
路線名 主な通称道路名 自転車ナビライン設置交差点

一般国道１号 桜田通り、第二京浜
日本橋、中原口北・中原口、本門寺入口、池上橋南、久が原五丁目南、
矢口一丁目

一般国道４号
中央通り、江戸通り、
昭和通り、日光街道

台東一丁目、台東四丁目、東上野、東京菓子会館前、大関横丁、千住中居町、千住警察
口、
北千住駅入口、千住寿町、竹の塚、保木間

一般国道６号
中央通り、江戸通り、
水戸街道

室町三丁目、本田広小路、白鳥、青戸七丁目

一般国道１４号
中央通り、江戸通り、
靖国通り、京葉道路

錦糸町駅前

一般国道１５号 中央通り、第一京浜 （日本橋）、銀座通り口、銀座四丁目、銀座八丁目、南大井文化センター前

一般国道１６号 八王子第三小入口、片倉町、片倉高校入口

一般国道１７号 中山道 西巣鴨、大和町、三園二丁目

一般国道２０号 新宿通り、甲州街道

四谷駅前、四谷見附、四谷三丁目、笹塚駅前、烏山総合支所入口、調布小島町、
下石原、白糸台出張所前、東府中、府中寿町三丁目、日野万願寺駅前、
日野税務署西、日野郵便局南、泉塚、多摩平五丁目、大和田坂上、石川町入口、
八王子駅入口、八王子八幡町、千人町

一般国道１２２号 明治通り、北本通り （西巣鴨）

一般国道１３０号 旧海岸通り

一般国道１３１号

一般国道２４６号 青山通り、玉川通り 用賀一丁目、三宿町

一般国道２５４号 春日通り、川越街道 板橋中央陸橋下、練馬北町陸橋

一般国道３５７号
（山手通りにあたる区間）

新東海橋

一般国道４１１号

主要地方道東京丸子横浜線 中原街道 （中原口北・中原口）、平塚橋交番前、南千束、田園調布警察署前

主要地方道世田谷町田線
世田谷通り、鶴川街道、
鎌倉街道

三本杉陸橋

主要地方道東京所沢線 青梅街道 副都心歩道橋下、淀橋、中野坂下

主要地方道新宿青梅線
明治通り、靖国通り、
青梅街道、新青梅街道

鍋屋横丁、杉山公園前、高円寺陸橋下、五日市街道入口、桃井四丁目、善福寺、
田無町一丁目、田無町三丁目、六都科学館入口、花小金井四丁目、滝山南、
栄町一丁目、花小金井、天神町、小平仲町、清水五丁目、奈良橋庚申塚、
上立野東、上立野、三本榎、武蔵村山本町一丁目、三ツ木、新町桜株、野上、
河辺駅北入口

主要地方道東京大師横浜線 産業道路 羽田二丁目

主要地方道杉並あきる野線 五日市街道、睦橋通り
成田西児童館前、八幡神社前、境浄水場西、古民家園入口、上水本町、
砂川七番、砂川五番、山田

主要地方道千代田練馬田無線
目白通り、新目白通り、
富士街道

江戸川橋、高戸橋、西落合一丁目、南長崎六丁目、江原町三丁目、
江原町三丁目西、練馬警察署南、谷原一丁目、光和小学校入口、石神井中学校前

主要地方道川崎府中線

主要地方道大田調布線 玉堤通り、狛江通り
東邦医科大学前、東邦大学病院前、あやめ橋、環八千鳥三丁目、
区民プラザ入口、狛江三差路、狛江市役所前、狛江市役所第二、調布松原、
国領町八丁目、国領駅入口

主要地方道東京浦安線 永代通り、葛西橋通り 葛西橋東、砂町橋、東陽町駅前

主要地方道調布田無線 武蔵境通り （境浄水場西）、塚、野崎

主要地方道新宿国立線
井の頭通り、方南通り、
東八道路、人見街道

南台

主要地方道府中清瀬線 小金井街道、新小金井街道 前原坂上、（花小金井)、北野中、（花小金井四丁目）、松山三丁目

主要地方道立川所沢線 立川通り 市民会館西、けやき台小学校西

主要地方道所沢府中線
府中街道、所沢街道、
新府中街道

（上水本町）、（府中寿町三丁目）

主要地方道府中町田線 鎌倉街道

主要地方道町田調布線 鶴川街道 （調布小島町）、（下石原）、鶴川街道若葉台入口、真光寺十字路

主要地方道府中相模原線 野猿街道

主要地方道練馬所沢線 目白通り

主要地方道飯田橋石神井新座線
早稲田通り、
旧早稲田通り

弁天町、諏訪町、高田馬場口、高田馬場駅前、大和陸橋下、阿佐谷北六丁目、八成小学校
石神井小学校前

主要地方道立川青梅線
新奥多摩街道、
奥多摩街道

羽村小作坂下、河辺小学校南

主要地方道青梅あきる野線 秋川街道

主要地方道八王子五日市線 秋川街道

主要地方道上野原あきる野線 檜原街道

主要地方道保谷志木線

主要地方道さいたま東村山線 志木街道 （松山三丁目）

主要地方道稲城日野線 川崎街道 川崎街道入口、高幡

主要地方道立川東大和線 芋窪街道
（上立野東）、（上立野）、上北台団地東第二、上北台団地東、（砂川七番）、
柏町二丁目

主要地方道瑞穂富岡線 岩蔵街道

主要地方道八王子あきる野線
高尾街道、滝山街道、
新滝山街道

城山手住宅入口

主要地方道八王子町田線 町田街道 町田旭町

主要地方道東京市川線 新大橋通り
築地四丁目、新大橋、森下駅前、菊川二丁目、菊川橋西詰、牡丹橋通り、
住吉二丁目、区民センター前、大島六丁目、新船堀大橋東詰、葛西工高前



主要地方道町田厚木線

主要地方道相模原町田線 鎌倉街道 （町田旭町）

主要地方道所沢武蔵村山立川線 （三本榎）

主要地方道目黒町町田線

主要地方道相模原大蔵町線 芝溝街道

主要地方道台東川口線 尾久橋通り 日暮里駅前

主要地方道八王子武蔵村山線 多摩大橋通り （本町一丁目）

主要地方道市川四ツ木線 蔵前橋通り、奥戸街道 奥戸三丁目、奥戸陸橋下

主要地方道青梅入間線 旧青梅街道 青梅大門第二

主要地方道白山祝田田町線
内堀通り、白山通り、
旧白山通り

主要地方道新宿両国線 靖国通り、抜弁天通り 専大前、駿河台下、小川町、淡路町、（淀橋）、北新宿百人町

主要地方道日比谷豊洲埠頭東雲町線 晴海通り、有明通り (築地四丁目)、月島運動場

主要地方道芝新宿王子線 明治通り 恵比寿三丁目、新宿七丁目、大久保二丁目、（諏訪町）、(高田馬場口）、（高戸橋）

主要地方道王子千住夢の島線 明治通り 田端新町三丁目、三ノ輪二丁目、(区民センター前)、満光寺北

主要地方道王子金町江戸川線 江北橋通り、柴又街道 西新井一丁目

主要地方道千住小松川葛西沖線 平和橋通り、船堀街道 堀切五丁目、（本田広小路）、（新船堀大橋東詰）、（葛西橋東）

主要地方道環状八号線 環八通り

志村相生町、（練馬北町陸橋）、井草三丁目、下井草五丁目、清水三丁目、
清水一丁目、環八千歳台、（三本杉陸橋）、世田谷清掃工場出口、瀬田中学校、
多摩美大前、等々力不動前、(田園調布警察前)、（区民プラザ入口）、
（環八千鳥三丁目）、（矢口一丁目）

主要地方道白金台町等々力線 目黒通り
（等々力不動前）、中根、都立大駅前、柿ノ木坂陸橋下、碑文谷四郵便局前、
碑文谷、大鳥神社

主要地方道上野尾竹橋線 尾竹橋通り 日暮里中央通り、根岸小前

主要地方道言問大谷田線 川の手通り 今戸橋、台東産業労働会館前、（堀切五丁目）、東綾瀬一丁目、綾瀬五丁目、谷中

主要地方道御徒町小岩線 蔵前橋通り
（台東一丁目）、石原一丁目、石原三丁目、太平一丁目、太平四丁目、
平井大橋西詰

主要地方道日本橋芝浦大森線 海岸通り

主要地方道環状六号線 山手通り、旧山手通り （大鳥神社）

主要地方道環状七号線 環七通り

春日橋、夫婦坂、（南千束）、南一丁目、（柿ノ木坂陸橋下）、駒沢陸橋下、宮前橋、
(高円寺陸橋下)、大久保通り入口、（大和陸橋下）、丸山陸橋下、氷川神社交番前、
羽沢二丁目、(板橋中央陸橋下)、(大和町）、江北陸橋下、（西新井一丁目）、島根、
(奥戸陸橋下)、(葛西工高前)

主要地方道環状三号線
目白通り、水戸街道、
言問通り、三ツ目通り、
外苑東通り、新目白通り

(弁天町)、(四谷三丁目）、根津一丁目、寛永寺陸橋、（鶯谷駅前）、馬道、
(石原三丁目)、(菊川二丁目)、白河三丁目、都立木場公園前

一般都道平方東京線

一般都道吉場安行東京線 島根郵便局前、竹の塚二丁目、伊興白幡

一般都道川口草加線

一般都道東京鳩ヶ谷線 鳩ヶ谷街道

一般都道東京川口線

一般都道府中三鷹線 人見街道 三鷹市役所西、（野崎）、大沢

一般都道大田神奈川線

一般都道ひばりヶ丘停車場線

一般都道杉並武蔵野線

一般都道武蔵野狛江線 吉祥寺通り、松原通り 狐久保、新川、（調布松原）

一般都道関町吉祥寺線 吉祥寺通り （八幡神社前）

一般都道世田谷三鷹線 吉祥寺通り

一般都道調布経堂停車場線 （環八千歳台）

一般都道北浦上石原線 旧甲州街道

一般都道下石原小島線

一般都道武蔵野調布線 三鷹通り (三鷹市役所西)、大成高校前、三鷹八幡前

一般都道境調布線 天文台通り （大沢）、井口新田

一般都道稲城読売ランド前停車場線

一般都道秋津停車場線

一般都道東村山東大和線

一般都道小川山田無線 鈴木町一丁目

一般都道小川山府中線 新府中街道 本多五丁目、国分寺南町二丁目

一般都道恋ヶ窪新田三鷹線 連雀通り
（狐久保）、（三鷹八幡前）、（塚）、（井口新田）、（前原坂上）、
（本多五丁目）

一般都道武蔵小金井停車場貫井線

一般都道真光寺長津田線 鶴川街道

一般都道川崎町田線 成瀬街道

一般都道辻原町田線 町田街道

一般都道中島十番線

一般都道立川国分寺線 多喜窪通り、国分寺街道 （国分寺南町二丁目）

一般都道国立停車場谷保線

一般都道立川日野線 多摩モノレール通り

一般都道中神停車場線 中神駅入口

一般都道立川昭島線

一般都道町田平山八王子線 平山通り

一般都道町田日野線
多摩モノレール通り、
南多摩尾根幹線道路

一般都道乞田東寺方線

一般都道小山乞田線 多摩ニュータウン通り



一般都道下柚木八王子線
野猿街道
八王子バイパス

一般都道三ツ木八王子線 多摩大橋通り （三ツ木）

一般都道羽村瑞穂線 羽村街道

一般都道伊奈福生線 福生駅東口第二

一般都道瑞穂あきる野八王子線
五日市街道、
東京環状

一般都道淵上日野線

一般都道上館日野線 北野街道 平山五丁目、平山城址公園入口、（片倉町）

一般都道長沼北野線

一般都道藤崎小作線 青梅街道

一般都道奥多摩あきる野線
秋川街道、永田橋通り、
多摩川南岸道路

一般都道成木河辺線 小曽木街道 （河辺小学校南）

一般都道昭島停車場熊川線

一般都道国立停車場恋ヶ窪線

一般都道東村山清瀬線 (栄町一丁目）

一般都道小平停車場中新田線 錦城学園高校南

一般都道府中調布線 旧甲州街道
（国領駅入口）、車返団地入口、白糸台一丁目、東府中駅東、東府中駅前、
東府中駅北

一般都道東大泉田無線
大泉学園駅入口第一、大泉学園駅入口第二、三軒家、保谷庁舎北、
保谷小学校前、保谷新道

一般都道前沢保谷線 伏見通り
(保谷庁舎北)、明保中学校、（三軒家）、新川一丁目、東久留米市大門、
東久留米消防署前

一般都道足立川口線 鳩ヶ谷街道

一般都道杉並田無線 新青梅街道 石神井消防署前、保谷町、（保谷新道）

一般都道府中小平線 新小金井街道 （滝山南）、（錦城学園高校南）、（鈴木町一丁目）、（東府中駅東）

一般都道福生青梅線
西多摩産業道路、
吉野街道

（羽村小作坂下）

一般都道八王子国立線 甲州街道
甲州街道駅入口、（川崎街道入口）、日野市役所入口、日野駅北、日野台三丁目、
日野台、高倉町

一般都道相模原立川線 多摩モノレール通り （高幡）

一般都道八王子城山線

一般都道上野原八王子線 陣馬街道

特例都道麹町竹平線 内堀通り、靖国通り 九段下

特例都道大手町湯島線 本郷通り

特例都道外濠環状線 外堀通り 常盤橋、新常盤橋、（四谷見附）

特例都道八重洲宝町線

特例都道日比谷芝浦線 日比谷通り 増上寺前、芝園橋、芝三丁目

特例都道霞が関渋谷線 六本木通り 西麻布、南青山七丁目

特例都道赤坂杉並線 井の頭通り

特例都道四谷角筈線

特例都道高輪麻布線 伊皿子

特例都道古川橋二子玉川線 明治通り、駒沢通り
恵比寿南、目黒五本木、（駒沢陸橋下）、深沢不動、中町四丁目、柿の木坂、
国立病院東京医療センター前、（多摩美大前）

特例都道北品川四谷線 外苑西通り （西麻布）、（恵比寿三丁目）

特例都道鮫洲大山線 中野通り
八潮橋、（平塚橋交番前）、（目黒五本木）、（三宿町）、（笹塚駅前）、（南台）、
中野五差路、（南長崎六丁目）

特例都道東品川下丸子線 池上通り （春日橋）

特例都道渋谷経堂線 淡島通り

特例都道上馬奥沢線 自由通り (国立病院東京医療センター前)、(中根）

特例都道瀬田貫井線 中杉通り （阿佐谷北六丁目）

特例都道角筈和泉町線 角筈区民センター前

特例都道淀橋渋谷本町線 方南通り 新宿熊野神社前

特例都道神楽坂高円寺線 大久保通り 北新宿一丁目、(中野五差路)

特例都道音羽池袋線

特例都道秋葉原雑司ヶ谷線 不忍通り 上富士前、動坂下、道灌山下、団子坂下、（根津一丁目）、上野広小路

特例都道向井町新町線 早稲田通り

特例都道椎名町上石神井線 千川通り 練馬文化センター入口

特例都道落合井草線 新青梅街道 （西落合一丁目）、(八成小学校前）

特例都道池袋谷原線 要町通り 練馬春日町

特例都道北町豊玉線 （練馬警察署南）

特例都道南田中町旭町線 笹目通り (練馬春日町）

特例都道下石神井大泉線 (石神井中学校前）、(石神井小学校前）、（石神井消防署前）

特例都道長後赤塚線 高島通り 蓮根団地前

特例都道赤羽西台線 高島通り （三園二丁目）

特例都道新荒川堤防線 ゆりのき橋通り

特例都道新荒川葛西堤防線

特例都道神田白山線 (団子坂下）、向丘二丁目

特例都道本郷亀戸線
春日通り、清澄通り、
浅草通り

本所一丁目、（上野広小路）

特例都道本郷赤羽線 本郷通り （向丘二丁目）、（上富士前）、霜降橋

特例都道駒込宮地線 道灌山通り （道灌山下）

特例都道白山小台線 （動坂下）、谷田橋、（小台）



特例都道吾妻橋伊興町線 尾竹橋通り、墨堤通り （伊興白幡）

特例都道上野月島線 浅草通り、清澄通り （本所一丁目）、(石原一丁目)、（森下駅前）、清澄三丁目、深川一丁目

特例都道言問橋南千住線

特例都道深川吾嬬町線 四ツ目通り
（太平四丁目）、（錦糸町駅前）、(住吉二丁目）、扇橋二丁目、東陽六丁目、
（東陽町駅前）

特例都道千住新宿町線 江北橋通り （東綾瀬一丁目）、道上小学校東

特例都道浜町北砂町線 清洲橋通り (清澄三丁目）、（白河三丁目）

特例都道永代葛西橋線

特例都道南砂町吾嬬町線 丸八通り （大島六丁目）、亀高橋、（砂町橋）、南砂三丁目公園前

　※　(　　　)…重複する交差点

※上記路線のうち、道路工事や他の自転車通行環境整備計画がある区間については、本施策による整備は行っていません。


