
【平成31年3月末時点】

２　道路特定事業計画（調布駅・布田駅・国領駅周辺地区）

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 国領町二丁目歩道橋　二段手すり（点字シール付）設置 １箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年度 H24.11.22

2 国領町二丁目歩道橋　階段下におけるフェンス設置 １箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年度 H25.1.11

3 国領町二丁目歩道橋の安全対策検討および実施 １箇所 平成24年度 平成25年度 平成24年度 H25.1.25

4 歩道の有効幅員の拡幅を検討 260ｍ ※ ※

5 国領町二丁目歩道橋の架け替えを検討 １箇所 ※ ※

6
国領町二丁目歩道橋周辺の安全な歩行空間確保に向けた具体
的方策を検討

１箇所 ※ ※

備考

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

・二段手すりの設置については，「移動等円滑化整備ガイドライン」に基づき，設置する。

・歩道橋の安全対策検討については，現地状況を踏まえ，適切な対策を実施する。

※歩道橋及び歩道の拡幅など，大規模な改良を伴う対策については，対応の可否について十分検討を行い，地元
の合意を得ながら実施する。

※歩道橋及び歩道の拡幅など，大規模な改良を伴う対策については，対応の
可否について十分検討を行い，地元の合意を得ながら実施する。

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

事業実施状況

その他実施に当たってのコメント

１．事業区間

ア　事業主体：国土交通省関東地方整備局相武国道事務所

実施状況の報告

管理者　　：国土交通省

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑰

路線名　　：甲州街道（国道２０号）

区間：八雲台二丁目交差点～調布郵便局（事業実施区間：八雲台二丁目交差点～調布郵便局前交差点）

延長　　　：１３０ｍ
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 適切な維持管理 １箇所 継　続 継　続 継　続

路線名　　：旧甲州街道（一般都道１１９号線）

区間　　　：調布駅北口交差点

延長　　　：―

・交差点部溜り空間確保については，都市計画線外のため用地確保が困難であり，現状以上の拡幅は不可能のた
め，今後も適切な維持管理に努める。

イ　事業主体：東京都北多摩南部建設事務所

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況

備考

１．事業区間

当該箇所は調布市都市整備部が改修を計画中

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

実施状況の報告

管理者　　：東京都

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　③
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 適切な維持管理 １箇所 継　続 継　続 継　続

事業実施状況

備考

区間　　　：国領駅入口交差点

延長　　　：―

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：東京都

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑯

路線名　　：狛江通り（国領駅入口交差点）

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

・事業完了路線であり，今後も適切な維持管理に努める。
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 十分な歩道幅員の確保 1400ｍ 平成28年度 平成32年度 平成28年度

2
視覚障害者誘導用ブロックの連続設置，十分な明度差確保，
適切な配置等の実施

必要箇所 平成28年度 平成32年度 平成28年度

3 道路上の占有物への指導強化 ― 継　続 継　続 継　続

・都市計画道路の整備については，事業用地の取得を進め，早期に安全な歩道幅員を確保できるよう進めるとと
もに，必要箇所に視覚障害者誘導用ブロックを設置していく。

事業実施予定期間２．事業内容・実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：東京都

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑯

路線名　　：狛江通り（主要地方道１１号線）

事業区間　：国領駅入口交差点～品川通り

延長　　　：７００m
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 平坦性と景観に配慮した舗装整備 必要箇所 平成26年度 平成32年度 平成26年10月

2 車いす使用者等の利用に配慮した乗降場の確保 ２箇所 平成26年度 平成32年度 平成26年10月

3 駅前広場に正着しやすいバス停留所の採用 14箇所 平成26年度 平成32年度 平成26年10月

4 視覚障害者誘導用ブロックの連続設置と適切な配置 必要箇所 平成26年度 平成32年度 平成26年10月

5 見やすく分かりやすい周辺案内と音声案内の設置を検討 必要箇所 平成26年度 平成32年度 平成26年度

ウ　事業主体：調布市

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　①，②

路線名　　：調布駅北口駅前広場（調布３・４・３０号線）及び調布駅南口駅前広場（調布３・４・２９号線）

区間　　　：調布駅　駅前広場

面積　　　：１６，７００ｍ２

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

・京王線調布駅付近連続立体交差事業により地下化する調布駅の駅前広場を南北一体的に整備し，交通結節点と
しての機能を向上させる。
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 植栽柵の改良による歩道幅員の拡幅 500ｍ 平成25年度 ※ 平成26年12月 平成28年度
旧甲州街道～国道20号交差点の区間は，平成28年
度に施行完了。

2 勾配や視覚障害者誘導用ブロックの改善 500ｍ 平成25年度 ※ 平成26年12月 平成28年度
旧甲州街道～国道20号交差点の区間は，平成28年
度に施行完了。

・平成２５年度旧甲州街道から国道２０号間を整備予定。
※調布駅北口ロータリーから旧甲州街道間は，駅前広場等の整備にあわせて整備予定。

・平成２８年度旧甲州街道から布田１丁目交差点間を整備。
・調布駅北口ロータリーから旧甲州街道間は，街づくり事業課が駅前広場等
の整備に併せて整備予定

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（道路管理課）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　③

路線名　　：電通大通り（市道南２１号線）

区間　　　：調布駅北口ロータリー交差点～西友調布（事業実施区間：調布駅北口ロータリー交差点～国道２０
号交差点）

延長　　　：１１０ｍ（事業実施区間：２５０ｍ）

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況

備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 適切な維持管理 260ｍ 継　続 継　続 継　続

・事業完了路線であり，今後も適切な維持管理に努める。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（道路管理課）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　④

路線名　　：東急前通り（市道南２９号線）

区間　　　：調布駅南口入口交差点～調布とうきゅう（事業実施区間：調布駅南口入口交差点～品川通り交差点

延長　　　：１７０ｍ（事業実施区間：２６０ｍ）

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 車いすがすれ違うことができる歩道有効幅員の確保 70ｍ ※ ※

※調布駅南口広場整備とあわせて検討。
※街づくり事業課にて調布駅南口広場整備とあわせて検討した結果，当該箇所の整
備は行わないこととなった。（有効幅員の確保は街づくり事業課所管事業）

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（道路管理課）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑤

路線名　　：市道南２７号線（総合福祉センター南）

区間　　　：文化会館前交差点～グリーンホール入口交差点

延長　　　：７０ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 十分な歩道幅員の確保 180ｍ 平成24年度 平成24年度 平成24年6月 平成25年3月

2 交差点のたまり空間の確保 必要箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年6月 平成25年3月

3 視覚障害者誘導用ブロックの整備 180ｍ 平成24年度 平成24年度 平成24年6月 平成25年3月

4
調布市文化会館前交差点の横断歩道接続部におけるバリアフ
リー化の実施

必要箇所 平成24年度 平成24年度 平成24年6月 平成25年3月

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑥

路線名　　：調布７・５・１号線

区間　　　：調布市文化会館前交差点～調布市教育会館前

延長　　　：９０ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

9



【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 バリアフリー化された歩行空間の確保 65ｍ 継　続 平成32年度 継　続

・駅前広場整備に併せて実施。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑦

路線名　　：市道南２６号線（調布駅南側道路）区画道路1号

区間　　　：調７・５・１号～調布駅前広場

延長　　　：６５ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 バリアフリー化された歩行空間の確保 約65ｍ 平成25年度 平成27年度 平成26年度
調布駅前広場の南北一体整備に合わせて整備す
る。

平成２６年度に３０ｍを整備
平成２８年度から歩行者専用道路として供用開始

・調布駅北第１地区市街地再開発事業（Ａ地区）と道路事業により整備する。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑧

路線名　　：市道南２０号線

区間　　　：調布１号踏切交差点～調布駅北口ロータリー接続部

延長　　　：約６５ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 歩道の横断勾配の改善 30ｍ 平成26年度 平成32年度 平成27年度

2 視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置 30ｍ 平成26年度 平成32年度 平成27年度

・駅前広場整備に併せて実施

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑨

路線名　　：市道南２７号線（福祉会館前通り）区画道路２号

区間　　　：総合福祉センター～調布駅南口交差点

延長　　　：３０ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 十分な歩道幅員の確保 約300ｍ 平成25年度 平成27年度 平成26年度 平成29年度 関係埋設企業者等の埋設関係工事の調整のため

2 交差点のたまり空間の確保 １箇所 平成25年度 平成27年度 平成26年度 平成29年度 関係埋設企業者等の埋設関係工事の調整のため

3 視覚障害者誘導用ブロックの整備 約300ｍ 平成25年度 平成27年度 平成26年度 平成30年度 関係埋設企業者等の埋設関係工事の調整のため

・調布駅北第１地区市街地再開発事業（Ａ地区）と京王線調布駅付近連続立体交差事業により整備する。 調布１号踏切跡地部分３０ｍは平成２７年度に整備完了

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑩

路線名　　：調布７・５・１号線

区間 ：調布駅西交差点～調布文化会館前交差点（事業実施区間：調布駅西交差点～調布１号踏切跡地部
分）

延長　　　：２５０ｍ（事業実施区間：約１５０ｍ）

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 十分な歩道幅員の確保 約220ｍ 平成25年度 平成27年度 平成27年度 関係埋設企業者等の埋設関係工事の調整のため

2 交差点のたまり空間の確保 １箇所 平成25年度 平成27年度 平成27年度 関係埋設企業者等の埋設関係工事の調整のため

3 視覚障害者誘導用ブロックの整備 約220ｍ 平成25年度 平成27年度 平成27年度 関係埋設企業者等の埋設関係工事の調整のため

・調布駅北第１地区市街地再開発事業（Ａ地区及びＢ地区）及び道路事業により整備する。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑪

路線名　　：旧甲州街道

区間　　　：調布駅西交差点～調布駅北口交差点

延長　　　：約１１０ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 バリアフリー化された歩行空間の確保 260ｍ ※ ※ 平成29年度

※第三次事業化計画により事業実施時期の検討のもと，事業着手時において道路拡幅及び歩道のバリアフリー化
を図る。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　事業計画係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑫

路線名　　：布田南通り

事業区間　：布田駅前交差点～布田駅北口広場前

延長　　　：１３０ｍ

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 見やすく分かりやすい周辺案内と音声案内の設置を検討 必要箇所 平成26年度 平成32年度 平成26年度 平成29年度

2
視覚障害者誘導用ブロックの連続設置，十分な明度差確保及
び適切な配置

必要箇所 平成26年度 平成32年度 平成27年度 平成28年5月

3 自動車乗降場部の歩道における勾配の改善 必要箇所 平成26年度 平成32年度 平成27年度 平成28年5月

・京王線調布駅付近連続立体交差事業により地下化する国領駅の駅前広場を南北一体的に整備し，交通結節点と
しての機能を向上させる。

。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑬，⑭

路線名　　：国領駅北口駅前広場及び国領駅南口駅前広場（調布３・４・１８号線）

区間　　　：国領駅　駅前広場

面積　　　：４，７００ｍ２

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

16



【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 適切な維持管理 220ｍ 継　続 継　続 継　続

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間 事業実施状況
備考

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

・事業完了路線であり，今後も適切な維持管理に努める。

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（道路管理課）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑮

路線名　　：調布３・４・１８号線（市道南１３５号線）

区間　　　：旧甲州街道交差点～国道２０号交差点

延長　　　：２２０ｍ
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1
視覚障害者誘導用ブロックの連続設置，十分な明度差確保，
適切な配置等の実施

700ｍ 平成29年度 平成29年度

2 歩道の平坦性の確保 700ｍ 平成29年度 平成29年度

管理者　　：調布市（道路管理課）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑱

路線名　　：品川通り（主要市道１２号線）
実施状況の報告

区間　　　：狛江通り交差点～イトーヨーカドー（事業実施区間：狛江通り交差点～国領小東交差点）

備考
２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

１．事業区間

延長　　　：１２０ｍ（事業実施区間：３５０ｍ）

事業実施状況

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項 その他実施に当たってのコメント

品川通りについては，西側から順次整備を行っており，当該区間も順次整備予定。
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【平成31年3月末時点】

番
号

事業の内容
延長/箇所

数
着手 完了 着手 完了

1 バリアフリー化された歩行空間の確保 220ｍ 継　続 平成25年度以降 継　続 平成29年3月

その他実施に当たってのコメント

事業実施状況
備考

・京王線調布駅付近連続立体交差事業による地下化切替え後に，鉄道地上部の利用計画に合わせ，歩行者回遊軸
としての機能を向上させる。

２．事業内容・実施予定期間 事業実施予定期間

３．その他事業実施に際し配慮すべき事項

１．事業区間

実施状況の報告

管理者　　：調布市（街づくり事業課　整備係）

経路番号　：調布駅・布田駅・国領駅周辺地区　⑲

路線名　　：調布３・４・２８号線

事業区間　：布田１丁目５０番地先～蓮慶寺前

延長　　　：１１０ｍ
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