
２ Ｈ３０年度点検結果について 

- 57 -



- 58 -



【機密性２】平成３０年度の点検結果のとりまとめ（橋梁）

0

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

※平成３０年度メンテナンス年報の結果より

＜平成３０年度管理者別点検結果（橋梁）＞

東京都内の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は1橋（0.1%）、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は97橋（6.8%）、また、判定区分Ⅱ（予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態）は836橋（58.7%）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 49 11 26 12 0

高速道路会社 130 19 101 10 0

東京都 317 134 164 19 0

区市町村 928 326 545 56 1

合計 1424 490 836 97 1

管理者 点検実施数
判定区分内訳

-
 
5
9
 
-



【機密性２】平成３０年度の点検結果のとりまとめ（トンネル）

1

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

※平成３０年度メンテナンス年報の結果より

＜平成３０年度管理者別点検結果（トンネル）＞

東京都内のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）はなく、判定
区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は9本（13.2%）、また、判定区分Ⅱ（予防保全の観点
から措置を講ずることが望ましい状態）は55本（80.9%）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 0 0 0 0 0

高速道路会社 32 4 25 3 0

東京都 26 0 23 3 0

区市町村 10 0 7 3 0

合計 68 4 55 9 0

管理者 点検実施数
判定区分内訳

-
 
6
0
 
-



【機密性２】平成３０年度の点検結果のとりまとめ（道路附属物等）

2

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

＜判定区分表＞

※平成３０年度メンテナンス年報の結果より

＜平成３０年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 87 14 47 25 1

高速道路会社 196 184 9 3 0

東京都 74 18 40 16 0

区市町村 75 9 50 14 2

合計 432 225 146 58 3

管理者 点検実施数
判定区分内訳

東京都内の道路附属物の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は3施設
（0.7%）、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は58施設（13.4%）、また、判定区分
Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は146施設（33.8%）

○道路附属物等とは、大型カルバート、シェッド、横断歩道橋、門型標識

-
 
6
1
 
-
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橋梁点検結果（統合）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

新今井橋 (ｼﾝｲﾏｲﾊﾞｼ) 東京市川線(都道50号線) 1999 676.6 31 東京都 東京都 江東区 Ⅰ

谷山橋 (ﾔﾔﾏﾊﾞｼ) 北品川四谷線(都道418号線) 1966 27.4 40 東京都 東京都 品川区 Ⅱ

八幡橋（外回り） (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ(ｿﾄﾏﾜﾘ) 環状六号線(都道317号線) 2003 110 15.3 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

向原陸橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾘｯｷｮｳ) 特例都道441号 1985 17 20.8 東京都 東京都 板橋区 Ⅰ

高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊﾞｼ) 環状八号線(都道311号線) 2006 33 8.9 東京都 東京都 練馬区 Ⅱ

西貫井橋 (ﾆｼﾇｸｲﾊﾞｼ) 区道2号線 2006 19.3 25.8 東京都 東京都 練馬区 Ⅰ

青砥橋 (ｱｵﾄﾊﾞｼ) 環状七号線(都道318号線) 1985 640.8 21.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅲ

青砥陸橋 (ｱｵﾄﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1984 246.1 13.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

綾瀬水門橋 (ｱﾔｾｽｲﾓﾝｷｮｳ)
新荒川葛西堤防線(都道450号
線)

1974 8.1 7 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

奥戸新橋 (ｵｸﾄﾞｼﾝﾊﾞｼ) 市川四ツ木線(都道60号線) 1960 136 14 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

奥戸陸橋 (ｵｸﾄﾞﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1984 216.6 13.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

葛飾陸橋 (ｶﾂｼｶﾘｯｷｮｳ) 松戸草加線(都道54号線) 1972 63.2 8 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

葛三橋 (ｶﾂﾐﾊﾞｼ) 葛飾吉川松伏線(都道67号線) 1970 35 6.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

金阿弥橋 (ｶﾅｱﾐﾊﾞｼ) 千住新宿町線(都道467号線) 1949 5.6 13.9 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

上宿橋 (ｶﾐｼﾞｭｸﾊﾞｼ) 千住新宿町線(都道467号線) 1953 2 4.1 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

上平井橋 (ｶﾐﾋﾗｲﾊﾞｼ)
新荒川葛西堤防線(都道450号
線)

1975 127.7 10 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

木根川橋取付高架橋 (ｷﾈｶﾞﾜﾊﾞｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ)
新荒川葛西堤防線(都道450号
線)

1987 196 18 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

警察前橋 (ｹｲｻﾂﾏｴﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1955 2.5 18 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

三次郎一橋 (ｻﾝｼﾞﾛｳｲﾁﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1953 4.4 17.9 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

柴一橋 (ｼﾊﾞｲﾁﾊﾞｼ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 3 11 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 松戸草加線(都道54号線) 1962 3.9 24.8 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

新小岩陸橋 (ｼﾝｺｲﾜﾘｯｷｮｳ) 御徒町小岩線(都道315号線) 2007 557 7.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 千住新宿町線(都道467号線) 1958 3.7 27.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

新水戸橋 (ｼﾝﾐﾄﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1982 215 20.4 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

新宮前橋 (ｼﾝﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ)
堀切橋金町浄水場線(都道468号
線)

1934 7 7.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

千代の橋 (ﾁﾖﾉﾊｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1927 3.7 17.8 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 千住新宿町線(都道467号線) 1974 132 7.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅱ

西水門橋 (ﾆｼｽｲﾓﾝｷｮｳ)
新荒川葛西堤防線(都道450号
線)

1953 2.7 9.8 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1960 134.4 15 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

堀切小橋 (ﾎﾘｷﾘｺﾊﾞｼ)
堀切橋金町浄水場線(都道468号
線)

1976 61.5 8 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

本奥戸橋 (ﾎﾝｵｸﾄﾞﾊﾞｼ) 市川四ツ木線(都道60号線) 1988 131.1 17.4 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

水戸橋 (ﾐﾄﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1955 33.6 6.1 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊﾞｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1965 5.8 25.6 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名101号橋 (ﾑﾒｲ101ｺﾞｳｷｮｳ) 市川四ツ木線(都道60号線) 1935 2.5 15 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名14号橋 (ﾑﾒｲ14ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1985 3.4 6 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名17号橋 (ﾑﾒｲ17ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 2.4 7.4 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名20号橋 (ﾑﾒｲ20ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 2.1 8.4 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名21号橋 (ﾑﾒｲ21ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 2.1 11.5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名23号橋 (ﾑﾒｲ23ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 2.5 7.4 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名24号橋 (ﾑﾒｲ24ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 3.8 7.4 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名25号橋 (ﾑﾒｲ25ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1951 4.7 6 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名47号橋 (ﾑﾒｲ47ｺﾞｳｷｮｳ) 千住新宿町線(都道467号線) 1953 2.7 22 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名48号橋 (ﾑﾒｲ48ｺﾞｳｷｮｳ) 千住新宿町線(都道467号線) 1953 4.5 5 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

路線名橋梁名(フリガナ）
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）
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管理者
点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

路線名橋梁名(フリガナ）
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

無名49号橋 (ﾑﾒｲ49ｺﾞｳｷｮｳ)
堀切橋金町浄水場線(都道468号
線)

1927 4.5 10 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

無名51号橋 (ﾑﾒｲ51ｺﾞｳｷｮｳ) 金町線(都道471号線) 1951 4 25 東京都 東京都 葛飾区 Ⅰ

一之江陸橋 (ｲﾁﾉｴﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1972 149.9 14 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

今井橋 (ｲﾏｲﾊﾞｼ) 東京市川線(都道50号線) 1979 222.6 32.5 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

宇喜田橋 (ｳｷﾀﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1957 37.5 17 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

浦安橋（下り） (ｳﾗﾔｽﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 東京浦安線(都道10号線) 1978 359.4 9.8 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

浦安橋(上り) (ｳﾗﾔｽﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 東京浦安線(都道10号線) 1985 359.2 23 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

上一色橋 (ｶﾐｲｯｼｷﾊﾞｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1967 215.5 20 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

京葉陸橋 (ｹｲﾖｳﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1984 307.4 14 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

小岩大橋 (ｺｲﾜｵｵﾊｼ) 一般国道14号線 1953 134 10.9 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

蜆橋 (ｼｼﾞﾐﾊﾞｼ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1983 38.3 18.3 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

新川大橋 (ｼﾝｶﾜｵｵﾊｼ) 環状七号線(都道318号線) 1971 128.1 26 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

総武陸橋 (ｿｳﾌﾞﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1973 529.9 25 東京都 東京都 江戸川区 Ⅲ

第二当代橋 (ﾀﾞｲﾆﾄｳﾀﾞｲﾊﾞｼ)
新荒川葛西堤防線(都道450号
線)

1967 2.6 3.5 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

長島橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾊﾞｼ) 東京浦安線(都道10号線) 1939 5.8 25 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

長島陸橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1991 226 14 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

西水門橋 (ﾆｼｽｲﾓﾝﾊﾞｼ)
新荒川葛西堤防線(都道450号
線)

2006 29 10.8 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

二枚橋（その１） (ﾆﾏｲﾊﾞｼ(ｿﾉ1)) 一般国道14号 1984 3.5 18 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

平井大橋 (ﾋﾗｲｵｵﾊｼ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1967 750.3 20 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

松本連続陸橋 (ﾏﾂﾓﾄﾚﾝｿﾞｸﾘｯｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1983 891.3 14 東京都 東京都 江戸川区 Ⅱ

無名107号橋 (ﾑﾒｲ107ｺﾞｳｷｮｳ) 環状七号線(都道318号線) 1982 9.2 39.5 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名34号橋 (ﾑﾒｲ34ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1934 3 11 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名35号橋 (ﾑﾒｲ35ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1934 4.5 11 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名40号橋 (ﾑﾒｲ40ｺﾞｳｷｮｳ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1943 2.9 18 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名41号橋 (ﾑﾒｲ41ｺﾞｳｷｮｳ)
千住小松川葛西沖線(都道308号
線)

1943 3.4 17.5 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名42号橋 (ﾑﾒｲ42ｺﾞｳｷｮｳ) 御徒町小岩線(都道315号線) 1967 2.9 25.8 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名45号橋 (ﾑﾒｲ45ｺﾞｳｷｮｳ) 江戸川堤防線(都道451号線) 1942 2.6 8.4 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名53号橋 (ﾑﾒｲ53ｺﾞｳｷｮｳ)
王子金町江戸川線(都道307号
線)

1934 2.5 11 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

無名６号橋 (ﾑﾒｲ6ｺﾞｳｷｮｳ) 東京浦安線(都道10号線) 1934 2 25 東京都 東京都 江戸川区 Ⅰ

清水入陸橋（下り） (ｼﾐｽﾞｲﾘﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 小山乞田線(都道158号線) 2002 105 14.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

茜橋 (ｱｶﾈﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1960 13.5 6 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

あかはけ橋 (ｱｶﾊｹﾊﾞｼ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1979 24 15 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 淵上日野線(都道169号線) 1986 3.4 14.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

一之橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 高尾山線(都道189号線) 1932 2.7 4.1 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

打越橋 (ｳﾁｺｼﾊﾞｼ) 上館日野線(都道173号線) 2000 38.5 13.4 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

大栗川橋 (ｵｵｸﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1976 32 29.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1979 3.6 19.1 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

大棚橋 (ｵｵﾀﾅﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1964 5.3 8 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

大橋（小比企町） (ｵｵﾊｼ(ｺﾋﾞｷﾏﾁ)) 八王子城山線(都道506号線) 1985 21.9 4.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

大橋（上恩方） (ｵｵﾊｼ(ｶﾐｵﾝｶﾞﾀ)) 上野原八王子線(都道521号線) 1949 4.5 3.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

大町橋 (ｵｵﾏﾁﾊﾞｼ) 淵上日野線(都道169号線) 2007 60 14 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

大和田小陸橋 (ｵｵﾜﾀﾞｼｮｳﾘｯｷｮｳ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1977 14 5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1959 10 4.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

開谷橋 (ｶｲﾀﾆﾊﾞｼ) 高月檜原線(都道186号線) 1988 3.7 2.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ
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開戸橋 (ｶｲﾄﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1964 6.3 7.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

影沢橋 (ｶｹﾞｻﾜﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1972 4.6 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 長沼北野線(都道174号線) 1979 35.9 15.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

上川橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1981 19.7 10 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

川口橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1972 34.8 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

川原宿大橋 (ｶﾜﾗｼﾞｭｸｵｵﾊｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1981 41.5 18 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

川原宿橋 (ｶﾜﾗｼﾞｭｸﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1952 31.6 9.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

北大畑橋 (ｷﾀｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 上館日野線(都道173号線) 1992 5.4 24.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

北野橋 (ｷﾀﾉﾊﾞｼ) 下柚木八王子線(都道160号線) 1938 34 8 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

椚沢橋 (ｸﾇｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1981 15.4 7.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1976 10.4 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

黒沢橋 (ｸﾛｻﾜﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1973 6.4 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

黒沼田橋 (ｸﾛﾇﾏﾀﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1952 17.2 5.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

糀谷橋 (ｺｳｼﾞﾔﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1976 8.4 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

木下沢橋 (ｺｹﾞｻﾜﾊﾞｼ) 浅川相模湖線(都道516号線) 1992 4.7 10.8 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

駒木野橋 (ｺﾏｷﾞﾉﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1956 16 5.4 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

小宮陸橋 (ｺﾐﾔﾘｯｷｮｳ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 1973 95.7 15.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

桜木橋 (ｻｸﾗｸｷﾞﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1991 24.4 17.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

左滝橋 (ｻﾀｷﾊﾞｼ) 淵上日野線(都道169号線) 1993 33.2 22.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1936 5.2 6.6 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

山王橋(上恩方） (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ(ｶﾐｵﾝｶﾞﾀ)) 上野原八王子線(都道521号線) 1949 7 3.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

三本松陸橋 (ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾘｯｷｮｳ) 町田日野線(都道156号線) 1975 17.5 21 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

敷島橋 (ｼｷｼﾏﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1963 19.7 6.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

重忠橋 (ｼｹﾞﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1996 15.8 10.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

白旗橋 (ｼﾛﾊﾀﾊﾞｼ) 八王子城山線(都道506号線) 1992 22.5 4.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

城山大橋 (ｼﾛﾔﾏｵｵﾊｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1978 15.8 20 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

城山下橋 (ｼﾛﾔﾏｼﾀﾊｼ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

2011 17.6 12 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

新関戸橋 (ｼﾝｾｷﾄﾞﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1977 25 8.8 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

新宮前橋 (ｼﾝﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1975 13.6 17.4 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

関戸橋 (ｾｷﾄﾞﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1930 10.1 6.9 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

堰場橋 (ｾｷﾊﾞﾊﾞｼ) 町田日野線(都道156号線) 1973 42 28 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

高尾橋 (ﾀｶｵﾊﾞｼ) 高尾山線(都道189号線) 1972 10.1 7.9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

高留橋 (ﾀｶﾄﾒﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1958 8.6 7.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

滝山下橋（高月町） (ﾀｷﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ(ﾀｶﾂｷﾏﾁ))
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1964 4.1 7.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

滝山下橋（大楽寺） (ﾀｷﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ(ﾀﾞｲﾗｸｼﾞ)) 八王子あきる野線(都道46号線) 1990 13.5 20 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

滝山橋 (ﾀｷﾔﾏﾊﾞｼ) 淵上日野線(都道169号線) 2002 25.9 16 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

田島橋 (ﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 1971 34.9 15.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

田守橋 (ﾀﾓﾘﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1976 11.4 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

力石橋 (ﾁｶﾗｲｼﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1957 10.5 4.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 八王子城山線(都道506号線) 1928 9.3 11.4 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1988 9 16.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

寺田川橋 (ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ) 八王子城山線(都道506号線) 1978 5.6 11.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

殿ヶ谷戸橋 (ﾄﾉｶﾞﾔﾄﾊﾞｼ) 下柚木八王子線(都道160号線) 1988 3 24.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

殿堀橋 (ﾄﾉﾎﾘﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1932 2.4 7.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ
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中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1956 10.1 4.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

那賀橋 (ﾅｶﾊｼ) 高尾山線(都道189号線) 1932 3.4 3.9 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

並木橋 (ﾅﾐｷﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1933 6.9 7.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ) 上館日野線(都道173号線) 1935 4.6 11.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

布橋 (ﾇﾉﾊｼ) 八王子城山線(都道506号線) 1975 5 15.9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

萩園橋 (ﾊｷﾞｿﾞﾉﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1949 4 7.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

萩原橋 (ﾊｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 八王子五日市線(都道32号線) 1990 120 15 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

深沢橋 (ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1973 40 3.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

藤井橋 (ﾌｼﾞｲﾊﾞｼ) 下柚木八王子線(都道160号線) 1987 6.7 6.7 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

船橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 八王子城山線(都道506号線) 1992 22.9 12.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

螢見橋 (ﾎﾀﾙﾐﾊﾞｼ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 1962 8.1 4.8 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

増加登橋 (ﾏｽｶﾄﾞﾊﾞｼ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1963 3.3 4.4 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

松木橋 (ﾏﾂｷﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1960 18.1 6 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

緑陸橋 (ﾐﾄﾞﾘﾘｯｷｮｳ) 八王子城山線(都道506号線) 1974 13.3 12 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

水無瀬橋 (ﾐﾅｾﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1984 59.3 15 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

南浅川橋 (ﾐﾅﾐｱｻｶﾜﾊﾞｼ) 多摩御陵線(都道187号線) 1936 53.3 20.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

三村橋 (ﾐﾑﾗﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1961 18.4 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

宮尾橋 (ﾐﾔｵﾊﾞｼ) 上野原八王子線(都道521号線) 1960 12.7 7.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 高月檜原線(都道186号線) 1985 9.5 4.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

美山こ道橋 (ﾐﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) 山田宮の前線(都道61号線) 1998 82.6 17.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

美山橋 (ﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 山田宮の前線(都道61号線) 1991 21.1 17.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名19号橋 (ﾑﾒｲ19ｺﾞｳｷｮｳ) 下柚木八王子線(都道160号線) 1988 2.2 6 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

無名20号橋 (ﾑﾒｲ20ｺﾞｳｷｮｳ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1956 3 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名21号橋 (ﾑﾒｲ21ｺﾞｳｷｮｳ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1956 4 8.9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名22号橋 (ﾑﾒｲ22ｺﾞｳｷｮｳ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1988 4.2 4.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

無名27号橋 (ﾑﾒｲ27ｺﾞｳｷｮｳ) 上館日野線(都道173号線) 1936 2.8 10.8 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名28号橋 (ﾑﾒｲ28ｺﾞｳｷｮｳ) 上館日野線(都道173号線) 1936 3.2 10.1 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名29号橋 (ﾑﾒｲ29ｺﾞｳｷｮｳ) 浅川相模湖線(都道516号線) 1945 3.2 3.8 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名30号橋 (ﾑﾒｲ30ｺﾞｳｷｮｳ) 浅川相模湖線(都道516号線) 1958 2.2 3.8 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

無名31号橋 (ﾑﾒｲ31ｺﾞｳｷｮｳ) 上野原八王子線(都道521号線) 1949 3 5.4 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名32号橋 (ﾑﾒｲ32ｺﾞｳｷｮｳ) 上野原八王子線(都道521号線) 1949 3 3.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

無名34号橋 (ﾑﾒｲ34ｺﾞｳｷｮｳ) 山田宮の前線(都道61号線) 2001 3.9 17.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名４号橋 (ﾑﾒｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 下柚木八王子線(都道160号線) 1949 3 13.9 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

無名８号橋 (ﾑﾒｲ8ｺﾞｳｷｮｳ) 八王子武蔵村山線(都道59号線) 1963 5.1 12 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 2006 26 14 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼ) 高尾山線(都道189号線) 1926 5.1 6 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

湯島橋 (ﾕｼﾏﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1988 11.7 18 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

四之橋 (ﾖﾝﾉﾊｼ) 高尾山線(都道189号線) 1988 2.8 4 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

陵南大橋 (ﾘｮｳﾅﾝｵｵﾊｼ) 八王子あきる野線(都道46号線) 1999 210 19.2 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

北野橋 (ｷﾀﾉﾊﾞｼ) 下柚木八王子線(都道160号線) 1984 40 3.3 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

清水入陸橋（上り） (ｼﾐｽﾞｲﾘﾘｯｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 小山乞田線(都道158号線) 2002 105 14.5 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

立日橋（下流） (ﾀｯﾋﾟﾊﾞｼ(ｶﾘｭｳ)) 立川日野線(都道149号線) 1989 417 9.8 東京都 東京都 立川市 Ⅰ

立日橋（上流） (ﾀｯﾋﾟﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ)) 立川日野線(都道149号線) 1988 417 9.8 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 境調布線(都道123号線) 1959 6.7 23 東京都 東京都 武蔵野市 Ⅱ
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桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 調布田無線(都道12号線) 1999 12 16 東京都 東京都 武蔵野市 Ⅰ

萬助橋 (ﾏﾝｽｹﾊﾞｼ) 武蔵野狛江線(都道114号線) 1994 16.5 16 東京都 東京都 武蔵野市 Ⅱ

水吐橋 (ﾐｽﾞﾊｹﾊﾞｼ) 調布田無線(都道12号線) 2004 2.3 16 東京都 東京都 武蔵野市 Ⅰ

武蔵野橋 (ﾑｻｼﾉﾊﾞｼ) 杉並あきる野線(都道7号線) 1927 2.8 74.5 東京都 東京都 武蔵野市 Ⅰ

無名３号橋 (ﾑﾒｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 境調布線(都道123号線) 1950 3 10.2 東京都 東京都 武蔵野市 Ⅰ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 境調布線(都道123号線) 1986 28.5 15.2 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

上仙川橋 (ｶﾐｾﾝｶﾜﾊﾞｼ) 武蔵野狛江線(都道114号線) 1971 15.1 9 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

欅橋 (ｹﾔｷﾊﾞｼ) 武蔵野調布線(都道121号線) 1977 9.6 47.4 東京都 東京都 三鷹市 Ⅱ

新川大橋 (ｼﾝｶﾜｵｵﾊｼ) 新宿国立線(都道14号線) 1986 17.9 27.7 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

長久保三之橋 (ﾅｶﾞｸﾎﾞｻﾝﾉﾊｼ) 武蔵野狛江線(都道114号線) 2000 15.9 16 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

野川宿橋 (ﾉｶﾞﾜｼｭｸﾊﾞｼ) 府中三鷹線(都道110号線) 1973 4.3 11.7 東京都 東京都 三鷹市 Ⅱ

富士見大橋 (ﾌｼﾞﾐｵｵﾊｼ) 新宿国立線(都道14号線) 1967 30.7 30 東京都 東京都 三鷹市 Ⅱ

堀合北陸橋 (ﾎﾘｱｲｷﾀﾘｯｷｮｳ) 武蔵野調布線(都道121号線) 1977 10.8 9 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

堀合南陸橋 (ﾎﾘｱｲﾐﾅﾐﾘｯｷｮｳ) 武蔵野調布線(都道121号線) 1977 10.8 9 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

御狩野橋 (ﾐｶﾘﾉﾊﾞｼ) 府中三鷹線(都道110号線) 1966 23.6 12 東京都 東京都 三鷹市 Ⅰ

稲城大橋(ランプ部) (ｲﾅｷﾞｵｵﾊｼ(ﾗﾝﾌﾟﾌﾞ)) 川崎府中線(都道9号線) 1994 965.5 7 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

小野宮橋 (ｵﾉﾐﾔﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1937 6.7 10.9 東京都 東京都 府中市 Ⅰ

関戸橋(上り) (ｾｷﾄﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 府中町田線(都道18号線) 1971 375.8 12.5 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

中川4号橋 (ﾅｶｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 府中町田線(都道18号線) 1970 7.5 27.6 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

府中本町陸橋 (ﾌﾁｭｳﾎﾝﾏﾁﾘｯｷｮｳ) 府中町田線(都道18号線) 1973 94.1 13.5 東京都 東京都 府中市 Ⅲ

府中四谷橋 (ﾌﾁｭｳﾖﾂﾔﾊﾞｼ) 府中相模原線(都道20号線) 1998 446 23.2 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

府中四谷橋取付高架橋 (ﾌﾁｭｳﾖﾂﾔﾊﾞｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ) 府中相模原線(都道20号線) 1997 75 16 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

分梅橋 (ﾌﾞﾊﾞｲﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1965 9.4 12 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

本宿陸橋 (ﾎﾝｼﾞｭｸﾘｯｷｮｳ) 府中町田線(都道18号線) 1977 19.5 7.5 東京都 東京都 府中市 Ⅱ

石原橋（下り） (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 町田調布線(都道19号線) 2000 11.3 11.4 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

石原橋（上り） (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 町田調布線(都道19号線) 1998 11.3 11.4 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

榎橋 (ｴﾉｷﾊﾞｼ) 武蔵野調布線(都道121号線) 1967 29.8 8.7 東京都 東京都 調布市 Ⅱ

御塔坂橋 (ｵﾄｳｻﾞｶﾊﾞｼ) 調布田無線(都道12号線) 2009 31.5 25 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

おらほ橋 (ｵﾗﾎﾊﾞｼ) 武蔵野狛江線(都道114号線) 2000 25.5 15 東京都 東京都 調布市 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ)
調布経堂停車場線(都道118号
線)

1985 10.2 6 東京都 東京都 調布市 Ⅲ

多摩川原橋（下り） (ﾀﾏｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾞﾘ)) 町田調布線(都道19号線) 1999 401.5 10.5 東京都 東京都 調布市 Ⅲ

多摩川原橋（上り） (ﾀﾏｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 町田調布線(都道19号線) 2006 402 10.5 東京都 東京都 調布市 Ⅲ

多摩川原橋取付高架橋（下り） (ﾀﾏｶﾞﾜﾗﾊﾞｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾞﾘ)) 町田調布線(都道19号線) 1999 82.5 9.3 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

多摩川原橋取付高架橋（上り） (ﾀﾏｶﾞﾜﾗﾊﾞｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 町田調布線(都道19号線) 2006 82.5 10.3 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 武蔵野狛江線(都道114号線) 1981 5 12.1 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

新稲荷橋 (ｼﾝｲﾅﾘﾊﾞｼ) 主要地方道町田調布線第19号 1997 4.6 29.2 東京都 東京都 調布市 Ⅰ

大戸橋 (ｵｵﾄﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1959 2.6 11.4 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1955 8.6 8.7 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

上小山田橋（下り） (ｶﾐｵﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 小山乞田線(都道158号線) 1999 58 14.1 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

上小山田橋（上り） (ｶﾐｵﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 小山乞田線(都道158号線) 1999 89 15.9 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

高ヶ坂橋 (ｺｳｶﾞｻｶﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1965 9.8 15.4 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

考路橋 (ｺｳﾛﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1959 4.6 8 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

下川戸橋 (ｼﾓｶﾜﾄﾊﾞｼ) 世田谷町田線(都道3号線) 1992 26.1 16 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

下堤橋 (ｼﾓﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1959 5 8 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

- 67 -



管理者
点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

路線名橋梁名(フリガナ）
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

白田橋 (ｼﾛﾀﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1960 5.1 9.6 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

真光寺橋 (ｼﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 町田調布線(都道19号線) 1990 5.2 19.4 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1934 2.6 5.4 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

新袋橋 (ｼﾝﾌｸﾛﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1997 29.9 24.2 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

図師大橋 (ｽﾞｼｵｵﾊｼ) 相模原大蔵町線(都道57号線) 1996 13.5 19.2 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

角屋橋 (ｽﾐﾔﾊﾞｼ) 相模原大蔵町線(都道57号線) 1956 4.8 10.2 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 相模原町田線(都道52号線) 1954 12.6 8.1 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

高瀬橋 (ﾀｶｾﾊﾞｼ) 川崎町田線(都道140号線) 1973 20.8 11 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

滝本橋 (ﾀｷﾓﾄﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1960 4.4 16 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

忠生公園大橋 (ﾀﾀﾞｵｺｳｴﾝｵｵﾊｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1995 106 23.7 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

中央橋（相原） (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1960 5.4 8.6 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

中央橋（原町田） (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 八王子町田線(都道47号線) 1969 40 15.5 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

鶴間橋 (ﾂﾙﾏﾊﾞｼ) 目黒町町田線(都道56号線) 1971 30.2 16 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

長池上小山田陸橋 (ﾅｶﾞｲｹｶﾐｵﾔﾏﾀﾞﾘｯｷｮｳ) 小山乞田線(都道158号線) 1996 49 6.5 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

奈良谷戸橋 (ﾅﾗﾔﾄﾊﾞｼ) 川崎町田線(都道140号線) 1958 5 7.7 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

成瀬橋 (ﾅﾙｾﾊﾞｼ) 川崎町田線(都道140号線) 1957 4.3 9.6 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

二国橋 (ﾆｺｸﾊﾞｼ) 八王子城山線(都道506号線) 1936 10.6 12 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

原町田橋 (ﾊﾗﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 町田厚木線(都道51号線) 1992 46 17.2 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

無名16号橋 (ﾑﾒｲ16ｺﾞｳｷｮｳ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1934 2.6 6 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

無名36号橋 (ﾑﾒｲ36ｺﾞｳｷｮｳ) 八王子町田線(都道47号線) 1952 5.3 9.1 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

森野橋 (ﾓﾘﾉﾊﾞｼ) 相模原町田線(都道52号線) 1973 30.3 16 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

矢﨑橋（新） (ﾔｻｷﾊﾞｼ) 世田谷町田線(都道3号線) 1983 18.8 11 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 相模原大蔵町線(都道57号線) 2001 25.7 19.3 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

茜屋橋 (ｱｶﾈﾔﾊﾞｼ) 府中小平線(都道248号線) 1979 10.5 19.2 東京都 東京都 小金井市 Ⅰ

小金井橋 (ｺｶﾞﾈｲﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 2009 14.5 25 東京都 東京都 小金井市 Ⅰ

新前橋 (ｼﾝﾏｴﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 1986 26.5 9 東京都 東京都 小金井市 Ⅰ

関野橋 (ｾｷﾉﾊﾞｼ) 府中小金井線(都道247号線) 1965 10.5 12 東京都 東京都 小金井市 Ⅱ

西台橋 (ﾆｼﾀﾞｲﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 1968 7.5 11.7 東京都 東京都 小金井市 Ⅱ

貫井大橋 (ﾇｸｲｵｵﾊｼ) 府中小平線(都道248号線) 1994 23.2 20 東京都 東京都 小金井市 Ⅱ

前橋 (ﾏｴﾊﾞｼ) 府中清瀬線(都道15号線) 1954 4.9 8.8 東京都 東京都 小金井市 Ⅰ

新井橋（上流） (ｱﾗｲﾊﾞｼ) 相模原立川線(都道503号線) 1997 140 8.3 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

新井橋（下流） (ｱﾗｲﾊﾞｼ) 相模原立川線(都道503号線) 1997 140 8.3 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

新旭橋 (ｼﾝｱｻﾋﾊﾞｼ) 淵上日野線(都道169号線) 1979 28.6 15.2 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

平橋 (ﾀｲﾗﾊﾞｼ) 上館日野線(都道173号線) 1954 5.8 7.9 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

高幡橋 (ﾀｶﾊﾀﾊﾞｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1974 192.7 15.3 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

日野橋 (ﾋﾉﾊﾞｼ) 八王子国立線(都道256号線) 1926 367.3 10.9 東京都 東京都 日野市 Ⅲ

平山橋 (ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1982 132.8 15 東京都 東京都 日野市 Ⅲ

平山陸橋 (ﾋﾗﾔﾏﾘｯｷｮｳ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1985 229.4 12.9 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

府中四谷橋取付高架橋 (ﾌﾁｭｳﾖﾂﾔﾊﾞｼﾄﾘﾂｹｺｳｶｷｮｳ) 府中相模原線(都道20号線) 1998 360 9 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 上館日野線(都道173号線) 1954 2 9.3 東京都 東京都 日野市 Ⅰ

程久保橋 (ﾎﾄﾞｸﾎﾞﾊﾞｼ) 相模原立川線(都道503号線) 1976 11.6 15.5 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊﾞｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1966 4 6 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

三沢橋 (ﾐｻﾜﾊﾞｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1981 16.7 12 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

無名10号橋 (ﾑﾒｲ10ｺﾞｳｷｮｳ) 相模原立川線(都道503号線) 1968 3.2 6.6 東京都 東京都 日野市 Ⅰ
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橋長
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無名11号橋 (ﾑﾒｲ11ｺﾞｳｷｮｳ) 相模原立川線(都道503号線) 1946 3.1 12.9 東京都 東京都 日野市 Ⅰ

無名14号橋 (ﾑﾒｲ14ｺﾞｳｷｮｳ) 相模原立川線(都道503号線) 1955 9.4 7.6 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

無名15号橋 (ﾑﾒｲ15ｺﾞｳｷｮｳ)
町田平山八王子線(都道155号
線)

1936 2.5 4.1 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

無名18号橋 (ﾑﾒｲ18ｺﾞｳｷｮｳ) 豊田高幡線(都道159号線) 1931 4.1 5.4 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

無名33号橋 (ﾑﾒｲ33ｺﾞｳｷｮｳ) 立川日野線(都道149号線) 1989 10.6 19.7 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

無名５号橋 (ﾑﾒｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 稲城日野線(都道41号線) 1988 2.8 6 東京都 東京都 日野市 Ⅰ

無名６号橋 (ﾑﾒｲ6ｺﾞｳｷｮｳ) 稲城日野線(都道41号線) 1988 2 5.7 東京都 東京都 日野市 Ⅰ

無名７号橋 (ﾑﾒｲ7ｺﾞｳｷｮｳ) 稲城日野線(都道41号線) 1967 3.1 16 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

無名９号橋 (ﾑﾒｲ9ｺﾞｳｷｮｳ) 相模原立川線(都道503号線) 1988 5.1 23 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

和泉高架橋（下り） (ｲｽﾞﾐｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾞﾘ)) 世田谷町田線(都道3号線) 2000 69 10.2 東京都 東京都 狛江市 Ⅱ

和泉高架橋（上り） (ｲｽﾞﾐｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 世田谷町田線(都道3号線) 1995 69 10.2 東京都 東京都 狛江市 Ⅱ

多摩水道橋(下り) (ﾀﾏｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 世田谷町田線(都道3号線) 2001 358.8 10.3 東京都 東京都 狛江市 Ⅲ

多摩水道橋(上り) (ﾀﾏｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 世田谷町田線(都道3号線) 1993 358.8 10.3 東京都 東京都 狛江市 Ⅱ

大栗橋 (ｵｵｸﾞﾘﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1973 38.4 9 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

河岸乃橋 (ｶｼﾉﾊｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1979 6 25 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

唐木田大橋(下り) (ｶﾗｷﾀﾞｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 小山乞田線(都道158号線) 1992 175.5 11.8 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

唐木田大橋(上り) (ｶﾗｷﾀﾞｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 小山乞田線(都道158号線) 1992 173.5 11.8 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

小河原橋 (ｺｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1979 7.3 29.5 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

坂浜聖ヶ丘橋 (ｻｶﾊﾏﾋｼﾞﾘｶﾞｵｶﾊﾞｼ) 上麻生連光寺線(都道137号線) 1998 70.9 9 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 町田日野線(都道156号線) 1973 20.6 27.8 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

新大川橋 (ｼﾝｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1971 11.6 35.4 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

新大栗橋 (ｼﾝｵｵｸﾞﾘﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1971 46.9 25.9 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

新大橋（下り） (ｼﾝｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 府中町田線(都道18号線) 1971 27.2 9.6 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

新大橋（上り） (ｼﾝｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 府中町田線(都道18号線) 1971 27.2 16.2 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

諏訪下橋 (ｽﾜｼﾀﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1970 30 23 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 上麻生連光寺線(都道137号線) 1975 66 9 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

殿田橋（下り） (ﾄﾉﾀﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 府中相模原線(都道20号線) 1987 58.4 13.5 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

殿田橋（上り） (ﾄﾉﾀﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 府中相模原線(都道20号線) 1987 58.4 13.5 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

永山橋 (ﾅｶﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 府中町田線(都道18号線) 1971 29.6 25 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

宝蔵橋 (ﾎｳｿﾞｳﾊﾞｼ) 府中相模原線(都道20号線) 1971 43.4 35.3 東京都 東京都 多摩市 Ⅲ

行幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1970 37.1 8 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

向ノ岡大橋（大栗川） (ﾑｶｲﾉｵｶｵｵﾊｼ(ｵｵｸﾞﾘｶﾞﾜ)) 稲城日野線(都道41号線) 1985 63.5 23.5 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

向ノ岡大橋（下り） (ﾑｶｲﾉｵｶｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 稲城日野線(都道41号線) 1985 218.5 11.8 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

向ノ岡大橋（上り） (ﾑｶｲﾉｵｶｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 稲城日野線(都道41号線) 1985 218.5 11.8 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 町田調布線(都道19号線) 1993 24.4 25.8 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

稲城大橋(本線部) (ｲﾅｷﾞｵｵﾊｼ(ﾎﾝｾﾝﾌﾞ)) 川崎府中線(都道9号線) 1994 1220.1 23.2 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

神王橋 (ｼﾝﾉｳﾊﾞｼ) 町田調布線(都道19号線) 1988 18.9 10.5 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

砂場の橋 (ｽﾅﾊﾞﾉﾊｼ) 町田調布線(都道19号線) 1990 23 10.5 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 町田調布線(都道19号線) 1956 8.8 7.6 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 町田調布線(都道19号線) 1973 8.8 8.4 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

念仏橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ) 稲城日野線(都道41号線) 1957 3.4 27.8 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

東長沼陸橋 (ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾇﾏﾘｯｷｮｳ) 川崎府中線(都道9号線) 1994 13.3 43 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

分量橋 (ﾌﾞﾝﾘｮｳﾊﾞｼ) 川崎府中線(都道9号線) 1961 10.7 10 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 町田調布線(都道19号線) 1959 7.3 7.6 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ
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無名１号橋 (ﾑﾒｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町田調布線(都道19号線) 1928 4 7.8 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

矢野口橋 (ﾔﾉｸﾁﾊﾞｼ)
稲城読売ランド前停車場線(都
道124号線)

1995 20.3 16 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

竪谷戸大橋（下り） (ﾀﾃﾔﾄｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 主要地方道19号　町田調布線 2004 139 10 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

是政橋（下り） (ｺﾚﾏｻﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 川崎府中線(都道9号線) 1997 401 12 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

竪谷戸大橋（上り） (ﾀﾃﾔﾄｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 主要地方道19号　町田調布線 2004 139 10 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

是政橋（上り） (ｺﾚﾏｻﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 主要地方道川崎府中線第9号 2009 401 12.5 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ

東秋川橋 (ﾋｶﾞｼｱｷｶﾜﾊﾞｼ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1962 117.6 7 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

昭和橋人道橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ)
瑞穂あきる野八王子線(都道166
号線)

1981 6.1 2.8 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 調布田無線(都道12号線) 1976 7 7.6 東京都 東京都 西東京市 Ⅲ

柳沢橋 (ﾔｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 東京所沢線(都道4号線) 1972 39.5 28 東京都 東京都 西東京市 Ⅱ
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トンネル点検結果（統合）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

児童館前トンネル (ｼﾞﾄﾞｳｶﾝﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 140
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

児童館前トンネル (ｼﾞﾄﾞｳｶﾝﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 140
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

小学校前トンネル (ｼﾖｳｶﾞﾂｺｳﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 200
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

小学校前トンネル (ｼﾖｳｶﾞﾂｺｳﾏｴﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 200
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

北大泉公園トンネル (ｷﾀｵｵｲｽﾞﾐｺｳｴﾝﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 120
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

北大泉公園トンネル (ｷﾀｵｵｲｽﾞﾐｺｳｴﾝﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 120
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

台地部トンネル (ﾀﾞｲﾁﾌﾞﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 101
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

台地部トンネル (ﾀﾞｲﾁﾌﾞﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 101
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

交差点トンネル (ｺｳｻﾃﾝﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 108
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

交差点トンネル (ｺｳｻﾃﾝﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 108
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

都道１０８号トンネル (ﾄﾄﾞｳ108ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 32
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

都道１０８号トンネル (ﾄﾄﾞｳ108ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 東北縦貫自動車道弘前線 1993 32
東日本高速道路
株式会社

東京都 練馬区 Ⅱ

恩方トンネル (ｵﾝｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ)
国道468号(首都圏中央連絡自動
車道)

2007 735
中日本高速道路
株式会社

東京都 八王子市 Ⅱ

恩方トンネル (ｵﾝｶﾞﾀﾄﾝﾈﾙ)
国道468号(首都圏中央連絡自動
車道)

2007 715
中日本高速道路
株式会社

東京都 八王子市 Ⅱ

霞ヶ関【内回り】 (ｶｽﾐｶﾞｾｷｳﾁﾏﾜﾘ) 都心環状線 1964 781
首都高速道路株
式会社

東京都 千代田区 Ⅲ

霞ヶ関【外回り】 (ｶｽﾐｶﾞｾｷｿﾄﾏﾜﾘ) 都心環状線 1964 781
首都高速道路株
式会社

東京都 千代田区 Ⅱ

千代田【内回り】 (ﾁﾖﾀﾞｳﾁﾏﾜﾘ) 都心環状線 1964 1440
首都高速道路株
式会社

東京都 千代田区 Ⅱ

千代田【外回り】 (ﾁﾖﾀﾞｿﾄﾏﾜﾘ) 都心環状線 1964 2360
首都高速道路株
式会社

東京都 千代田区 Ⅱ

北の丸【内回り】 (ｷﾀﾉﾏﾙｳﾁﾏﾜﾘ) 都心環状線 1964 186
首都高速道路株
式会社

東京都 千代田区 Ⅱ

北の丸【外回り】 (ｷﾀﾉﾏﾙｿﾄﾏﾜﾘ) 都心環状線 1964 186
首都高速道路株
式会社

東京都 千代田区 Ⅰ

飯倉【外回り】 (ｲｲｸﾗｿﾄﾏﾜﾘ) 都心環状線 1967 109
首都高速道路株
式会社

東京都 港区 Ⅱ

赤坂【上り】 (ｱｶｻｶﾉﾎﾞﾘ) 4号新宿線 1964 528
首都高速道路株
式会社

東京都 港区 Ⅱ

赤坂【下り】 (ｱｶｻｶｸﾀﾞﾘ) 4号新宿線 1964 528
首都高速道路株
式会社

東京都 新宿区 Ⅱ

信濃町【下り】 (ｼﾅﾉﾏﾁｸﾀﾞﾘ) 4号新宿線 1964 108
首都高速道路株
式会社

東京都 新宿区 Ⅱ

山手【外回り】 (ﾔﾏﾃｿﾄﾏﾜﾘ) 中央環状線 2010 18597
首都高速道路株
式会社

東京都 目黒区 Ⅱ

羽田【上り】 (ﾊﾈﾀﾞﾉﾎﾞﾘ) 1号羽田線 1964 303
首都高速道路株
式会社

東京都 大田区 Ⅲ

羽田【下り】 (ﾊﾈﾀﾞｸﾀﾞﾘ) 1号羽田線 1964 303
首都高速道路株
式会社

東京都 大田区 Ⅲ

青山【上り】 (ｱｵﾔﾏﾉﾎﾞﾘ) 3号渋谷線 1964 103
首都高速道路株
式会社

東京都 渋谷区 Ⅰ

青山【下り】 (ｱｵﾔﾏｸﾀﾞﾘ) 3号渋谷線 1964 103
首都高速道路株
式会社

東京都 渋谷区 Ⅰ

代々木【下り】 (ﾖﾖｷﾞｸﾀﾞﾘ) 4号新宿線 1964 96
首都高速道路株
式会社

東京都 渋谷区 Ⅰ

山手【内回り】 (ﾔﾏﾃｳﾁﾏﾜﾘ) 中央環状線 2010 18098
首都高速道路株
式会社

東京都 豊島区 Ⅱ

清新町【内回り】 (ｾｲｼﾝﾁｮｳｳﾁﾏﾜﾘ) 中央環状線 2001 125
首都高速道路株
式会社

東京都 江戸川区 Ⅱ

千駄ヶ谷トンネル (ｾﾝﾀﾞｶﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 特別区道第865号路線 1964 61 渋谷区 東京都 渋谷区 Ⅲ

本町トンネル (ﾎﾝﾏﾁﾄﾝﾈﾙ) 特別区道第8号路線 1975 26 渋谷区 東京都 渋谷区 Ⅱ

新小峰トンネル (ｼﾝｺﾐﾈﾄﾝﾈﾙ) 八王子五日市線 1999 656 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

美山トンネル (ﾐﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 山田宮の前線 2001 199 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

小田野トンネル (ｵﾀﾞﾉﾄﾝﾈﾙ) 山田宮の前線 1982 165 東京都 東京都 八王子市 Ⅲ

堀之内第二トンネル (ﾎﾘﾉｳﾁﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 町田平山八王子線 1995 58 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

堀之内第三トンネル (ﾎﾘﾉｳﾁﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 町田平山八王子線 1994 265 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

戸吹トンネル（２）（上り） (ﾄﾌﾞｷﾄﾝﾈﾙ2ﾉﾎﾞﾘ) 八王子あきる野線 2004 600 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

戸吹トンネル（１）（下り） (ﾄﾌﾞｷﾄﾝﾈﾙ1ｸﾀﾞﾘ) 八王子あきる野線 2004 600 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

東薬隧道 (ﾄｳﾔｸｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道由木330号線 1973 100 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

左入トンネル (ｻﾆｭｳﾄﾝﾈﾙ) 八王子市幹線1級49号線 2000 125 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

つつじヶ丘トンネル (ﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶﾄﾝﾈﾙ) 八王子市幹線1級32号線 2007 345 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

行政区域
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トンネル点検結果（統合）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

行政区域

満地トンネル (ﾏﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道411号 1958 150 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

新満地トンネル (ｼﾝﾏﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道411号 1994 396 東京都 東京都 青梅市 Ⅲ

吹上トンネル (ﾌｷｱｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 青梅秩父線 1953 246 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

新吹上トンネル (ｼﾝﾌｷｱｹﾞﾄﾝﾈﾙ) 青梅秩父線 1994 603 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

滝成トンネル (ﾀｷﾅﾘﾄﾝﾈﾙ) 青梅秩父線 2006 142 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

御岳トンネル (ﾐﾀｹﾄﾝﾈﾙ) 奥多摩青梅線 1986 89 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

払沢トンネル (ﾊﾗｲｻﾜﾄﾝﾈﾙ) 奥多摩青梅線 1986 25 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

綾部原トンネル（上り） (ｱﾔﾍﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘ) 府中町田線 2004 399 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

綾部原トンネル（下り） (ｱﾔﾍﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘ) 府中町田線 2004 399 東京都 東京都 町田市 Ⅱ

ヒルトップ隧道 (ﾋﾙﾄｯﾌﾟｽﾞｲﾄﾞｳ) 市道N7号線 不明 64 日野市 東京都 日野市 Ⅱ

権田トンネル (ｺﾞﾝﾀﾞﾄﾝﾈﾙ) 八王子五日市線 1990 45 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

上川トンネル (ｶﾐｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 山田宮の前線 1992 348 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

網代トンネル (ｱｼﾞﾛﾄﾝﾈﾙ) 山田宮の前線 1991 562 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

五日市トンネル (ｲﾂｶｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 山田宮の前線 1991 1224 東京都 東京都 あきる野市 Ⅱ

栗坂トンネル (ｸﾘｻｶﾄﾝﾈﾙ) 上野原あきる野線 1985 209 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

甲武トンネル (ｺｳﾌﾞﾄﾝﾈﾙ) 上野原あきる野線 1990 954 東京都 東京都 檜原村 Ⅱ

愛宕トンネル (ｱﾀｺﾞﾄﾝﾈﾙ) 奥多摩あきる野線 1998 1043 東京都 東京都 奥多摩町 Ⅱ

無名 (ﾑﾒｲ) 中山沢中線 不明 17 奥多摩町 東京都 奥多摩町 Ⅱ

無名 (ﾑﾒｲ) 白妙橋大沢線 不明 15 奥多摩町 東京都 奥多摩町 Ⅱ

氷川トンネル (ﾋｶﾜﾄﾝﾈﾙ) 氷川七曲線 不明 47 奥多摩町 東京都 奥多摩町 Ⅲ

数馬トンネル (ｶｽﾞﾏﾄﾝﾈﾙ) 白丸ﾄﾝﾈﾙ迂回線 不明 11 奥多摩町 東京都 奥多摩町 Ⅲ

大坂トンネル (ｵｵｻｶﾄﾝﾈﾙ) 八丈循環線 1968 167 東京都 東京都 八丈町 Ⅱ

青宝トンネル (ｾｲﾎｳﾄﾝﾈﾙ) 青ヶ島循環線 1985 505 東京都 東京都 青ヶ島村 Ⅲ

平成流し坂トンネル (ﾍｲｾｲﾅｶﾞｼｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 青ヶ島循環線 1994 237 東京都 東京都 青ヶ島村 Ⅱ
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シェッド点検結果（統合）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

烏山シェルター (ｶﾗｽﾔﾏｼｪﾙﾀｰ) 中央自動車道富士吉田線 1976 245 10
中日本高速道路
株式会社

東京都 世田谷区 Ⅲ

烏山シェルター (ｶﾗｽﾔﾏｼｪﾙﾀｰ) 中央自動車道富士吉田線 1976 247 10
中日本高速道路
株式会社

東京都 世田谷区 Ⅲ

横間洞門 (ﾖｺﾏﾄﾞｳﾓﾝ) 八丈循環線 不明 108 8 東京都 東京都 八丈町 Ⅲ

シェッド名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

行政区域通路
幅員
（ｍ）
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大型カルバート点検結果（国土交通省）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

日本橋室町地下歩道 (ﾆﾎﾝﾊﾞｼﾑﾛﾏﾁﾁｶﾎﾄﾞｳ) 国道4号 2010 494 15 関東地方整備局 東京都 中央区 Ⅱ

蒲田アンダー (ｶﾏﾀｱﾝﾀﾞｰ) 国道15号 2012 116 18 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

瀬田アートトンネル (ｾﾀｱｰﾄﾄﾝﾈﾙ) 国道246号 1978 47 10 関東地方整備局 東京都 世田谷区 Ⅱ

八王子２カルバート (ﾊﾁｵｳｼﾞﾆｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道16号BP 1985 81 17 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

相原１カルバート (ｱｲﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道16号BP 1984 43 8 関東地方整備局 東京都 町田市 Ⅱ

日比谷地下自動車道 (ﾋﾋﾞﾔﾁｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ) 日比谷豊洲埠頭東雲町線 1968 407 7 東京都 東京都 千代田区 Ⅲ

宝町地下自動車道 (ﾀｶﾗﾁｮｳﾁｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ) 日本橋芝浦大森線 1963 50 7 東京都 東京都 中央区 Ⅱ

八重洲地下自動車道 (ﾔｴｽﾁｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ) 日本橋芝浦大森線 1963 50 7 東京都 東京都 中央区 Ⅱ

新橋地下自動車道 (ｼﾝﾊﾞｼﾁｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ) 日本橋芝浦大森線 1964 300 6 東京都 東京都 中央区 Ⅲ

東銀座地下自動車道 (ﾋｶﾞｼｷﾞﾝｻﾞﾁｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ) 日本橋芝浦大森線 1964 491 13 東京都 東京都 中央区 Ⅲ

江戸橋地下自動車道 (ｴﾄﾞﾊﾞｼﾁｶｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳ) 日本橋芝浦大森線 1963 146 14 東京都 東京都 中央区 Ⅲ

乃木坂トンネル (ﾉｷﾞｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ) 赤坂杉並線 1997 222 8 東京都 東京都 港区 Ⅱ

麻布トンネル (ｱｻﾞﾌﾞﾄﾝﾈﾙ) 環状三号線 1973 203 12 東京都 東京都 港区 Ⅲ

六本木トンネル (ﾛｯﾎﾟﾝｷﾞﾞﾄﾝﾈﾙ) 環状三号線 1993 110 13 東京都 東京都 港区 Ⅲ

特別区道墨１０８号路線ボックスカルバート (ﾄｸﾍﾞﾂｸﾄﾞｳｽﾐ108ｺﾞｳﾛｾﾝﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 特別区道墨108号路線 1989 90 11 墨田区 東京都 墨田区 Ⅱ

白金トンネル (ｼﾛｶﾞﾈﾄﾝﾈﾙ) 北品川四谷線 1966 477 13 東京都 東京都 品川区 Ⅱ

青山トンネル (ｱｵﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 霞ヶ関渋谷線 1967 116 21 東京都 東京都 渋谷区 Ⅱ

南橋トンネル (ﾐﾅﾐﾊｼﾄﾝﾈﾙ) 本郷赤羽線 1991 102 7 東京都 東京都 北区 Ⅲ

赤羽台トンネル (ｱｶﾊﾞﾈﾀﾞｲﾄﾝﾈﾙ) 区道北2006号 1992 198 11 北区 東京都 北区 Ⅱ

胡録トンネル (ｺﾛｸﾄﾝﾈﾙ) 言問大谷田線 2006 150 11 東京都 東京都 荒川区 Ⅲ

北町若木トンネル (ｷﾀﾏﾁﾜｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ) 環状八号線 2005 475 13 東京都 東京都 練馬区 Ⅱ

練馬春日町トンネル (ﾈﾘﾏｶｽｶﾞﾁｮｳﾄﾝﾈﾙ) 環状八号線 2006 273 13 東京都 東京都 練馬区 Ⅱ

小台一丁目トンネル (ｵﾀﾞｲｲｯﾁｮｳﾒﾄﾝﾈﾙ) 新荒川堤防線 2003 37 7 東京都 東京都 足立区 Ⅰ

小台トンネル (ｵﾀﾞｲﾄﾝﾈﾙ) 新荒川堤防線 2003 186 7 東京都 東京都 足立区 Ⅱ

加平谷中トンネル（歩道） (ｶﾍｲﾔﾅｶﾄﾝﾈﾙﾎﾄﾞｳ) 大谷田352 2008 340 9 足立区 東京都 足立区 Ⅰ

加平谷中トンネル（スロープ） (ｶﾍｲﾔﾅｶﾄﾝﾈﾙｽﾛｰﾌﾟ) 大谷田352 2008 20 4 足立区 東京都 足立区 Ⅱ

加平谷中トンネル（車道） (ｶﾍｲﾔﾅｶﾄﾝﾈﾙｼｬﾄﾞｳ) 大谷田352 2008 340 9 足立区 東京都 足立区 Ⅱ

堀之内第一トンネル (ﾎﾘﾉｳﾁﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 町田平山八王子線 1996 120 7 東京都 東京都 八王子市 Ⅰ

松ヶ谷トンネル (ﾏﾂｶﾞﾔﾄﾝﾈﾙ) 小山乞田線 1984 340 7 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

戸吹トンネル (ﾄﾌﾞｷﾄﾝﾈﾙ) 八王子あきる野線 2004 212 8 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

北八幡寺芝トンネル (ｷﾀﾊﾁﾏﾝｼﾞｼﾊﾞﾄﾝﾈﾙ) 町田平山八王子線 1995 49 9 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

多摩丘陵トンネル (ﾀﾏｷｭｳﾘｮｳﾄﾝﾈﾙ) 町田日野線 1996 268 10 東京都 東京都 八王子市 Ⅱ

玉川上水立体 (ﾀﾏｶﾞﾜｼﾞｮｳｽｲﾘｯﾀｲ) 立川東大和線 1998 225 13 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

立川立体 (ﾀﾁｶﾜﾘｯﾀｲ) さいたま東村山線 2009 64 13 東京都 東京都 立川市 Ⅱ

新満地トンネル (ｼﾝﾏﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ) 国道411号 1994 15 8 東京都 東京都 青梅市 Ⅱ

本宿トンネル (ﾎﾝｼﾞｭｸﾄﾝﾈﾙ) 府中町田線 1977 128 17 東京都 東京都 府中市 Ⅲ

府中栄町立体 (ﾌﾁｭｳｻｶｴﾁｮｳﾘｯﾀｲ) 新宿国立線 1992 67 16 東京都 東京都 府中市 Ⅲ

小柳立体 (ｺﾔﾅｷﾞﾘｯﾀｲ) 川崎府中線 1994 45 9 東京都 東京都 府中市 Ⅲ

つつじが丘立体 (ﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶﾘｯﾀｲ) 三ﾂ木八王子線 1986 35 9 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

松原立体 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾘｯﾀｲ) 昭島停車場熊川線 2000 44 9 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

中神立体 (ﾅｶｶﾞﾐﾘｯﾀｲ) 八王子武蔵村山線 2008 30 9 東京都 東京都 昭島市 Ⅱ

小山長池トンネル (ｺﾔﾏﾅｶﾞｲｹﾄﾝﾈﾙ) 小山乞田線 1996 129 26 東京都 東京都 町田市 Ⅰ

山崎団地トンネル (ﾔﾏｻﾞｷﾀﾞﾝﾁﾄﾝﾈﾙ) 八王子町田線 2007 44 22 東京都 東京都 町田市 Ⅰ

貫井トンネル (ﾇｸｲﾄﾝﾈﾙ) 府中小平線 1979 50 10 東京都 東京都 小金井市 Ⅲ

小平グリーンロード立体 (ｺﾀﾞｲﾗｸﾞﾘｰﾝﾛｰﾄﾞﾞﾘｯﾀｲ) 府中小平線 2005 57 6 東京都 東京都 小平市 Ⅱ

高幡立体 (ﾀｶﾊﾀﾘｯﾀｲ) 相模原立川線 1999 127 10 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

一ノ宮立体 (ｲﾁﾉﾐﾔﾘｯﾀｲ) 府中相模原線 1998 172 7 東京都 東京都 日野市 Ⅱ

大型カルバート名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

行政区域通路
幅員
（ｍ）
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大型カルバート点検結果（国土交通省）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

大型カルバート名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

延長
（m）

行政区域通路
幅員
（ｍ）

南平立体 (ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾗﾘｯﾀｲ) 幹線市道Ⅰ-11号線 2010 29 18 日野市 東京都 日野市 Ⅱ

殿ヶ谷戸立体 (ﾄﾉｶﾞﾔﾘｯﾀｲ) 小川山府中線 2008 17 9 東京都 東京都 国分寺市 Ⅱ

芝山立体 (ｼﾊﾞﾔﾏﾘｯﾀｲ) さいたま東村山線 1991 47 9 東京都 東京都 清瀬市 Ⅱ

山王隧道 (ｻﾝﾉｳｽﾞｲﾄﾞｳ) 町田日野線 1976 111 13 東京都 東京都 多摩市 Ⅱ

東長沼押立立体 (ﾋｶﾞｼﾅｶﾞﾇﾏｵｼﾀﾃﾘｯﾀｲ) 川崎府中線 1994 482 12 東京都 東京都 稲城市 Ⅱ
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横断歩道橋点検結果（統合）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

更正橋歩道橋 (ｺｳｾｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1972 92 2 関東地方整備局 東京都 墨田区 Ⅱ

亀戸駅前歩道橋 (ｶﾒｲﾄﾞｴｷﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道14号 1970 171 3 関東地方整備局 東京都 江東区 Ⅳ

立会川歩道橋 (ﾀﾁｱｲｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道15号 1969 22 2 関東地方整備局 東京都 品川区 Ⅱ

南大井歩道橋 (ﾐﾅﾐｵｵｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道15号 1967 30 2 関東地方整備局 東京都 品川区 Ⅱ

東品川歩道橋 (ﾋｶﾞｼｼﾅｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道357号 1967 44 2 関東地方整備局 東京都 品川区 Ⅱ

南馬込歩道橋 (ﾐﾅﾐﾏｺﾞﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道1号 1969 23 2 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅲ

南馬込五丁目歩道橋 (ﾐﾅﾐﾏｺﾞﾒ5ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道1号 1970 28 2 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

烏山二丁目歩道橋 (ｶﾗｽﾔﾏ2ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 22 2 関東地方整備局 東京都 世田谷区 Ⅲ

烏山三丁目歩道橋 (ｶﾗｽﾔﾏ3ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 18 2 関東地方整備局 東京都 世田谷区 Ⅲ

池尻歩道橋 (ｲｹｼﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道246号 1969 36 2 関東地方整備局 東京都 世田谷区 Ⅲ

用賀第一歩道橋 (ﾖｳｶﾞﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道246号 1978 27 2 関東地方整備局 東京都 世田谷区 Ⅲ

玉川通り歩道橋 (ﾀﾏｶﾞﾜﾄﾞｵﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道246号 1974 46 2 関東地方整備局 東京都 世田谷区 Ⅲ

上高井戸歩道橋 (ｶﾐﾀｶｲﾄﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 18 2 関東地方整備局 東京都 杉並区 Ⅱ

大原歩道橋 (ｵｵﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道17号 1971 24 2 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅲ

志村三丁目歩道橋 (ｼﾑﾗ3ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道17号 1967 21 2 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅲ

笹目橋歩道橋 (ｻｻﾒﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道17号 1985 75 2 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅰ

東山町歩道橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾏﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道254号 1970 21 2 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅲ

東新町歩道橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道254号 1967 20 2 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅲ

桜川歩道橋 (ｻｸﾗｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道254号 1968 21 2 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅱ

北町八丁目歩道橋 (ｷﾀﾏﾁ8ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道254号 1969 21 2 関東地方整備局 東京都 練馬区 Ⅰ

千住新橋（右岸下り） (ｾﾝｼﾞｭｼﾝﾊﾞｼｳｶﾞﾝｸﾀﾞﾘ) 国道4号 1983 93 3 関東地方整備局 東京都 足立区 Ⅲ

六月町歩道橋 (ﾛｸｶﾞﾂﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1969 21 2 関東地方整備局 東京都 足立区 Ⅲ

四ツ木１丁目歩道橋 (ﾖﾂｷﾞ1ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1987 32 2 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅱ

白鳥四丁目歩道橋 (ｼﾗﾄﾘ4ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1967 21 2 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅲ

小松川橋右岸 (ｺﾏﾂｶﾞﾜﾊｼｳｶﾞﾝ) 国道14号 1971 25 2 関東地方整備局 東京都 江戸川区 Ⅱ

西一之江歩道橋 (ﾆｼｲﾁﾉｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道14号 1967 21 2 関東地方整備局 東京都 江戸川区 Ⅲ

片倉駅前歩道橋 (ｶﾀｸﾗｴｷﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道16号 1967 20 2 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅲ

八王子市左入町歩道橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞｼｻﾆｭｳﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道16号 1967 35 2 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅲ

大和田小学校前歩道橋 (ｵｵﾜﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道16号BP 1984 33 2 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

府中市白糸台３丁目歩道橋 (ﾌﾁｭｳｼｼﾗｲﾄﾀﾞｲ3ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 17 2 関東地方整備局 東京都 府中市 Ⅲ

府中市若松町１丁目歩道橋 (ﾌﾁｭｳｼﾜｶﾏﾂﾁｮｳ1ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1966 19 2 関東地方整備局 東京都 府中市 Ⅲ

調布市仙川３丁目歩道橋 (ﾁｮｳﾌｼｾﾝｶﾞﾜ3ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 18 2 関東地方整備局 東京都 調布市 Ⅱ

調布市仙川２丁目歩道橋 (ﾁｮｳﾌｼｾﾝｶﾞﾜ2ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 18 2 関東地方整備局 東京都 調布市 Ⅲ

調布市西つつじヶ丘３丁目歩道橋 (ﾁｮｳﾌｼﾆｼﾂﾂｼﾞｶﾞｵｶ3ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1967 16 2 関東地方整備局 東京都 調布市 Ⅲ

調布市菊野台１丁目歩道橋 (ﾁｮｳﾌｼｷｸﾉﾀﾞｲ1ﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1969 16 2 関東地方整備局 東京都 調布市 Ⅱ

多摩平２号歩道橋 (ﾀﾏﾀﾞｲﾗﾆｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 1970 18 2 関東地方整備局 東京都 日野市 Ⅱ

国立三中前歩道橋 (ｸﾆﾀﾁｼｻﾝﾁｭｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道20号 2006 34 3 関東地方整備局 東京都 国立市 Ⅰ

東金町歩道橋内廻り (ﾋｶﾞｼｶﾅﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳｳﾁﾏﾜﾘ) 国道298号 不明 118 3 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅱ

東金町歩道橋外廻り (ﾋｶﾞｼｶﾅﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳｿﾄﾏﾜﾘ) 国道298号 不明 113 3 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅰ

祝橋公園 (ｲﾜｲﾊﾞｼｺｳｴﾝ) 高速都心環状線 1962 36 22
首都高速道路株
式会社

東京都 中央区 Ⅲ

築地川銀座公園橋 (ﾂｷｼﾞｶﾞﾜｷﾞﾝｻﾞｺｳｴﾝｷｮｳ) 高速都心環状線 1995 36 64
首都高速道路株
式会社

東京都 中央区 Ⅱ

宝橋公園 (ﾀｶﾗﾊﾞｼｺｳｴﾝ) 高速都心環状線 1962 31 20
首都高速道路株
式会社

東京都 中央区 Ⅱ

久安橋公園 (ｷｭｳｱﾝﾊﾞｼｺｳｴﾝ) 高速都心環状線 1962 32 10
首都高速道路株
式会社

東京都 中央区 Ⅱ

台東区管理通路第５号線橋 (ﾀｲﾄｳｸｶﾝﾘﾂｳﾛﾀﾞｲｺﾞｺﾞｳｾﾝｷｮｳ) 特別区道台第58号線 2000 18 20 台東区 東京都 台東区 Ⅰ

入谷歩道橋 (ｲﾘﾔﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道台第72号線 1968 13 2 台東区 東京都 台東区 Ⅱ

上野小学校前歩道橋 (ｳｴﾉｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道台第53号線 1970 20 2 台東区 東京都 台東区 Ⅱ

上野パーキング前歩道橋 (ｳｴﾉﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道台第58号線 2004 33 3 台東区 東京都 台東区 Ⅰ

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

橋長
（m）

行政区域通路
幅員
（ｍ）

1 / 3 ページ【横断歩道橋】

- 76 -



横断歩道橋点検結果（統合）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

橋長
（m）

行政区域通路
幅員
（ｍ）

八つ山歩道橋 (ﾔﾂﾔﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道Ⅲ-12-1号線 2003 89 3 品川区 東京都 品川区 Ⅱ

東八つ山歩道橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾂﾔﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道Ⅲ-12号線 1998 31 3 品川区 東京都 品川区 Ⅰ

台場歩道橋 (ﾀﾞｲﾊﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道幹線一級4号線 1969 27 2 品川区 東京都 品川区 Ⅱ

城南第二歩道橋 (ｼﾞｮｳﾅﾝﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道Ⅲ-56号線 1969 14 2 品川区 東京都 品川区 Ⅱ

勝島歩道橋 (ｶﾂｼﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道幹線一級7号線 1985 26 2 品川区 東京都 品川区 Ⅱ

勝島東歩道橋 (ｶﾂｼﾏﾋｶﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道幹線一級7号線 1996 36 4 品川区 東京都 品川区 Ⅱ

不動前歩道橋 (ﾌﾄﾞｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道Ⅰ-80号線 1999 17 3 品川区 東京都 品川区 Ⅱ

荻窪西口連絡橋 (ｵｷﾞｸﾎﾞﾆｼｸﾞﾁﾚﾝﾗｸｷｮｳ) 区道2123号線 2004 37 4 杉並区 東京都 杉並区 Ⅰ

池袋本町四丁目歩道橋 (ｲｹﾌﾞｸﾛﾎﾝﾁｮｳﾖﾝﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 特別区道21-860 1981 17 3 豊島区 東京都 豊島区 Ⅲ

新柳橋歩道橋 (ｼﾝﾔﾅｷﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 区道北1186号線 1972 38 2 北区 東京都 北区 Ⅲ

相生第二歩道橋 (ｱｲｵｲﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 板橋特別区道2944号線 1977 62 3 板橋区 東京都 板橋区 Ⅱ

大山駅前歩道橋 (ｵｵﾔﾏｴｷﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 東武東上線 1971 50 3 板橋区 東京都 板橋区 Ⅱ

東四つ木四丁目歩道橋 (ﾋｶﾞｼﾖﾂｷﾞﾖﾝﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 葛882号 2000 98 4 葛飾区 東京都 葛飾区 Ⅱ

亀有香取歩道橋 (ｶﾒｱﾘｶﾄﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 葛342号 2006 166 3 葛飾区 東京都 葛飾区 Ⅰ

市立大和田小学校歩道橋 (ｼﾘﾂｵｵﾜﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級16号線 1971 14 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

市立第十小学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾀﾞｲｼﾞｭｳｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級16号線 1970 15 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

市立老人ホーム歩道橋 (ｼﾘﾂﾛｳｼﾞﾝﾎｰﾑﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級16号線 1974 14 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

市立第五中学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級17号線 1967 17 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立第一小学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級17号線 1971 16 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

市立第二小学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級17号線 1966 16 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立横川小学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾖｺｶﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級10号線 1979 21 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立第四小学校歩道橋（１） (ｼﾘﾂﾀﾞｲﾖﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ1) 1級24号線 1968 12 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立第四小学校歩道橋（２） (ｼﾘﾂﾀﾞｲﾖﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ2) 1級23号線 1971 13 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立長房小学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾅｶﾞﾌﾞｻﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級32号線 1972 15 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

八王子市長房町歩道橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞｼﾅｶﾞﾌﾞｻﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級10号線 1971 17 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

市立第七小学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾀﾞｲﾅﾅｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級22号線 1970 18 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立散田小学校歩道橋 (ｼﾘﾂｻﾝﾀﾞﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級35号線 1972 17 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

市立横山中学校歩道橋 (ｼﾘﾂﾖｺﾔﾏﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級9号線 1968 14 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

滝の沢歩道橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 由木790号線 1992 46 9 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

大田切歩道橋 (ｵｵﾀｷﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 由木719号線 1996 71 4 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

風返歩道橋 (ｶｾﾞｶﾞｴｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 由木652号線 1978 42 4 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

グリーンヒル寺田第１歩道橋 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾃﾗﾀﾞﾀﾞｲ1ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級37号線 1983 38 3 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

グリーンヒル寺田第２歩道橋 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾃﾗﾀﾞﾀﾞｲ2ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級37号線 1983 40 4 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

グリーンヒル寺田第３歩道橋 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾃﾗﾀﾞﾀﾞｲ3ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級37号線 1983 36 3 八王子市 東京都 八王子市 Ⅲ

グリーンヒル寺田第４歩道橋 (ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾃﾗﾀﾞﾀﾞｲ4ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級37号線 1983 35 2 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

マルベリーブリッジ（中央） (ﾏﾙﾍﾞﾘｰﾌﾞﾘｯｼﾞﾁｭｳｵｳ) 八王子1146号線 2000 70 19 八王子市 東京都 八王子市 Ⅱ

マルベリーブリッジ（東側） (ﾏﾙﾍﾞﾘｰﾌﾞﾘｯｼﾞﾋｶﾞｼｶﾞﾜ) 八王子1146号線 2013 121 6 八王子市 東京都 八王子市 Ⅰ

むらさき橋通り１号橋 (ﾑﾗｻｷﾊﾞｼﾄﾞｵﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道第129号線 不明 18 2 三鷹市 東京都 三鷹市 Ⅲ

飛田給スタジアム前歩道橋 (ﾄﾋﾞﾀｷｭｳｽﾀｼﾞｱﾑﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 主要市道33号線 1999 92 22 調布市 東京都 調布市 Ⅱ

鶴川団地１号橋 (ﾂﾙｶﾜﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 無し 1967 23 2 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

鶴川センター前歩道橋 (ﾂﾙｶﾜｾﾝﾀｰﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 無し 1972 18 2 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

忠生第一小学校前横断歩道橋 (ﾀﾀﾞｵﾀﾞｲｲﾁｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 無し 1975 21 2 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

今井谷戸歩道橋 (ｲﾏｲﾔﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 無し 1972 24 2 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

本町田西小学校前歩道橋 (ﾎﾝﾏﾁﾀﾞﾆｼｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 無し 1973 19 2 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

鶴間横断歩道橋 (ﾂﾙﾏｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 無し 1970 16 2 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

ペデストリアン６号デッキ (ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝ6ｺﾞｳﾃﾞｯｷ) 無し 1980 37 3 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

小田急町田駅前デッキ (ｵﾀﾞｷｭｳﾏﾁﾀﾞｴｷﾏｴﾃﾞｯｷ) 無し 1988 20 5 町田市 東京都 町田市 Ⅱ
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横断歩道橋点検結果（統合）

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

橋長
（m）

行政区域通路
幅員
（ｍ）

小田急高架下デッキ (ｵﾀﾞｷｭｳｺｳｶｼﾀﾃﾞｯｷ) 無し 1982 37 1 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

ペデストリアン３号デッキ (ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝ3ｺﾞｳﾃﾞｯｷ) 無し 1980 50 36 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

町田横断歩道橋 (ﾏﾁﾀﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 無し 1978 101 6 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

町田バスセンター西１号デッキ (ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾆｼ1ｺﾞｳﾃﾞｯｷ) 無し 1975 34 5 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

町田バスセンター西２号デッキ (ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾆｼ2ｺﾞｳﾃﾞｯｷ) 無し 1983 34 5 町田市 東京都 町田市 Ⅱ

豊田跨線人道橋 (ﾄﾖﾀﾞｺｾﾝｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 認定外 1968 44 2 日野市 東京都 日野市 Ⅱ

平山跨線人道橋 (ﾋﾗﾔﾏｺｾﾝｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 認定外 1967 75 3 日野市 東京都 日野市 Ⅱ

富士見町横断歩道橋 (ﾌｼﾞﾐﾁｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 補助道第1号線 1969 44 2 東村山市 東京都 東村山市 Ⅲ

萩山駅横断歩道橋 (ﾊｷﾞﾔﾏｴｷｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 補助道第1号線 1973 74 3 東村山市 東京都 東村山市 Ⅳ

栄町横断歩道橋 (ｻｶｴﾁｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道第315号線1 1969 83 2 東村山市 東京都 東村山市 Ⅳ

美住町横断歩道橋 (ﾐｽﾐﾁｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 西武多摩湖線 1986 52 2 東村山市 東京都 東村山市 Ⅲ

福生駅自由通路 (ﾌｯｻｴｷｼﾞﾕｳﾂｳﾛ) 市道第1259号線 1986 70 5 福生市 東京都 福生市 Ⅱ

牛浜駅自由通路 (ｳｼﾊﾏｴｷｼﾞﾕｳﾂｳﾛ) 市道第1277号線 2012 80 4 福生市 東京都 福生市 Ⅱ

東大和市立第六小学校前横断歩道橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾏﾄｼﾘﾂﾀﾞｲﾛｸｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道第3号線 1972 42 2 東大和市 東京都 東大和市 Ⅱ

日向人道橋 (ﾋﾅﾀｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 日向公営住宅下線 2010 18 3 奥多摩町 東京都 奥多摩町 Ⅱ
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門型標識等点検結果（統合）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

案内標識 国道1号 1991 31 関東地方整備局 東京都 千代田区 Ⅲ

案内標識 国道1号 不明 14 関東地方整備局 東京都 千代田区 Ⅰ

案内標識 国道1号 2011 15 関東地方整備局 東京都 千代田区 Ⅰ

案内標識 国道1号 2000 16 関東地方整備局 東京都 千代田区 Ⅱ

案内標識 国道1号 不明 23 関東地方整備局 東京都 港区 Ⅰ

案内標識 国道1号 2010 18 関東地方整備局 東京都 港区 Ⅰ

案内標識 国道1号 不明 14 関東地方整備局 東京都 港区 Ⅰ

案内標識 国道1号 1993 16 関東地方整備局 東京都 港区 Ⅰ

案内標識 国道1号 2010 20 関東地方整備局 東京都 港区 Ⅰ

案内標識 国道1号 1993 28 関東地方整備局 東京都 港区 Ⅱ

案内標識 国道1号 1987 28 関東地方整備局 東京都 品川区 Ⅱ

案内標識 国道1号 2000 13 関東地方整備局 東京都 品川区 Ⅱ

案内標識 国道1号 不明 15 関東地方整備局 東京都 品川区 Ⅲ

案内標識 国道1号 2000 20 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

案内標識 国道1号 1994 21 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅲ

案内標識 国道1号 1993 23 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

提供装置 国道20号 2006 15 関東地方整備局 東京都 渋谷区 Ⅱ

提供装置 国道246号 2006 15 関東地方整備局 東京都 渋谷区 Ⅱ

案内標識 国道17号(BP) 1994 15 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅱ

案内標識 国道17号(BP) 1994 12 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅱ

案内標識 国道17号(BP) 1994 18 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅱ

案内標識 国道17号(BP) 1990 14 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅲ

案内標識 国道17号(BP) 1994 11 関東地方整備局 東京都 板橋区 Ⅰ

案内標識 国道357号 2003 11 関東地方整備局 東京都 江戸川区 Ⅱ

提供装置 国道20号 2006 15 関東地方整備局 東京都 調布市 Ⅱ

案内標識 国道15号 2000 32 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

案内標識 国道15号 1998 32 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

案内標識 国道15号 1998 28 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

案内標識 国道15号 2000 28 関東地方整備局 東京都 大田区 Ⅱ

提供装置 国道20号 2005 8 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅰ

案内標識 国道16号BP 1993 13 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

案内標識 国道16号BP 1985 23 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

案内標識 国道20号 1990 17 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅲ

案内標識 国道20号 1989 15 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

案内標識 国道20号 1989 15 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

案内標識 国道20号 1994 14 関東地方整備局 東京都 八王子市 Ⅱ

案内標識 国道16号BP 1985 23 関東地方整備局 東京都 町田市 Ⅱ

案内標識 国道298号 2005 8 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅱ

案内標識 国道298号 2005 8 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅱ

案内標識 国道298号 1992 8 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅱ

案内標識 国道298号 2005 8 関東地方整備局 東京都 葛飾区 Ⅱ

案内標識 国道357号 不明 14 関東地方整備局 東京都 江戸川区 Ⅱ

施設名 路線名
完成
年次
（西暦）

道路
幅員
（m）

行政区域

1 / 7 ページ【門型標識等】

- 79 -



門型標識等点検結果（統合）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

施設名 路線名
完成
年次
（西暦）

道路
幅員
（m）

行政区域

案内標識 国道357号 2003 14 関東地方整備局 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路標識 東北縦貫自動車道弘前線 2002 21.7 東日本高速道路株式会社 東京都 練馬区 Ⅰ

道路標識 東北縦貫自動車道弘前線 1994 7 東日本高速道路株式会社 東京都 練馬区 Ⅰ

道路標識 第一東海自動車道 1968 27 中日本高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 第一東海自動車道 不明 10 中日本高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 第一東海自動車道 不明 10 中日本高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 第一東海自動車道 不明 10 中日本高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 第一東海自動車道 不明 10 中日本高速道路株式会社 東京都 杉並区 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1967 26.2 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 57.3 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 13.9 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 11.9 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 7.1 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1973 9.9 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 11.8 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 7.1 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 7.6 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 18.1 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1996 4.5 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅱ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2008 5 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2008 10.4 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1996 19.1 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1996 14.4 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅱ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1996 7.5 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅱ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1996 7.5 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2009 4.9 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 6.2 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 21.7 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2007 12.3 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識
国道468号(首都圏中央連絡自
動車道)

2007 11.3 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路標識
国道468号(首都圏中央連絡自
動車道)

2007 21.1 中日本高速道路株式会社 東京都 八王子市 Ⅰ

道路情報提供装置 中央自動車道富士吉田線 1990 7 中日本高速道路株式会社 東京都 三鷹市 Ⅰ

道路情報提供装置 中央自動車道富士吉田線 1996 12.1 中日本高速道路株式会社 東京都 府中市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2006 6.8 中日本高速道路株式会社 東京都 調布市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2006 5.5 中日本高速道路株式会社 東京都 調布市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2006 12.3 中日本高速道路株式会社 東京都 調布市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2003 16.6 中日本高速道路株式会社 東京都 国立市 Ⅰ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 1993 15.4 中日本高速道路株式会社 東京都 国立市 Ⅱ

道路標識 中央自動車道富士吉田線 2003 15.4 中日本高速道路株式会社 東京都 国立市 Ⅰ

道路標識 高速1号上野線 1993 11.3 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速1号上野線 1993 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2004 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ
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門型標識等点検結果（統合）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

施設名 路線名
完成
年次
（西暦）

道路
幅員
（m）

行政区域

道路情報提供装置 高速都心環状線 2013 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2004 8.1 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1995 25.7 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2008 7.6 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 1997 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅱ

道路標識 高速5号池袋線 1967 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 2008 10 首都高速道路株式会社 東京都 千代田区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1964 22.7 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2008 11 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 2013 10.3 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速八重洲線 2003 15.8 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1991 14.4 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1991 12.9 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2005 21.1 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速6号向島線 1994 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2003 22.6 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速6号向島線 1980 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2005 7.8 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 1964 14 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速6号向島線 2012 20 首都高速道路株式会社 東京都 中央区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1983 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号羽田線 1993 14 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 1986 7.6 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1967 7.7 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1967 7.4 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2008 7.7 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 2006 7.8 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 2006 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速2号目黒線 2006 8.1 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速2号目黒線 2013 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 1993 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1994 15 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 1979 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路標識 高速都心環状線 1993 14.8 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号羽田線 1993 20.8 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速11号台場線 1993 13.8 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 1965 12 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速都心環状線 2013 18 首都高速道路株式会社 東京都 港区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速4号新宿線 1990 14.6 首都高速道路株式会社 東京都 新宿区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速4号新宿線 1995 17.9 首都高速道路株式会社 東京都 新宿区 Ⅰ

道路標識 高速4号新宿線 2008 22 首都高速道路株式会社 東京都 新宿区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速4号新宿線 2010 16 首都高速道路株式会社 東京都 新宿区 Ⅰ
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道路標識 高速5号池袋線 1998 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 文京区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速5号池袋線 1986 7.1 首都高速道路株式会社 東京都 文京区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速5号池袋線 1988 4.8 首都高速道路株式会社 東京都 文京区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 2008 12 首都高速道路株式会社 東京都 文京区 Ⅰ

道路標識 高速1号上野線 2003 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 台東区 Ⅰ

道路標識 高速1号上野線 2008 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 台東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号上野線 1986 14.6 首都高速道路株式会社 東京都 台東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速6号向島線 1999 21 首都高速道路株式会社 東京都 墨田区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1993 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 2000 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 2008 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 2008 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 2008 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 2008 17.1 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1984 22 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速9号深川線 2008 8 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速9号深川線 1980 8 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 2007 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 2008 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速9号深川線 1979 8 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1994 22.1 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1998 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1999 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速11号台場線 1993 8 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速11号台場線 1993 16 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速9号深川線 1998 10.5 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速9号深川線 1980 28 首都高速道路株式会社 東京都 江東区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1993 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 2000 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1993 21.2 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 2000 14 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1993 16.5 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 1963 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号羽田線 2009 12 首都高速道路株式会社 東京都 品川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速3号渋谷線 2010 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 目黒区 Ⅰ

道路標識 高速3号渋谷線 2010 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 目黒区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1993 24.3 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 高速1号羽田線 1992 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 2007 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 1963 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 1993 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 1994 7.5 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ
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道路標識 高速1号羽田線 2005 14.6 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 1964 21 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 1964 38 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速1号羽田線 2008 10 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号羽田線 2013 12 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号羽田線 2008 12 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速1号羽田線 2008 10 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1995 18 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1995 17 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1995 8 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1995 19 首都高速道路株式会社 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 高速3号渋谷線 1995 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 高速3号渋谷線 1995 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速3号渋谷線 1995 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 高速3号渋谷線 2005 4.8 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速3号渋谷線 1971 4.8 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 高速3号渋谷線 2008 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 高速3号渋谷線 1995 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速4号新宿線 1994 19.3 首都高速道路株式会社 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速4号新宿線 1986 8 首都高速道路株式会社 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 高速4号新宿線 2003 8.7 首都高速道路株式会社 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速4号新宿線 1994 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 高速4号新宿線 1997 10.3 首都高速道路株式会社 東京都 杉並区 Ⅰ

道路標識 高速4号新宿線 1998 14.6 首都高速道路株式会社 東京都 杉並区 Ⅰ

道路標識 高速4号新宿線 2008 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 杉並区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速5号池袋線 1969 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 1969 14.6 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 2008 12.4 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 1969 7.3 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 1969 7.4 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速5号池袋線 1978 20 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速5号池袋線 1986 20 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京西地区) 2009 9 首都高速道路株式会社 東京都 豊島区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京西地区) 2008 8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京西地区) 2005 8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速中央環状線(東京西地区) 2008 8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京西地区) 2003 8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 2008 8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 2008 8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速5号池袋線 2007 17.1 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 2003 15.2 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 2003 12.8 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ
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道路情報提供装置 高速5号池袋線 2013 10 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路標識 高速5号池袋線 1991 30 首都高速道路株式会社 東京都 板橋区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速中央環状線(東京西地区) 2003 8 首都高速道路株式会社 東京都 足立区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1987 13.8 首都高速道路株式会社 東京都 足立区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速6号三郷線 1999 8.5 首都高速道路株式会社 東京都 足立区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速6号三郷線 1999 20 首都高速道路株式会社 東京都 足立区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速6号三郷線 1985 20 首都高速道路株式会社 東京都 足立区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速中央環状線(東京東地区) 2013 18 首都高速道路株式会社 東京都 足立区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1994 8 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速中央環状線(東京東地区) 1994 14.5 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1994 14.5 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1994 15.1 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1994 14.5 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1994 11.3 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速中央環状線(東京東地区) 1987 11.3 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速中央環状線(東京東地区) 1987 9.3 首都高速道路株式会社 東京都 葛飾区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 2004 14.3 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1998 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1998 29.5 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 1998 18.4 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路情報提供装置 高速湾岸線(東京地区) 1998 13.3 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路標識 高速中央環状線(東京東地区) 1990 9.3 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路標識 高速湾岸線(東京地区) 2004 6.5 首都高速道路株式会社 東京都 江戸川区 Ⅰ

道路標識 都道316号線 1994 40 東京都 東京都 品川区 Ⅰ

道路標識 都道421号線 不明 22 東京都 東京都 品川区 Ⅱ

道路標識 都道421号線 不明 32 東京都 東京都 品川区 Ⅱ

道路標識 都道316号 不明 21 東京都 東京都 品川区 Ⅲ

道路標識 都道317号 不明 20 東京都 東京都 品川区 Ⅰ

道路標識 都道317号線 1994 34 東京都 東京都 目黒区 Ⅱ

道路標識 都道311号線 不明 26 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道316号線 不明 80 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道316号線 不明 80 東京都 東京都 大田区 Ⅲ

道路標識 都道316号線 不明 110 東京都 東京都 大田区 Ⅲ

道路標識 都道318号線 2001 70 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道318号線 不明 36 東京都 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 都道318号線 1986 26 東京都 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 都道318号線 1988 26 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道318号線 不明 36 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道311号 不明 10 東京都 東京都 大田区 Ⅰ

道路標識 都道316号 不明 7 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道318号 不明 17 東京都 東京都 大田区 Ⅱ

道路標識 都道311号線 不明 24 東京都 東京都 世田谷区 Ⅱ
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門型標識等点検結果（統合）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

施設名 路線名
完成
年次
（西暦）

道路
幅員
（m）

行政区域

道路標識 都道311号線 2011 32 東京都 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 都道311号線 2011 26 東京都 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 国道466号 不明 26 東京都 東京都 世田谷区 Ⅰ

道路標識 都道318号線 1997 24 東京都 東京都 世田谷区 Ⅱ

道路標識 都道3号 不明 14 東京都 東京都 世田谷区 Ⅱ

道路標識 都道413号線 1994 26 東京都 東京都 渋谷区 Ⅱ

道路標識 都道413号線 不明 32 東京都 東京都 渋谷区 Ⅱ

道路標識 都道317号環状六号線 不明 15 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 都道317号 不明 24 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 都道317号 不明 26 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 都道317号 2010 13 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 都道317号 不明 25 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 都道317号 2010 13 東京都 東京都 渋谷区 Ⅰ

道路標識 練馬主要区道35号線 不明 6 練馬区 東京都 練馬区 Ⅰ

道路標識 練馬主要区道35号線 不明 8 練馬区 東京都 練馬区 Ⅱ

道路情報提供装置 市道幹線1級16号線 2001 18 八王子市 東京都 八王子市 Ⅰ
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