
一連No. 整備年度 区市町村 地区名

1 平成23年度 港区 品川駅港南口地区

2 平成23年度 江戸川区 西葛西駅地区

3 平成23年度 小平市 小平駅南口地区

4 平成25年度 板橋区 志村坂上駅地区

5 平成25年度 板橋区 蓮根駅地区

6 平成25年度 江戸川区 船堀駅地区

7 平成25年度 府中市 中河原駅地区

8 平成26年度 品川区 大崎駅地区

9 平成26年度 大田区 池上駅地区

10 平成26年度 目黒区 都立大学駅地区

11 平成26年度 世田谷区 千歳烏山駅地区

12 平成26年度 墨田区 曳舟駅地区

13 平成26年度 青梅市 河辺駅地区

14 平成26年度 八王子市 八王子駅北口地区

15 平成26年度 町田市 町田駅地区

16 平成27年度 千代田区 飯田橋駅東口地区

17 平成27年度 中央区 浜町駅地区

18 平成27年度 品川区 青物横丁駅地区

19 平成27年度 世田谷区 成城学園前駅地区

20 平成27年度 新宿区 飯田橋駅西口地区

21 平成27年度 中野区 鷺ノ宮駅地区

22 平成27年度 豊島区 池袋駅地区

23 平成27年度 北区 王子駅地区

24 平成27年度 板橋区 志村三丁目駅地区

25 平成27年度 練馬区 石神井公園駅地区

26 平成27年度 足立区 梅島駅地区

27 平成27年度 江東区 亀戸駅地区

28 平成27年度 墨田区 東あずま駅・小村井駅地区
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29 平成28年度 世田谷区 二子玉川駅地区

30 平成28年度 渋谷区 初台駅地区

31 平成28年度 江東区 亀戸水神駅地区

32 平成28年度 昭島市 昭島駅地区

33 平成28年度 府中市 分倍河原駅地区

34 平成28年度 小金井市 武蔵小金井駅地区

35 平成28年度 小平市 小川駅地区

36 平成28年度 小平市 花小金井駅地区

37 平成28年度 東村山市 久米川駅地区

38 平成28年度 青梅市 東青梅駅地区

39 平成28年度 あきる野市 武蔵五日市駅地区

40 平成28年度 羽村市 羽村駅地区

41 平成28年度 福生市 福生駅・東福生駅地区

42 平成28年度 羽村市 小作駅地区

43 平成28年度 瑞穂町 箱根ヶ崎駅地区

44 平成28年度 福生市 熊川駅地区

45 平成28年度 八王子市 京王八王子駅地区

46 平成28年度 日野市 日野駅地区

47 平成28年度 日野市 豊田駅地区

48 平成28年度 日野市 高幡不動駅地区

49 平成29年度 中央区 茅場町駅地区

50 平成29年度 港区 麻布十番駅地区

51 平成29年度 大田区 洗足池駅地区

52 平成29年度 文京区 茗荷谷駅地区

53 平成29年度 北区 田端駅地区

54 平成29年度 北区 赤羽駅地区

55 平成29年度 練馬区 豊島園駅地区

56 平成29年度 練馬区 上井草駅地区
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57 平成29年度 板橋区 成増駅地区

58 平成29年度 荒川区 熊野前駅地区

59 平成29年度 荒川区 南千住駅地区

60 平成29年度 荒川区 町屋駅地区

61 平成29年度 江東区 西大島駅・大島駅・東大島駅地区

62 平成29年度 江東区 南砂町駅地区

63 平成29年度 江戸川区 葛西駅地区

64 平成29年度 あきる野市 東秋留駅地区

65 平成29年度 八王子市 北八王子駅地区

66 平成29年度 日野市 百草園駅地区

67 平成29年度 日野市 南平駅・平山城址公園駅地区

68 平成29年度 日野市 万願寺駅・甲州街道駅地区

69 平成30年度 中央区 人形町駅地区

70 平成30年度 中央区 新富町駅地区

71 平成30年度 中央区 月島駅地区

72 平成30年度 品川区 五反田駅地区

73 平成30年度 品川区 武蔵小山駅地区

74 平成30年度 大田区 西馬込駅地区

75 平成30年度 世田谷区 桜新町駅地区

76 平成30年度 世田谷区 用賀駅地区

77 平成30年度 渋谷区 笹塚駅地区

78 平成30年度 渋谷区 代々木八幡駅地区

79 平成30年度 台東区 上野駅地区

80 平成30年度 台東区 鶯谷駅地区

81 平成30年度 足立区 北千住駅地区

82 平成30年度 足立区 綾瀬駅地区

83 平成30年度 西東京市 田無駅地区
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84 平成30年度 東久留米市 東久留米駅地区

85 平成30年度 三鷹市 三鷹駅南口地区

86 平成30年度 八王子市 めじろ台駅地区

87 平成30年度 町田市 町田駅原町田地区

88 令和元年度 千代田区 秋葉原駅地区

89 令和元年度 江東区 辰巳駅地区

90 令和元年度 品川区 大井駅地区

91 令和元年度 中野区 中野駅南口地区

92 令和元年度 豊島区 椎名町駅地区

93 令和元年度 板橋 ときわ台駅地区

94 令和元年度 墨田区 錦糸町駅北口地区

95 令和元年度 葛飾区 新小岩駅北口地区

96 令和元年度 江戸川区 平井駅北口地区

97 令和元年度 武蔵野市 三鷹駅北口地区

98 令和元年度 調布市 飛田給駅・西調布駅地区

99 令和元年度 多摩市 多摩センター駅地区

100 令和元年度 八王子市 京王堀之内駅地区


