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高速道路におけるＴＳＭ実施対象箇所概略図(東京圏)
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実施対象箇所 規制内容 規制時間

首都高 6号三郷線 上り 八潮本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 7号小松川線 上り 錦糸町本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 川口線 上り 川口本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 湾岸線 東行き 湾岸浮島料金所 レーン数の制限 終日

首都高 湾岸線 東行き 鳥浜町本線料金所 レーン数の制限 終日

首都高 神奈川3号狩場線 上り 狩場本線料金所 レーン数の制限 終日

中央自動車道 上り 八王子本線料金所 レーン数の制限 終日

東名高速道路 上り 東京料金所 レーン数の制限 終日

東北自動車道 上り 浦和本線料金所 レーン数の制限 終日

常磐自動車道 上り 三郷本線料金所 レーン数の制限 終日

第三京浜道路 上り 玉川料金所 レーン数の制限 終日

首都高 神奈川7号横浜北西線 上り 横浜青葉本線料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて

首都高 神奈川7号横浜北線 上り 横浜港北料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて

京葉道路 下り 千葉西料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて※

東関東自動車道 下り 宮野木料金所 レーン数の制限 交通状況に応じて

※千葉西料金所における交通状況に応じたレーン数の制限については、サーフィン競技終了日までの対策とする。

方向路線
ＴＳＭ実施内容

実施対象箇所 規制内容 規制時間

首都高 4号新宿線 上り 外苑 入口 入口閉鎖 終日

首都高 4号新宿線 下り 外苑 入口 入口閉鎖 終日

首都高 10号晴海線 下り 晴海 入口 入口閉鎖 終日

首都高 埼玉新都心線 上り 新都心 入口 入口閉鎖 終日※

首都高 都心環状線 内回り 芝公園 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 内回り 飯倉 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 内回り 神田橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 内回り 宝町 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 外回り 芝公園 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 外回り 神田橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 都心環状線 外回り 汐留 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 1号上野線 上り 入谷 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 2号目黒線 上り 天現寺 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 2号目黒線 上り 荏原 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 2号目黒線 上り 戸越 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 3号渋谷線 上り 三軒茶屋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 3号渋谷線 上り 用賀 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 3号渋谷線 下り 池尻 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

※新都心入口における終日入口閉鎖については、オリンピック期間中のみの対策とする。

路線 方向
ＴＳＭ実施内容
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実施対象箇所 規制内容 規制時間

首都高 4号新宿線 上り 幡ヶ谷 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 上り 永福 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 上り 高井戸 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 下り 初台 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 4号新宿線 下り 永福 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 西神田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 護国寺 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上下 東池袋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 北池袋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 中台 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 高島平 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 上り 戸田南 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 下り 飯田橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 5号池袋線 下り 戸田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号向島線 上下 箱崎 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号向島線 上下 浜町 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号三郷線 上下 加平 入口（環七内回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号三郷線 上下 加平 入口（環七外回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 6号三郷線 上り 八潮南 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 川口線 上り 鹿浜橋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 川口線 上り 新郷 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 川口線 上り 安行 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内回り 西池袋 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 外回り 高松 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 埼玉大宮線 上り 与野 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 大井 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 磯子 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 杉田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 西行き 浦安 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 西行き 千鳥町 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川1号横羽線 上り 大師 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川1号横羽線 上り 子安 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川1号横羽線 上り 東神奈川 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川2号三ツ沢線 上り 横浜駅西口 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川3号狩場線 上り 花之木 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川3号狩場線 上り 永田 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

首都高 神奈川7号横浜北線 上り 岸谷生麦 入口 入口閉鎖 交通状況に応じて

中央自動車道 上り 八王子IC（国道16号内回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

中央自動車道 上り 八王子IC（国道16号外回り） 入口閉鎖 交通状況に応じて

中央自動車道 下り 府中スマートIC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 川口西IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 戸田西IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 和光北IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 草加IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 川口東IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 川口中央IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 外環浦和IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 戸田東IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

路線 方向
ＴＳＭ実施内容



 

 

 

 
 

 

 

 

実施対象箇所 規制内容 規制時間

東京外環自動車道 外回り 和光北IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

東京外環自動車道/関越自動車道 外回り/下り 大泉IC 入口閉鎖 交通状況に応じて

関越自動車道 下り 練馬IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 所沢IC（国道463号東行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 所沢IC（国道463号西行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 川越IC（国道16号東行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

関越自動車道 上下 川越IC（国道16号西行き） 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 上り 貝塚IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 上り 松ヶ丘IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 上り 蘇我IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

京葉道路 下り 穴川IC 入口閉鎖 交通状況に応じて※

路線 方向

※練馬IC、所沢IC、川越ICにおける交通状況に応じた入口閉鎖については、オリンピック期間中のみの対策とする。

※所沢ICは、昼間帯を中心にレーン数を制限するほか、交通状況に応じて閉鎖する。

※貝塚IC、松ヶ丘IC、蘇我IC、穴川ICにおける交通状況に応じた入口閉鎖については、サーフィン競技終了日までの対策とする。

ＴＳＭ実施内容

実施対象箇所 規制内容 規制時間

中央自動車道 上り 調布IC手前 車線規制 交通状況に応じて

東京外環自動車道 内回り 戸田東IC手前 車線規制 交通状況に応じて※

関越自動車道 上り 鶴ヶ島IC手前 車線規制 交通状況に応じて※

首都高 都心環状線 外回り 浜崎橋JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 1号羽田線 上り 芝浦JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 6号向島線 上り 箱崎JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 湾岸線 東行き 東海JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内回り 板橋JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内回り 大井JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 外回り 熊野町JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 外回り 葛西JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内外 大橋JCT 方向別規制 交通状況に応じて

首都高 中央環状線 内外 西新宿JCT 方向別規制 交通状況に応じて

東京外環自動車道 外回り 高谷JCT 方向別規制 交通状況に応じて

京葉道路 上り 千葉東JCT 方向別規制 交通状況に応じて※

京葉道路 上下 宮野木JCT 方向別規制 交通状況に応じて※

東関東自動車道 上り 成田JCT 方向別規制 交通状況に応じて

路線 方向
ＴＳＭ実施内容

※戸田東IC手前における交通状況に応じた車線規制については、オリンピック期間中は関係する競技の関係者輸送に影響しない範囲で実施

する対策とする。

※鶴ヶ島IC手前における交通状況に応じた車線規制については、オリンピック期間中のみの対策とする。

※千葉東JCT、宮野木JCT(京葉道路下り)における交通状況に応じたJCT方向別規制については、サーフィン競技終了日までの対策とする。

また、宮野木JCT(京葉道路上り)における交通状況に応じたJCT方向別規制については、サーフィン競技終了日の翌日より実施する対策とす

る。

【2021.2】 


