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補章 平成 25年 11月 25日施行の耐震改修促進法の改正への対応 

 

 この章は、平成 25 年 11 月 25 日施行の耐震改修促進法改正に対応するために、本計

画を補うものです。 

 この章の追加により、本計画のⅢ－６「地震時に通行を確保すべき道路の指定」の記

述のうち、第１次緊急輸送道路に関する記述は無効とし、その他の記述は改正前の耐震

改修促進法に対応し有効とします。 

 

○ 耐震診断義務化対象路線の指定 

 

  耐震改修促進法第５条第３項第二号の規定に基づき、建築物が地震によって倒壊し

た際に、その建築物の敷地に接する道路の通行を妨げ、市町の区域を越える相当多数

の県民の円滑な避難を困難になることを防止するため、耐震診断義務化対象路線を指

定します。 

この耐震診断義務化対象路線には、三重県地域防災計画に基づき定められた、三重

県緊急輸送道路ネットワーク計画における、第１次緊急輸送道路【別表１】を指定し

ます。 

この指定により、同法第７条第１項第二号の規定に基づき、耐震診断義務化対象路

線沿道で道路を閉塞する恐れのある建築物（※１）は、平成３３年３月３１日までに

耐震診断を行いその結果を、所管行政庁（三重県、桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、

松阪市、亀山市、伊賀市、名張市）へ報告することを義務付けます。（※２） 

 

（※１）耐震診断義務化の対象となる建築物 

 以下の全てに該当するもの 

 ・第１次緊急輸送道路の沿道建築物で昭和５６年５月３１日以前に建築されたもの 

 ・建築物の高さが下図に該当するもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※２）亀山市、伊賀市、名張市については、建築基準法第６条第１項第４号に規定の

建築物を対象とし、それ以外の建築物は三重県へ報告することになります。 

 

道路幅員 12m 以下の場合 

高さが「6m + 道路境界線までの距

離」を超える建築物 

道路幅員 12m を超える場合 

高さが「幅員の 1/2 + 道路境

界線までの距離」を超える建

築物 
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【別表１】 

 

高速自動車道（中日本高速道路(株)管理）

東名阪自動車道 桑名市 亀山市 愛知県境 伊勢自動車道

伊勢自動車道 亀山市 伊勢市 東名阪自動車道 一般国道２３号

伊勢湾岸自動車道 木曽岬町 四日市市 愛知県境 東名阪自動車道

紀勢自動車道 紀北町紀伊長島区 多気町 一般国道４２２号 伊勢自動車道

新名神高速道路 亀山市 亀山市 東名阪自動車道 滋賀県境

高速自動車道（国土交通省管理）

紀勢自動車道 尾鷲市 紀北町紀伊長島区 一般国道４２５号 一般国道４２２号

一般国道（国土交通省管理）

1 一般国道１号 桑名市長島町押付 亀山市関町坂下 愛知県境 滋賀県境

1 一般国道１号（北勢ＢＰ・川越） 川越町南福崎 四日市市大矢知町 一般国道２３号 (主)上海老茂福線

23 一般国道２３号 木曽岬町川先 伊勢市宇治浦田町 愛知県境 （主）伊勢磯部線

23 一般国道２３号（中勢ＢＰ） 津市大里窪田町 松阪市小津町 （主）津関線 一般国道２３号

25 一般国道２５号 亀山市太岡寺町 伊賀市治田 東名阪自動車道 奈良県境

25 一般国道２５号 四日市市塩浜 四日市市大治田 一般国道２３号 一般国道１号

42 一般国道４２号 松阪市小津町 紀宝町成川 一般国道２３号 和歌山県境

42 一般国道４２号（紀宝ＢＰ） 紀宝町井田 紀宝町成川 一般国道４２号 和歌山県境

42 一般国道４２号（熊野尾鷲道路） 尾鷲市南浦 熊野市大泊町 一般国道４２号 一般国道４２号

258 一般国道２５８号 桑名市多度町柚井 桑名市泉 岐阜県境 一般国道２３号

一般国道（県管理）

25 一般国道２５号 伊賀市上野農人町 伊賀市上野西大手町 一般国道１６３号 一般国道１６３号

163 一般国道１６３号 伊賀市島ヶ原山菅
 伊賀市荒木 京都府境 名阪国道

164 一般国道１６４号 四日市市千歳町 四日市市中部 臨港道路・千歳４号幹線 一般国道１号

165 一般国道１６５号 名張市安部田 津市雲出本郷町 奈良県境 一般国道２３号

167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方 志摩市磯部町恵利原 一般国道２６０号 （主）伊勢磯部線

260 一般国道２６０号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 三重県志摩庁舎

422 一般国道４２２号 紀北町紀伊長島区東長島 紀北町紀伊長島区東長島 紀勢自動車道 一般国道４２号

425 一般国道４２５号 尾鷲市倉ノ谷町 尾鷲市倉ノ谷町 一般国道４２号 紀勢自動車道

主要地方道

8 四日市鈴鹿環状線 鈴鹿市神戸３丁目 鈴鹿市北玉垣町 鈴鹿市役所 一般国道２３号

10 津関線 津市広明町 津市芸濃町楠原 一般国道２３号 名阪国道

22 伊勢南島線 伊勢市岩渕町 伊勢市本町 伊勢市役所 （主）伊勢磯部線

24 松阪久居線 松阪市鎌田町 松阪市本町 一般国道４２号 （主）伊勢松阪線

27 神戸長沢線 鈴鹿市三畑町 鈴鹿市長沢町 市道津賀三畑線 東名阪自動車道

32 伊勢磯部線 伊勢市本町 志摩市磯部町恵利原 （主）伊勢南島線 一般国道１６７号

34 七色峡線 熊野市井戸町 熊野市井戸町 三重県熊野庁舎 一般国道４２号

42 津芸濃大山田線 津市丸之内 津市一色町 一般国道２３号 伊勢自動車道

54 鈴鹿環状線 鈴鹿市神戸３丁目 鈴鹿市庄野羽山３丁目 （主）四日市鈴鹿環状線 市道庄野汲川原線

59 松阪第２環状線 松阪市伊勢寺町 松阪市大塚町 伊勢自動車道 一般国道４２号

64 上海老茂福線 四日市市中村町 四日市市茂福町 東名阪自動車道 一般国道１号

69 湾岸桑名インター線 桑名市福岡町 桑名市和泉 伊勢湾岸自動車道 一般国道２５８号

一般県道

114 上浜高茶屋久居線 津市上浜町 津市上浜町 一般国道２３号 三重県津庁舎

114 上浜高茶屋久居線 津市高茶屋小森町 津市久居新町 一般国道１６５号 陸上自衛隊久居駐屯地

204 木本港熊野市停車場線 熊野市木本町新出町 熊野市井戸町 市道新出町１号線 熊野市役所

401 桑名四日市線 四日市市羽津 四日市市白須賀 一般国道２３号 一般国道１号

637 辺法寺加佐登停車場線 鈴鹿市汲川原町 鈴鹿市津賀町 一般国道１号 市道津賀三畑線

713 東大淀小俣線 伊勢市東大淀町 伊勢市小俣町明野 一般国道２３号 陸上自衛隊明野駐屯地

756 松阪環状線 松阪市内五曲町 松阪市内五曲町 市道外五曲下村線 市道松阪公園桜町線

778 中井浦九鬼線 尾鷲市坂場町 尾鷲市坂場町 一般国道４２号 市道坂場銀杏町線

市町道

市役所南線（桑名市） 桑名市中央町 桑名市中央町 一般国道１号 桑名市役所

四日市中央線（四日市市） 四日市市三栄町 四日市市三栄町 四日市市役所 一般国道１号

末広新正線（四日市市） 四日市市新正４丁目 四日市市新正３丁目 一般国道１号 市道新正４３号線

新正４３号線（四日市市） 四日市市新正３丁目 四日市市新正３丁目 市道末広新正線 市道新正４４号線

新正４４号線（四日市市） 四日市市新正３丁目 四日市市新正３丁目 市道新正４３号線 国土交通省四日市港湾事務所

飯野十宮線（鈴鹿市） 鈴鹿市西條町 鈴鹿市西条７丁目 （主）鈴鹿環状線 市道西条２２７号線

西条２２７号線（鈴鹿市） 鈴鹿市西条７丁目 鈴鹿市西条３丁目 鈴鹿市道飯野十宮線 三重県鈴鹿庁舎

庄野汲川原線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野羽山３丁目 鈴鹿市汲川原町 （主）鈴鹿環状線 一般国道１号

津賀三畑線（鈴鹿市） 鈴鹿市津賀町 鈴鹿市三畑町 （一）辺法寺加佐登停車場線 （主）神戸長沢線

宮町高町線（松阪市） 松阪市宮町 松阪市高町 一般国道４２号 一般国道２３号

松阪公園桜町線（松阪市） 松阪市本町 松阪市内五曲町 （主）松阪久居線 （一）松阪環状線

外五曲下村線（松阪市） 松阪市川井町 松阪市内五曲町 （主）松阪第２環状線 （一）松阪環状線

勢田５号線（伊勢市） 伊勢市勢田町 伊勢市勢田町 三重県伊勢庁舎 （主）伊勢磯部線
茅町駅四十九新池線（伊賀市） 伊賀市問屋町 伊賀市四十九町 名阪国道 三重県伊賀庁舎

卸商業団地線（伊賀市） 伊賀市緑ヶ丘南町 伊賀市問屋町 名阪国道 名阪国道

坂場銀杏町線（尾鷲市） 尾鷲市坂場町 尾鷲市中央町 （一）中井浦九鬼線 尾鷲市役所

新出町１号線（熊野市） 熊野市木本町新出町 熊野市木本町新出町 一般国道４２号 （一）木本港熊野市停車場線

その他道路
臨港道路・霞１号幹線（四日市港） 四日市市霞 四日市市霞 一般国道２３号 臨港道路・霞６号支線

臨港道路・霞５号幹線（四日市港） 四日市市霞 四日市市霞 臨港道路・霞１号幹線 四日市港管理組合
臨港道路・霞６号支線（四日市港） 四日市市霞 四日市市霞 臨港道路・霞１号幹線 四日市港（霞）
臨港道路・千歳１号幹線（四日市港） 四日市市千歳町 四日市市千歳町 臨港道路・千歳４号幹線 臨港道路・千歳１号支線

臨港道路・千歳４号幹線（四日市港） 四日市市千歳町 四日市市千歳町 一般国道１６４号 臨港道路・千歳１号幹線

臨港道路・千歳１号支線（四日市港） 四日市市千歳町 四日市市千歳町 臨港道路・千歳１号幹線 四日市港（千歳）
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