
 

 

●緊急輸送ルート関係資料 

１ 緊急輸送ルート図について 

緊急輸送ルートは、全国からの広域応援部隊や緊急物資輸送車両、ＤＭＡＴ等が迅速に目的地

（拠点）に到達するために選定されたルートのことで、別添「緊急輸送ルート図」のとおりであ

る。 

 

 

２ 緊急輸送ルートの起点について 

緊急輸送ルートの起点については、下表のとおり定める。 

 

 

緊急輸送ルートの起点 

用途 目的地（拠点） 起点 

災害対策拠点 県・市町災害対策本部 高速自動車国道、一般国道25

号（名阪国道）、伊勢二見鳥羽

ライン、一般国道167号（第二

伊勢道路）、一般国道42号（熊

野尾鷲道路）の各インターチェ

ンジ 

救助活動拠点 救助活動拠点 

医療活動拠点 災害拠点病院、ＳＣＵ 

物資拠点 広域物資輸送拠点 

（県物資拠点） 

第６章 物資調達に関する計画

(図表６－３)に基づき起点を

設定 地域内輸送拠点 

（市町物資拠点） 

燃料供給拠点 製油所 高速自動車国道、一般国道25

号（名阪国道）、伊勢二見鳥羽

ライン、一般国道167号（第二

伊勢道路）、一般国道42号（熊

野尾鷲道路）の各インターチェ

ンジ 

海路による輸送拠点 海上輸送拠点（港湾）及び地

域防災計画に位置づけられ

た漁港 

 

 

３ 緊急輸送ルートの選定について 

緊急輸送ルートは、緊急輸送道路に指定されている路線から優先的に選定を行い、選定にあた

っては、第１次、第２次、第３次緊急輸送道路の順に選定を行った。また、緊急輸送道路の指定

状況のほか、くしの歯ルートの指定状況（step1～step3の順）や、想定津波浸水域の浸水状況も

ふまえて緊急輸送ルートを選定した。 

  



 

 

 

４ 代替ルートの設定について 

緊急輸送ルートの目的地（拠点）の内、災害対策拠点（県・市町災害対策本部）、医療活動拠

点（災害拠点病院、ＳＣＵ）、物資拠点（広域物資輸送拠点（県物資拠点）、地域内輸送拠点（市

町物資拠点））、燃料供給拠点（製油所）については、目的地（拠点）までのより迅速な到達を

確保するため、メインルートのほか、代替ルートも設定した。（第２章 緊急輸送ルートに関す

る計画(別表２－１）参照） 

なお、「緊急輸送ルート図」にはメインルートのみを図示した。 

 

※代替ルートの設定は、基本的に３の考え方に基づくが、一部の目的地（拠点）については、

「多様な主体が管理する道」についても利用可能性の検討を行いルート選定した。 

（例．紀南病院（災害拠点病院）） 

 

 

５ 民間物資拠点について 

緊急輸送ルート図には、第２章 緊急輸送ルートに関する計画(別表２－１)で示す目的地（拠

点）までのルートのほか、第６章 物資調達に関する計画(別表６－２)で示す民間物資拠点（５

箇所）までのルートも図示した。なお、民間物資拠点とは、広域物資輸送拠点（県物資拠点）が

被災し活用できない場合等を想定し、あらかじめ代替拠点として確保した民間物流施設のことで

あり、下表のとおり代替拠点として緊急輸送ルート図に図示した。 

 

 

広域物資輸送拠点と民間物資拠点の関係 

広域物資輸送拠点 

（県物資拠点） 

民間物資拠点 

（代替拠点） 

北勢広域防災拠点 日本通運株式会社 四日市ターミナル 

中勢広域防災拠点 
日本トランスシティ株式会社 亀山物流センター 

近物レックス株式会社 津支店 

伊賀広域防災拠点 株式会社日本ロジックス 三重伊賀営業所 

伊勢志摩広域防災拠点 
西濃運輸株式会社 久居支店 

近物レックス株式会社 津支店 

 

 



緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）全県図

国土地理院図（標準地図）を加工して作成

番号 市町名

1 桑名市

2 いなべ市

3 木曽岬町

4 東員町

5 四日市市

6 菰野町

7 朝日町

8 川越町

9 鈴鹿市

10 亀山市

11 津市

12 松阪市

13 多気町

14 明和町

15 大台町

16 伊勢市

17 鳥羽市

18 志摩市

19 玉城町

20 南伊勢町

21 大紀町

22 度会町

23 伊賀市

24 名張市

25 尾鷲市

26 紀北町

27 熊野市

28 御浜町

29 紀宝町

国計画（南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画）
で定める緊急輸送ルートについては、図示していません。

※参考（国計画で定める主な緊急輸送ルート）
・県内全ての高速道路、自動車専用道路
・国道２３号、国道４２号（熊野市以南）、国道１６７号
・玉城南勢線、鵜殿熊野線

Ｂ００２

B022-1

B016-1

G006-1



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１桑名市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）

G001



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

A002 災害対策拠点 県災害対策本部 三重県桑名庁舎

B001 災害対策拠点 市町災害対策本部 桑名市役所

C001 救助活動拠点 救助活動拠点 ＮＴＮ総合運動公園（桑名市総合運動公園）

C002 救助活動拠点 救助活動拠点 長島町運動公園（木曽川右岸）

C003 救助活動拠点 救助活動拠点 くすのき園運動防災公園

C004 救助活動拠点 救助活動拠点 アイリスパーク

C005 救助活動拠点 救助活動拠点 九華公園野球場

G001 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 桑名市陽だまりの丘複合施設「ぽかぽか」



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

２いなべ市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）

大安IC

B002



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B002 災害対策拠点 市町災害対策本部 いなべ市役所

C006 救助活動拠点 救助活動拠点 いなべ市藤原運動場

C007 救助活動拠点 救助活動拠点 いなべ市藤原第1野球場

C008 救助活動拠点 救助活動拠点 員弁運動公園

D001 医療活動拠点 災害拠点病院 厚生連三重北医療センターいなべ総合病院

G002 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 旧東藤原小学校体育館

G003 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 旧西藤原小学校体育館



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

３木曽岬町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B003 災害対策拠点 市町災害対策本部 木曽岬町役場

C009 救助活動拠点 救助活動拠点 鍋田川グランド

G004 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 木曽岬町役場



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

４東員町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B004 災害対策拠点 市町災害対策本部 東員町役場

C010 救助活動拠点 救助活動拠点 東員町スポーツ公園

G005 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 東員町陸上競技場



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

５四日市市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）

G006-1



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

A003 災害対策拠点 県災害対策本部 三重県四日市庁舎

B005 災害対策拠点 市町災害対策本部 四日市市役所

C011 救助活動拠点 救助活動拠点 富双緑地

C012 救助活動拠点 救助活動拠点 中央緑地

C013 救助活動拠点 救助活動拠点 楠緑地公園

C014 救助活動拠点 救助活動拠点 霞ヶ浦緑地

C015 救助活動拠点 救助活動拠点 北部墓地公園運動施設（ソフトボール場）

C016 救助活動拠点 救助活動拠点 四日市カンツリー倶楽部

C017 救助活動拠点 救助活動拠点 四日市の里ゴルフクラブ

C018 救助活動拠点 救助活動拠点 ゴルフ５カントリー四日市コース

C019 救助活動拠点 救助活動拠点 グレースヒルズカントリー倶楽部

C020 救助活動拠点 救助活動拠点 名四カントリークラブ

D002 医療活動拠点 災害拠点病院 県立総合医療センター

D003 医療活動拠点 災害拠点病院 市立四日市病院

F001 物資拠点 広域物資輸送拠点（県物資拠点） 北勢拠点

F101 物資拠点 民間物資拠点 日本通運株式会社 四日市ターミナル

G006 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 南部拠点防災倉庫

G006-1 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 北部拠点防災倉庫

H001 燃料供給拠点 製油所 コスモ石油 四日市製油所

H002 燃料供給拠点 製油所 昭和四日市石油 四日市製油所

I001 航路による輸送拠点 海上輸送拠点（港湾） 四日市港（霞ヶ浦南埠頭23号岸壁）

I002 航路による輸送拠点 海上輸送拠点（港湾） 四日市港（第3埠頭15号岸壁）



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

６菰野町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）

菰野IC



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B006 災害対策拠点 市町災害対策本部 菰野町役場

C021 救助活動拠点 救助活動拠点 朝明緑地（朝明運動公園）

C022 救助活動拠点 救助活動拠点 大羽根運動公園

C023 救助活動拠点 救助活動拠点 三重カンツリークラブ

C024 救助活動拠点 救助活動拠点 菰野自動車学校

G007 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 菰野町体育センター



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

７朝日町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B007 災害対策拠点 市町災害対策本部 朝日町役場

C025 救助活動拠点 救助活動拠点 朝日町町民スポーツ施設

G008 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 朝日町教育文化施設



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

８川越町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B008 災害対策拠点 市町災害対策本部 川越町役場

C026 救助活動拠点 救助活動拠点 川越町総合グラウンド

G009 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） あいあいホール



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

９鈴鹿市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

A004 災害対策拠点 県災害対策本部 三重県鈴鹿庁舎

B009 災害対策拠点 市町災害対策本部 鈴鹿市役所

C027 救助活動拠点 救助活動拠点 三重県消防学校

C028 救助活動拠点 救助活動拠点 三重交通Ｇスポーツの杜 鈴鹿

C029 救助活動拠点 救助活動拠点 鈴鹿市河川防災センター

C030 救助活動拠点 救助活動拠点 桜の森公園

C031 救助活動拠点 救助活動拠点 株式会社モビリティランド鈴鹿サーキット

D004 医療活動拠点 災害拠点病院 厚生連鈴鹿中央総合病院

F002 物資拠点 広域物資輸送拠点（県物資拠点） 中勢拠点（消防学校屋内訓練場他）

G010 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） AGF鈴鹿体育館（鈴鹿市立体育館）

G011 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 鈴鹿市立西部体育館



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１０亀山市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B010 災害対策拠点 市町災害対策本部 亀山市役所

C032 救助活動拠点 救助活動拠点 亀山サンシャインパーク

C033 救助活動拠点 救助活動拠点 東野公園

C034 救助活動拠点 救助活動拠点 亀山公園

C035 救助活動拠点 救助活動拠点 関B&G海洋センター

F102 物資拠点 民間物資拠点 日本トランスシティ株式会社 亀山物流センター

G012 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 亀山公園



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１１津市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）

C043については、津市広域図へ掲載



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

A001 災害対策拠点 県災害対策本部 三重県庁

A005 災害対策拠点 県災害対策本部 三重県津庁舎

B011 災害対策拠点 市町災害対策本部 津市役所

C036 救助活動拠点 救助活動拠点 津市産業・スポーツセンター内 メッセウィング・みえ

C037 救助活動拠点 救助活動拠点 安濃中央総合公園（芝生広場、フットサルコート、野球場）

C038 救助活動拠点 救助活動拠点 中勢グリーンパーク

C039 救助活動拠点 救助活動拠点 町民の森公園

C040 救助活動拠点 救助活動拠点 北部運動広場

C041 救助活動拠点 救助活動拠点 白山総合文化センター

C042 救助活動拠点 救助活動拠点 津市モーターボート競走場

C043 救助活動拠点 救助活動拠点 道の駅美杉

D005 医療活動拠点 災害拠点病院 三重大学医学部附属病院

D006 医療活動拠点 災害拠点病院 国立病院機構三重中央医療センター

E001 医療活動拠点 ＳＣＵ 三重大学グラウンド

E002 医療活動拠点 ＳＣＵ 三重県立看護大学

F103 物資拠点 民間物資拠点 近物レックス株式会社 津支店

F104 物資拠点 民間物資拠点 西濃運輸株式会社 久居支店

G013 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 津市防災物流施設

G014 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 安濃中央総合公園



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１２松阪市緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

A006 災害対策拠点 県災害対策本部 三重県松阪庁舎

B012 災害対策拠点 市町災害対策本部 松阪市役所

C044 救助活動拠点 救助活動拠点 地方卸売市場

C045 救助活動拠点 救助活動拠点 リバーサイド茶倉

C046 救助活動拠点 救助活動拠点 中部台運動公園

C047 救助活動拠点 救助活動拠点 松阪市総合運動公園

C048 救助活動拠点 救助活動拠点 松阪農業公園ベルファーム

D007 医療活動拠点 災害拠点病院 松阪市民病院

D008 医療活動拠点 災害拠点病院 済生会松阪総合病院

D009 医療活動拠点 災害拠点病院 厚生連松阪中央総合病院

G015 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 松阪市クラギ文化ホール

G016 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 嬉野ふるさと会館

I003 航路による輸送拠点 海上輸送拠点（港湾） 津松阪港（大口地区）



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１３多気町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B013 災害対策拠点 市町災害対策本部 多気町役場

C049 救助活動拠点 救助活動拠点 勢和台スポーツセンター

G017 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 多気中学校第1体育館



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１４明和町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B014 災害対策拠点 市町災害対策本部 明和町役場

C050 救助活動拠点 救助活動拠点 明和町本庁舎

C051 救助活動拠点 救助活動拠点 古里公園

G018 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） いつきのみや地域交流センター



国土地理院図（標準地図）を加工して作成

１５大台町緊急輸送ルート図（緊急輸送道路重ね合わせ図）



拠点一覧

ＩＤ 用途 拠点 名称

B015 災害対策拠点 市町災害対策本部 大台町役場

C052 救助活動拠点 救助活動拠点 県有地（旧宮川高校グラウンド）

C053 救助活動拠点 救助活動拠点 健康ふれあい会館

C054 救助活動拠点 救助活動拠点 大台町Ｂ＆Ｇ海洋センター

C055 救助活動拠点 救助活動拠点 宮川小学校

G019 物資拠点 地域内輸送拠点（市町物資拠点） 大台町役場


