンダーパス

48 東京都 渋谷区 区道 1052号 代々木3丁目　（小田急線山谷架道橋下）

49 東京都 渋谷区 区道 1046号 渋谷2丁目　（JR山手線宮益架道橋下）

50 東京都 中野区 都道 主要地方道　３１８号 野方三丁目　（野方アンダーパス）

51 東京都 杉並区 都道 主要地方道　３１１号 今川一丁目地内　（井荻トンネル）

52 東京都 杉並区 都道 主要地方道　３１１号 清水一丁目　（四面道アンダーパス）

53 東京都 杉並区 都道 主要地方道　３１１号 上荻二丁目地内　（荻窪アンダーパス）

54 東京都 杉並区 都道 主要地方道　３１８号 和泉４丁目　（方南八幡アンダーパス）

55 東京都 豊島区 区道 １２－６８０号線 南池袋１丁目　（ビックリガード）

56 東京都 北区 都道 主要地方道　３０６号 王子一丁目　（首都高速王子線下）　尾長橋トンネル

57 東京都 荒川区 都道 主要地方道　５８号 西日暮里五丁目　（ＪＲ貨物線下）　道潅山アンダーパス

No. 地先名又は通称名 備考都道府県名 市町村名 道路種別 路線名



■ 冠水注意箇所リスト

　道路冠水注意箇所リスト【東京都】

No. 地先名又は通称名 備考都道府県名 市町村名 道路種別 路線名

58 東京都 荒川区 都道 主要地方道　５８号 西日暮里五丁目　（ＪＲ常磐線下）　西日暮里アンダーパス

59 東京都 荒川区 都道 主要地方道　３１４号 南千住八丁目　胡禄トンネル（隅田川スーパー堤防）

60 東京都 荒川区 都道 主要地方道　３１４号 南千住八丁目　瑞光トンネル（隅田川スーパー堤防）

61 東京都 荒川区 都道 特例都道　４６４号 南千住四丁目　（JR貨物線下）　南千住アンダーパス

62 東京都 板橋区 都道 主要地方道　３１７号 中丸町地内　（熊野町ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

63 東京都 板橋区 都道 主要地方道　３１８号 南常盤台一丁目地内　（南常盤台ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

64 東京都 板橋区 都道 特例都道　４４１号 向原二丁目地内　（向原トンネル）

65 東京都 板橋区 区道 2943号線 赤塚8丁目22番地先

66 東京都 練馬区 都道 主要地方道　３１１号 貫井四丁目地内　（練馬トンネル）

67 東京都 練馬区 都道 主要地方道　３１１号 春日町三丁目地内　（練馬春日町トンネル）

68 東京都 練馬区 都道 特例都道　４４１号 小竹町ニ丁目地内　（小竹トンネル）

69 東京都 練馬区 都道 特例都道　４４３号 高野台四丁目地内　（谷原ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ）

70 東京都 練馬区 区道 練馬主要区道35号線 練馬区南田中三丁目　（長光寺橋アンダーパス）

71 東京都 練馬区 区道 練馬主要区道39号線 練馬区東大泉五丁目　（大泉学園駅前アンダーパス）

72 東京都 足立区 都道 特例都道　４６１号 千住東一丁目（JR常磐線下）　掃部宿アンダーパス

73 東京都 足立区 区道 足立６号線（補助第258号線） 足立区栗原２～４丁目　栗原立体交差（栗原アンダーパス）

74 東京都 足立区 区道 西新井323号線 足立区栗原３丁目　（かんかん踏切）

75 東京都 足立区 区道 千住東３３６号線（区画街路第４号線） 足立区千住旭町

76 東京都 足立区 区道 足立６号線（補助第258号線） 足立区加平３丁目～谷中５丁目　（加平谷中トンネル）

77 東京都 葛飾区 都道 主要地方道　３０８号 新小岩一丁目地内　（新小岩アンダーパス）

78 東京都 葛飾区 区道 葛３５７号（補助２７６号線） 葛飾区金町四丁目　（JR常磐線ガード下）

79 東京都 江戸川区 都道 主要地方道　1０号 東葛西三丁目地内　（浦安橋）

80 東京都 江戸川区 都道 特例都道　４４９号 小松川一丁目地内　（小松川アンダーパス）

81 東京都 八王子市 市道 八王子市幹線1級23号線 明神町1－5－9番先　　明神架道橋

82 東京都 八王子市 市道 八王子市幹線1級23号線 北野町586番地先　　浅川架道橋　　日本オイルターミナル㈱横

83 東京都 八王子市 市道 八王子市幹線1級24号線 明神町3－2－1番先　　横山架道橋

84 東京都 八王子市 市道 八王子市幹線1級35号線 散田町5-1-1　　散田架道橋

85 東京都 八王子市 市道 市道八王子895号線 石川町2975-9先国立府中37　　大星教会入口

86 東京都 八王子市 市道 市道八王子902号線 石川町943-1先国立府中35　　大星教会入口先

87 東京都 八王子市 市道 八王子市幹線1級31号線 台町4-6先　　桜横町立体

88 東京都 立川市 都道 主要地方道　１６号 立川立体

89 東京都 立川市 都道 主要地方道　４３号 玉川上水立体

90 東京都 武蔵野市 市道 第１０７号線 御殿山二丁目　　八丁地下道

91 東京都 三鷹市 都道 １２１号 三鷹立体

92 東京都 青梅市 都道 １９４号 青梅市河辺町５丁目・７丁目　（河辺立体）

93 東京都 府中市 都道 主要地方道　９号 小柳立体

94 東京都 府中市 都道 主要地方道　１４号 府中栄町立体

95 東京都 府中市 市道 武蔵台通り 武蔵台１丁目

96 東京都 府中市 市道 横街道 武蔵台１丁目

97 東京都 府中市 市道 市道４－１３８号 矢崎町１丁目

98 東京都 府中市 市道 中央道側道 是政３丁目

99 東京都 府中市 市道 市道４－２８０号 是政６丁目

100 東京都 昭島市 都道 主要地方道　５９号 中神立体

101 東京都 昭島市 都道 １６２号 昭島つつじヶ丘立体

102 東京都 昭島市 都道 ２２０号 松原立体

103 東京都 昭島市 市道 昭島１７号 松原町２丁目２番　（市道昭島１７号 八高線高架下）

104 東京都 昭島市 市道 西４２４号 拝島町６丁目　（国道１６号 横断ＢＯＸ下）

105 東京都 町田市 市道 町田152号線 南大谷ガード下

106 東京都 小金井市 都道 ２４８号 貫井立体

107 東京都 小平市 都道 ２４８号 小平グリーンロード立体

108 東京都 日野市 都道 主要地方道　２０号 一宮立体

109 東京都 日野市 都道 ５０３号 高幡立体

110 東京都 国分寺市 都道 １３３号 殿ヶ谷戸立体

111 東京都 清瀬市 都道 主要地方道　４０号 芝山立体

112 東京都 清瀬市 都道 主要地方道　４０号 清瀬立体

113 東京都 羽村市 都道 ２４９号 小作台１丁目・５丁目　（小作立体）

114 東京都 羽村市 市道 104号線 栄町２丁目　（羽加美栄立体交差）

115 東京都 瑞穂町 都道 主要地方道　５号 瑞穂町箱根ヶ崎322番地　（箱根ヶ崎アンダーﾊﾟｽ）

116 東京都 稲城市 都道 主要地方道　９号 稲城市押立 今回追加箇所




