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１ 計画策定経緯 
  「緊急輸送を確保するため必要な道路」（緊急輸送道路）は、地震等発災後

から発生する緊急輸送を円滑かつ確実に実施するために必要な道路として地

震防災対策特別措置法（平成７年法律第１１１号）ならびに三重県防災対策

推進条例で位置付けられている。緊急輸送を確保するための道路は、道路構

造そのものの耐震性が確保されているとともに、ネットワークとして機能す

るよう、代替性が確保されていることが必要である。 
  このような緊急輸送道路網を構築するためには、あらかじめ必要な道路の

区間を設定し、相互の連携を図った緊急輸送道路ネットワーク計画を策定し

計画的な整備を推進していく必要がある。 
  三重県は、平成８年に１７５路線、１，４４８ｋｍを緊急輸送道路として

指定し、平成１９年度に市町村合併や防災拠点の新たな指定及び道路整備の

推進などによる道路網の変化などを反映するため、３５５路線１，６８７ｋ

ｍを指定した。その後、随時計画の見直しを実施しており、平成２９年度に

４０３路線、１，８２１ｋｍを指定した。 
今回の見直しにより４０9路線、１，８６３ｋｍを指定する。 
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２ 定義 
（１）緊急輸送道路 
    高速自動車国道、一般国道及びこれらを連絡する幹線的な道路並びに

これらの道路と都道府県知事が指定するもの（地方公共団体等の庁舎等

の所在地、救援物資等の備蓄地点等及び広域避難地など）とを連絡し、

又はそれらの拠点を相互に連絡する道路をいう。 
    ネットワークは地震後の利用特性により、以下の３つに区分する。 
緊急輸送道路 
ネットワーク 

区分 

利用特性（対象道路） 

第１次 県庁所在地、地方中心都市及び重要港湾、空港等を連絡する道

路 
①広域的な交通を分担することのできる高規格幹線道路 
②広域幹線道路である一般国道（指定区間） 
③防災拠点のうち県本庁舎、県総合庁舎、地方中心都市庁舎、

国際拠点港湾管理庁舎、国際拠点港湾及び自衛隊駐屯地に接続

する道路 
④第１次緊急輸送道路ネットワークを形成するため上記①②③

を連絡、補完する道路 
※ ①②のうち緊急輸送道路としてネットワーク化していない

部分は除く 
第２次 第１次緊急輸送道路と市区町村役場、主要な防災拠点（行政機

関、公共機関、主要駅、港湾、ヘリポート、災害医療拠点等）

を連絡する道路 
①第１次緊急輸送道路と防災拠点である市町庁舎、市町分庁舎、

道路管理庁舎、重要港湾及び耐震強化岸壁整備港湾等、海上保

安庁庁舎、警察庁舎、消防本部庁舎、広域防災拠点及びヘリポ

ート、災害医療拠点とを連絡する道路 
 

第３次 その他の道路 
①第１次・第２次緊急輸送道路を補完する道路 
②第１次緊急輸送道路または第２次緊急輸送道路と防災拠点で

あるＪＲ貨物駅・特急停車駅、近鉄特急停車駅及びを東海地震、

東南海・南海地震の活動・物資搬送拠点を連絡する道路 
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（２）緊急輸送 
    災害発生時における人命の保全、被害拡大防止、災害応急対策の円滑

な実施を図るための救助・救急・医療・消火活動及び避難者への緊急物

資の供給等に必要な人員及び物資等の輸送をいう。 
 
（３）災害応急対策 
    災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、

又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行う情報の収集及

び伝達、施設及び設備の応急復旧、被災者の救難、救助その他保護、消

防、水防その他の応急措置及び緊急輸送の確保等をいう。 
（４）防災拠点 
    地震防災対策特別措置法第三条第１項五号の「緊急輸送を確保するた

め必要な道路」の国土交通大臣の定める基準（平成８年建設省告示第１

２１９号）でいう都道府県知事が指定する箇所をいう。 
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３ 見直し計画の概要 
（１）緊急輸送道路ネットワーク計画の見直し計画策定にかかる基本方針 
    見直しにかかる基本方針については、下記の方針により策定する。 

１） 第１次緊急輸送道路ネットワーク 
① 既定計画の指定道路を基本とする。 
② 高速自動車国道及び一般国道（指定区間）の新規供用区間を追加

する。ただし、暫定的な一部供用などの場合は、起終点における

緊急輸送道路の指定状況、指定の可否などネットワークの観点を

考慮し指定するものとする。 
③ 下記防災拠点中の第１次緊急輸送道路ネットワークにかかる拠点

位置の変更にともなう経路の変更を反映する。 
２） 第２次緊急輸送道路ネットワーク 
① 既定計画の指定道路を基本とする。 
② 既指定路線の新規供用区間を追加する。 
③ 下記防災拠点中の第２次緊急輸送道路ネットワークにかかる拠点

位置の変更にともなう経路の変更を反映する。 
３） 第３次緊急輸送道路ネットワーク 
① 既定計画の指定道路を基本とする。 
② 既指定路線の新規供用区間を追加する。 
③ 下記防災拠点中の第３次緊急輸送道路ネットワークにかかる拠点

位置の変更にともなう経路の変更を反映する。 
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（２）防災拠点 
    防災拠点は、下表のとおりとする。 

拠点名 
（箇所数または施設名） 

緊急輸送道路区分 指定理由 
１次 ２次 ３次 

県本庁舎及び県総合庁

舎（１１） 
○   ・災害対策本部が設置される

庁舎及び災害応急対策活動が

実施される庁舎等 地方中心都市庁舎 
（９） 

○   

市町庁舎 
（２０） 

 ○  

市町分庁舎 
（４０） 

 ○  

国際拠点港湾管理庁舎

（２） 
○   ・道路港湾の管理庁舎 

道路管理庁舎 
（６） 

 ○  

国際拠点港湾（四日市

港） 
○   ・援助物資等の備蓄、集散場

の最重要拠点となる港湾 
重要港湾及び耐震強化

岸壁整備港湾等 
（９） 

 ○  ・援助物資等の備蓄、集散場

の拠点となる港湾等 

陸上自衛隊駐屯地 
（２） 

○   ・救助関係機関の庁舎（災害

時に救助活動等に従事する防

災関係機関の庁舎 海上保安庁庁舎 
（４） 

 ○  

警察庁舎 
（１９） 

 ○  

消防本部庁舎 
（１５） 

 ○  

広域防災拠点及びヘリ

ポート 
（８） 

 ○  ・救援物資等の備蓄、集散上

の拠点となる施設（広域防災

拠点及びヘリポート） 
災害医療拠点 
（２２） 

 ○  ・災害拠点病院及び災害医療

支援病院 
ＪＲ貨物駅・特急停車駅

（９） 
  ○ ・特急停車駅及び貨物取扱駅 

近鉄特急停車駅 
（１８） 

  ○ 

東海地震、東南海・南海

地震活動・物資搬送拠点 
（１２６） 

  ○ ・広域応援部隊の活動拠点・

物資搬送拠点 
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（３）計画の概要 
 上記新たな計画策定にかかる基本方針により、国、県、市町及び中日本

高速道路㈱等管理の道路４０９路線、１，８６３ｋｍを三重県緊急輸送道

路ネットワーク計画として策定した。 
 

道  路  区  分 路線数 道路延長（ｋｍ） 

第１次緊急輸送道路 64   793.6 

 高速自動車国道 6 220.6 

 一般国道（指定区間） 5  399.8 

 一般国道（指定以外）  8 96.8 

 主要地方道 12 51.2 

 一般県道 7 5.8 

 市町道  19  9.9 

 その他道路 7 9.5 

第２次緊急輸送道路  174  559.5 

 一般国道（指定区間） 1  1.3 

 一般国道（指定区間外） 15 332.2 

 主要地方道 31 110.3 

 一般県道 38 65.6 

 市管理県道 1 0.1 

 市町道  81  44.6 

 その他道路 ７ 5.4 

第３次緊急輸送道路  171  509.4 

 一般国道（指定区間）  1  8.6 

 一般国道（指定区間外） 10  164.1 

 主要地方道  28 132.1 

 一般県道  43  125.9 

 市管理県道 2 0.4 

 市町道 86 77.0 

 その他道路 1 1.3 

全体 409  1862.5 

 
４ 今後の方針 
   今回の計画は、次回の三重県防災会議に諮り、三重県地域防災計画に反

映することとなる。このことから、今後、緊急輸送を円滑かつ確実に実施

するために必要な道路として、各道路管理者により道路構造そのものの耐

震性の確保とともに、計画的な道路整備を進め、緊急輸送道路ネットワー

クを構築する。 
   なお、当計画については、見直し計画策定にかかる基本方針に従い必要

に応じ修正を行う。 



番号 番号

A1 三重県庁 A7 伊勢庁舎
A2 桑名庁舎 A8 志摩庁舎
A3 四日市庁舎 A9 伊賀庁舎
A4 鈴鹿庁舎 A10 尾鷲庁舎
A5 津庁舎 A11 熊野庁舎
A6 松阪庁舎

B201 津市 B207 鈴鹿市
B202 四日市市 B209 尾鷲市
B203 伊勢市 B212 熊野市
B204 松阪市 B216 伊賀市
B205 桑名市

B208 名張市 B441 多気町
B210 亀山市 B442 明和町
B211 鳥羽市 B443 大台町
B214 いなべ市 B461 玉城町
B215 志摩市 B470 度会町
B303 木曽岬町 B471 大紀町
B324 東員町 B472 南伊勢町
B341 菰野町 B543 紀北町
B343 朝日町 B561 御浜町
B344 川越町 B562 紀宝町

市町分庁舎
B201-1 津市久居総合支所 B210-1 亀山市関支所
B201-2 津市河芸総合支所 B212-1 熊野市紀和庁舎
B201-3 津市芸濃総合支所 B214-1 いなべ市北勢庁舎
B201-4 津市美里総合支所 B214-2 いなべ市大安庁舎
B201-5 津市安濃総合支所 B214-3 いなべ市藤原庁舎
B201-6 津市香良洲総合支所 B215-1 浜島生涯学習センター
B201-7 津市一志総合支所 B215-2 志摩市大王支所
B201-8 津市白山総合支所 B215-3 志摩市志摩支所
B201-9 津市美杉総合支所 B215-4 志摩市磯部支所
B202-1 四日市市楠総合支所 B216-1 伊賀市伊賀支所
B203-1 伊勢市二見総合支所 B216-2 伊賀市島ヶ原支所
B203-2 伊勢市小俣総合支所 B216-3 伊賀市阿山支所
B203-3 伊勢市御薗総合支所 B216-4 伊賀市大山田支所
B203-4 伊勢市防災センター B216-5 伊賀市青山支所
B204-1 松阪市嬉野地域振興局 B441-1 多気町勢和振興事務所
B204-2 松阪市三雲地域振興局 B443-1 大台町宮川総合支所
B204-3 松阪市飯南地域振興局 B471-1 大紀町錦支所
B204-4 松阪市飯高地域振興局 B471-2 大紀町大内山支所
B205-1 桑名市多度町総合支所 B472-1 南伊勢町南島庁舎
B205-2 桑名市長島町総合支所 B543-1 紀北町海山総合支所

国際拠点港湾及び管理庁舎
C1 四日市港管理組合 E1 四日市港
C2 国土交通省四日市港湾事務所

道路管理庁舎
D1 国土交通省三重河川国道事務所 D3 国土交通省紀勢国道事務所

D2-1 国土交通省北勢国道事務所（亀山庁舎） D4 中日本高速道路㈱桑名保全･サービスセンター

D2-2 国土交通省北勢国道事務所（四日市庁舎） D5 中日本高速道路㈱津保全･サービスセンター

F1 津松阪港 F6 尾鷲港
F2 鳥羽港 F7 鵜殿港
F3 浜島港 F8 波切漁港
F4 吉津港 F9 三木浦漁港
F5 長島港

重要港湾及び耐震強化岸壁整備港湾等

防 災 拠 点 一 覧 表
施 設 名 施 設 名

県本庁舎及び県総合庁舎

地方中心都市庁舎

市町本庁舎
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陸上自衛隊駐屯地
G1 久居駐屯地 G2 明野駐屯地

海上保安庁庁舎
H1 四日市海上保安部 H3 鳥羽海上保安部浜島分所
H2 鳥羽海上保安部 H4 尾鷲海上保安部

警察庁舎
I1 三重県警察本部 I11 松阪警察署
I2 桑名警察署 I12 大台警察署
I3 いなべ警察署 I13 伊勢警察署
I4 四日市北警察署 I14 鳥羽警察署
I5 四日市南警察署 I15 尾鷲警察署
I6 四日市西警察署 I16 熊野警察署
I7 亀山警察署 I17 紀宝警察署
I8 鈴鹿警察署 I18 伊賀警察署
I9 津警察署 I19 名張警察署
I10 津南警察署

消防本部庁舎
J1 桑名市消防本部 J9 鳥羽市消防本部
J2 四日市市消防本部 J10 志摩広域消防組合消防本部
J3 菰野町消防本部 J11 紀勢地区広域消防組合消防本部
J4 鈴鹿市消防本部 J12 三重紀北消防組合消防本部
J5 亀山市消防本部 J13 熊野市消防本部
J6 津市消防本部 J14 伊賀市消防本部
J7 松阪地区広域消防組合消防本部 J15 名張市消防本部
J8 伊勢市消防本部

広域防災拠点及び公共へリポート
K1 三重県広域防災拠点（中勢拠点） K5 三重県広域防災拠点（東紀州〔紀南〕拠点）

K2 三重県広域防災拠点（中勢拠点サブ） K6 三重県広域防災拠点（伊賀拠点）
K3 三重県広域防災拠点（伊勢志摩拠点） K7 三重県広域防災拠点（北勢拠点）
K4 三重県広域防災拠点（東紀州〔紀北〕拠点） L1 伊勢湾ヘリポート

災害医療拠点
O1 県立総合医療センター O12 済生会松阪総合病院
O2 三重県厚生連いなべ総合病院 O13 松阪中央総合病院
O3 市立四日市病院 O14 名張市立病院
O4 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院 O15 桑名東医療センター
O5 三重大学医学部附属病院 O16 青木記念病院
O6 松阪市民病院 O17 四日市羽津医療センター
O7 伊勢赤十字病院 O18 鈴鹿回生病院
O8 県立志摩病院 O19 亀山市立医療センター
O9 伊賀市立上野総合市民病院 O20 三重中央医療センター
O10 尾鷲総合病院 O21 市立伊勢総合病院
O11 紀南病院 O22 厚生連菰野厚生病院

ＪＲ貨物駅・特急停車駅
P1 桑名駅 P6 三瀬谷駅
P2 四日市駅 P7 紀伊長島駅
P3 津駅 P8 尾鷲駅
P4 松阪駅 P9 熊野市駅
P5 多気駅

近鉄特急停車駅
Q1 桑名駅 Q10 宇治山田駅
Q2 近鉄四日市駅 Q11 鳥羽駅
Q3 白子駅 Q12 志摩磯部駅
Q4 津駅 Q13 鵜方駅
Q5 久居駅 Q14 賢島駅
Q6 伊勢中川駅 Q15 榊原温泉口駅
Q7 松阪駅 Q16 伊賀神戸駅
Q8 伊勢市駅 Q17 桔梗が丘駅
Q9 五十鈴川駅 Q18 名張駅
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東海地震、東南海･南海地震の活動･物資搬送拠点
R1 白坊主山公園（桑名市） R61 県立津高等学校(津市)
R2 伊勢湾岸自動車道長島ＰＡ（桑名市） R62 県立津東高等学校(津市)
R3 アイリスパークグランド（桑名市） R63 お城西公園(津市）
R4 長島運動公園（桑名市） R64 津市南部緑地公園(津市)
R5 桑名三川商工会多度支所(桑名市) R65 中勢グリーンパーク(津市)
R6 ＮＴＮ総合運動公園(桑名市) R66 メッセウイングみえ(津市)
R7 学校法人津田学園グランド（桑名市） R67 津市西部運動広場(津市)
R8 東員町スポーツ公園陸上競技場(東員町) R68 津市久居中央スポーツ公園(津市)
R9 員弁運動公園(いなべ市) R69 津市久居グランド（津市）
R10 員弁市之原野球場(いなべ市) R70 雲出川緑地公園(津市)
R11 北勢中山グランド(いなべ市) R71 県営松阪野球場(松阪市)
R12 阿下喜ひろば(いなべ市) R72 県立飯南高等学校(松阪市)
R13 北勢其原グランド(いなべ市) R73 513BAKERYスタジアム松阪(松阪市)
R14 大安スポーツ公園運動場（いなべ市） R74 クラギ文化ホール(松阪市)
R15 大安西部運動広場(いなべ市） R75 松阪農業公園ベルファーム(松阪市)
R16 藤原運動場(いなべ市) R76 松阪市雲出川河川敷グランド（松阪市）

R17 藤原第一野球場（いなべ市） R77 天白小学校跡地(松阪市)
R18 藤原第二野球場(いなべ市) R78 松阪市中部台運動公園（松阪市）
R19 北勢沿岸流域下水道北部浄化センター(川越町) R79 松阪市阪内川スポーツ公園(松阪市)
R20 朝明緑地(菰野町) R80 ワークセンター松阪(松阪市)
R21 三重県民の森(菰野町) R81 松阪市嬉野グランド(松阪市)
R22 大羽根園緑地（菰野町）
R23 菰野自動車学校(菰野町) R83 県立相可高等学校（多気町）
R24 三重カンツリークラブ(菰野町) R84 ゆとりの丘（多気町）
R25 北勢中央公園(四日市市) R85 勢和台スポーツセンター（多気町）
R26 霞ヶ浦緑地(四日市市) R86 大仏山公園（伊勢市･明和町）
R27 北部墓地公園垂坂サッカー場･ソフトボール場(四日市市) R87 斎宮歴史博物館及び古里広場（明和町）

R28 四日市中央緑地(四日市市) R88 斎宮跡ふるさと南部公園（明和町）
R29 保々工業団地中央公園(四日市市) R89 宮川ラブリバー公園（伊勢市）
R30 名四カントリークラブ(四日市市) R90 県営サンアリーナ(K3)
R31 四日市カンツリー倶楽部(四日市市) R91 倉田山公園（伊勢市）
R32 四日市の里ゴルフクラブ(四日市市) R92 五十鈴公園（伊勢市）
R33 四日市リバティゴルフ倶楽部(四日市市) R93 宮川堤公園（伊勢市）
R34 グレースヒルズカントリークラブ(四日市市) R94 県立伊勢まなび高等学校（伊勢市）
R35 太陽化学（株）南部工場(四日市市) R95 鳥羽中央公園（鳥羽市）
R36 四日市市中消防署中央分署消防活動支援センター(四日市市) R96 宮リバー度会パーク（度会町）
R37 鈴鹿青少年の森(鈴鹿市) R97 県立南伊勢高校度会校舎（度会町）
R38 県立鈴鹿青少年センター(鈴鹿市) R98 ふれあい広場栗山（度会町）
R39 県営鈴鹿スポーツガーデン(K2) R99 中川小学校第２運動場（度会町）
R40 三重県消防学校(K1) R100 県立志摩高等学校（志摩市）
R41 鈴鹿市江島総合スポーツ公園(鈴鹿市) R101 磯部ふれあい公園（志摩市）
R42 鈴鹿市立石垣池公園(鈴鹿市) R102 阿児ふるさと公園（志摩市）
R43 鈴鹿市立御座池公園(鈴鹿市) R103 長沢運動公園（志摩市）
R44 鈴鹿サーキット駐車場(鈴鹿市) R104 志摩総合スポーツ公園（志摩市）
R45 鈴鹿市立西部野球場(鈴鹿市) R105 南島東小学校(南伊勢町)
R46 鈴鹿市河川防災センター(鈴鹿市) R106 南島西中学校（南伊勢町）
R47 亀山サンシャインパーク(亀山市) R107 空坂空地(大紀町)
R48 亀山公園(亀山市) R108 大紀町野添山村広場(大紀町)
R49 東野公園（亀山市） R109 ゆめが丘多目的広場(伊賀市)
R50 西野公園(亀山市) R110 上野運動公園(伊賀市)
R51 名阪工業団地第4，5公園(亀山市) R111 阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター(伊賀市)
R52 関総合スポーツ公園(亀山市) R112 阿山運動公園(伊賀市)
R53 鈴鹿川河川敷グランド（亀山市） R113 いがまちスポーツセンター(伊賀市)
R54 本城山青少年公園(津市) R114 せせらぎ運動公園グランド(伊賀市)
R55 千里ヶ丘自然公園(津市) R115 桐ヶ丘公園グランド(伊賀市)
R56 津市河芸ほほえみセンター(津市) R116 名張市中央公園(名張市)
R57 河芸中央公民館･町民の森公園（津市） R117 つつじが丘公園運動場（名張市）
R58 安濃中央総合公園(津市) R118 すずらん台スポーツグランド(名張市)
R59 津市美里グランド(津市) R119 赤羽公園多目的広場（紀北町）
R60 津市北部運動広場(津市) R120 紀北町海山グランド(紀北町)
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東海地震、東南海･南海地震の活動･物資搬送拠点
R121 海山リサイクルセンター(紀北町) R126 熊野救急へリポート(熊野市)
R122 熊野灘臨海公園大白地区(紀北町) R127 熊野市山崎運動公園(熊野市)
R123 尾鷲市立運動場(尾鷲市) R128 寺谷総合公園(御浜町)
R124 県立尾鷲高等学校･光が丘校舎(尾鷲市) R129 深田運動場（紀宝町）
R125 熊野市営総合グランド(熊野市) R130 松阪市総合運動公園（松阪市）
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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 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
新名神高速道路 四日市市伊坂町 亀山市安坂山町 伊勢湾岸自動車道 新名神高速道路
東海環状自動車道 いなべ市大安町 四日市市北山町 大安ＩＣ 新名神高速道路

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 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（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
42一般国道４２号（松阪多気BP）松阪市西黒部町 松阪市八太町 一般国道２３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 一般国道１６３号 一般国道１６３号
42 一般国道４２号 伊勢市二見町松下 伊勢市朝熊町 一般国道１６７号 （主）鳥羽松阪線
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（第二伊勢道路） 鳥羽市白木町 伊勢市二見町松下 一般国道１６７号 一般国道４２号
167 一般国道１６７号志摩市磯部町恵利原 鳥羽市白木町 （主）磯部大王線 一般国道１６７号 第二伊勢道路）

167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方
志摩市磯部町恵利
原

（市）神明道線 市道磯部ふれあい公園線

422 一般国道４２２号 紀北町東長島 紀北町東長島 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 鈴鹿市長澤町 市道津賀三畑線 東名阪自動車道
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
37 鳥羽松阪線 伊勢市朝熊町 伊勢市楠部町 （主）鳥羽松阪線 伊勢自動車道
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
磯部ふれあい公園線（志摩市） 志摩市磯部町恵利原 志摩市磯部町恵利原 一般国道１６７号 一般国道１６７号
神明道線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 志摩庁舎
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 伊賀市役所
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４号幹線（四日市港） 四日市市霞 三重郡川越町亀崎新田 臨港道路・霞１号幹線 （一）桑名四日市線

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）

区 間 連 絡 路 線 （拠 点） 名

終 点
（市町字名）

路 線 名 起 点
（市町字名）

路線
番号

路 線 名 起 点
（市町字名）

区 間

起 点 終 点
路線
番号

連 絡 路 線 （拠 点） 名

終 点
（市町字名）

起 点 終 点
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645 上野鈴鹿線 鈴鹿市稲生町 鈴鹿市稲生町 市道加佐登鼓ヶ浦線 市道加佐登鼓ヶ浦線

653 草生曽根線 津市安濃町東観音寺 津市安濃町曽根 津市安濃総合支所 （主）津芸濃大山田線

一般国道（国土交通省管理） 664 垣内御城線 津市白山町川口 津市白山町川口 （主）久居美杉線 津市白山総合支所
23一般国道２３号（中勢ＢＰ） 鈴鹿市稲生町 鈴鹿市徳田町 市道加佐登鼓ヶ浦線 市道御薗１４９号線 673 上友田円徳院線 伊賀市馬場 伊賀市馬場 （主）甲南阿山伊賀線 伊賀市阿山支所

一般国道（県管理） 679 川東佐那具線 伊賀市川西 伊賀市西之澤 名阪国道 一般国道２５号
25 一般国道２５号 伊賀市下柘植 伊賀市新堂 伊賀市伊賀支所（一）伊賀甲南線 697 三雲久居線 松阪市小舟江町 松阪市嬉野小村町 一般国道２３号 （一）嬉野津線
25 一般国道２５号 伊賀市上野西大手 伊賀市治田 一般国道１６３号 奈良県境 698 津三雲線 津市香良洲町 松阪市星合町 (一)香良洲公園島貫線市道星合舞出線
42 一般国道４２号 鳥羽市鳥羽３丁目 伊勢市二見町松下 鳥羽港 一般国道１６７号 748 大湊宮町停車場線 伊勢市御薗町長屋 伊勢市御薗町長屋伊勢市御園総合支所 市道御薗４号線
42 一般国道４２号 伊勢市朝熊町 伊勢市二見町茶屋（主）鳥羽松阪線 一般国道４２号 748 大湊宮町停車場線 伊勢市御薗町高向 伊勢市御薗町高向 一般国道２３号（主）伊勢松阪線
42 一般国道４２号 伊勢市二見町茶屋 伊勢市二見町茶屋 一般国道４２号伊勢市二見総合支所 754 津香良洲線 津市雲出本郷町 津市雲出伊倉津町 一般国道２３号 市道久居伊倉津線

163 一般国道１６３号 伊賀市荒木 伊賀市平田 名阪国道 伊賀市大山田支所 776 久居停車場津線 津市久居新町 津市久居新町 （一）上浜高茶屋久居線 一般国道１６５号

163 一般国道１６３号 津市美里町三郷 津市南河路 津市美里総合支所 一般国道２３号中勢ＢＰ 778 中井浦九鬼線 尾鷲市港町 尾鷲市林町 （一）尾鷲港尾鷲停車場線 臨港道路４号
166 一般国道１６６号 松阪市飯高町木梶 松阪市飯高町森 奈良県境 (一)蓮峡線市管理県道
166 一般国道１６６号 松阪市飯高町七日市 松阪市大黒田町 (一)蓮峡線 一般国道４２号 56 上野大山田線 伊賀市上野丸之内 伊賀市上野丸之内 一般国道２５号主)上野大山田線（県管理）

167 一般国道１６７号 鳥羽市白木町 鳥羽市鳥羽３丁目一般国道１６７号 第二伊勢道路） 一般国道４２号 市町道
167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方（主）浜島阿児線 市道神明道線 石榑大井田線（いなべ市） いなべ市大安町石榑東 いなべ市大安町大井田 （一）四日市菰野大安線 いなべ市大安庁舎

167 一般国道１６７号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方一般国道１６７号 一般国道２６０号 西新地久保田線（四日市市） 四日市市西新地 四日市市久保田 一般国道１号 市立四日市病院
169 一般国道１６９号 熊野市神川町 熊野市神川町 奈良県境 和歌山県境 旧県道四日市楠鈴鹿線（四日市市） 四日市市楠町北五味塚 四日市市楠町北五味塚 （一）楠河原田線 四日市市楠総合支所

260 一般国道２６０号 志摩市阿児町鵜方 志摩市志摩町和具一般国道１６７号 市道長谷線 市道茂福６号線（四日市市） 四日市市茂福町 四日市市南富田町 市道茂福２７号線 北勢国道事務所（四日市庁舎）

260 一般国道２６０号 南伊勢町五ヶ所浦 南伊勢町神前浦 町道前田愛洲線 町道神前小方線 市道茂福２７号線（四日市市） 四日市市茂福町 四日市市茂福町 国道１号 市道茂福６号線
260 一般国道２６０号 大紀町錦 大紀町錦 一般国道２６０号 大紀町錦支所 野町西条線（鈴鹿市） 鈴鹿市飯野寺家町 鈴鹿市安塚町 市道安塚地子町線 （主）鈴鹿環状線
306 一般国道３０６号 菰野町大字菰野 菰野町大字潤田一般国道４７７号 菰野町消防本部 安塚地子町線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 市道野町西条線 市道安塚２８８号線

306 一般国道３０６号 いなべ市北勢町阿下喜 いなべ市藤原町山口 三重県連厚生いなべ総合病院 一般国道３６５号 安塚２８８号線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 市道安塚地子町線 市道安塚２９１号線

309 一般国道３０９号 熊野市飛鳥町小阪 熊野市五郷町桃崎 一般国道４２号一般国道１６９号 安塚２９１号線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 市道安塚２８８号線 三重県厚生連鈴鹿中央総合病院

311 一般国道３１１号 尾鷲市三木浦町 尾鷲市三木里町市道三木浦盛松線 (一)三木里インター線 加佐登鼓ケ浦線（鈴鹿市） 鈴鹿市稲生町 鈴鹿市稲生町 一般国道２３号ＢＰ （一）上野鈴鹿線

311 一般国道３１１号 熊野市有馬町 熊野市紀和町小川口 一般国道４２号 和歌山県境 加佐登鼓ケ浦線（鈴鹿市） 鈴鹿市稲生町 鈴鹿市寺家５丁目 （一）上野鈴鹿線 一般国道２３号
365 一般国道３６５号 いなべ市藤原町古田 いなべ市藤原町山口 岐阜県境 一般国道３０６号 御薗１４９号線（鈴鹿市） 鈴鹿市徳田町 鈴鹿市御薗町 一般国道２３号ＢＰ （一）三行庄野線

365 一般国道３６５号 いなべ市大安町高柳 いなべ市大安町高柳 一般国道４２１号 東海環状自動車道（大安IC） 御薗１５９号線（鈴鹿市） 鈴鹿市御薗町 鈴鹿市御薗町 市道御薗１６１号線 市道御薗１６０号線

365 一般国道３６５号 四日市市堀木 四日市市西町 一般国道４７７号 一般国道１号 御薗１６０号線（鈴鹿市） 鈴鹿市御薗町 鈴鹿市御薗町 市道御薗１５９号線 三重県広域防災拠点（中勢拠点サブ）

368 一般国道３６８号 伊賀市八幡町 松阪市飯南町粥見 一般国道２５号一般国道１６６号 御薗１６１号線（鈴鹿市） 鈴鹿市御薗町 鈴鹿市御薗町 （一）三行庄野線 市道御薗１５９号線

368 一般国道３６８号 多気町朝柄 多気町丹生 多気町勢和振興事務所 一般国道４２号 石薬師１２６号線（鈴鹿市） 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 （一）鈴鹿宮妻峡線 市道石薬師１８７号線

421 一般国道４２１号 桑名市西別所 いなべ市大安町石榑下 一般国道２５８号 （一）四日市菰野大安線 石薬師１３１号線（鈴鹿市） 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 市道石薬師１８７号線 三重県消防学校
422 一般国道４２２号 伊賀市久米町 伊賀市青山羽根市道桑町恵美須町線 一般国道１６５号 石薬師１８７号線（鈴鹿市） 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 市道石薬師１２６号線 市道石薬師１３１号線

477 一般国道４７７号 四日市市堀木 四日市市西伊倉町一般国道３６５号 一般国道４７７号ＢＰ 亀田小川線（亀山市） 亀山市羽若町 亀山市羽若町 (一)亀山停車場石水渓線亀山市立医療センター

477 一般国道４７７号 四日市市高角町 菰野町大字菰野一般国道４７７号ＢＰ 一般国道３０６号 津駅見当山線（津市） 津市広明町 津市広明町 （主）津関線 三重河川国道事務所

477 一般国道４７７号ＢＰ 四日市市西伊倉町 四日市市高角町一般国道４７７号 一般国道４７７号（高角IC） 栄町観音寺町線（津市） 津市栄町 津市栄町 一般国道２３号 三重県警察本部
477 一般国道４７７号ＢＰ 四日市市高角町 四日市市高角町一般国道４７７号（高角IC）一般国道４７７号 西丸之内１号線（津市） 津市丸之内 津市丸之内 一般国道２３号 津警察署
477一般国道４７７号（四日市湯の山道路） 四日市市高角町 菰野町大字音羽 一般国道４７７号（高角IC）新名神高速道路（菰野IC） 久居伊倉津線（津市） 津市雲出伊倉津町 津市雲出伊倉津町 （一）津香良洲線 臨港道路・伊倉津１号線

主要地方道 一色浜田線（津市） 津市河芸町浜田 津市河芸町浜田 市道中瀬北黒田線 津市河芸総合支所
5 北勢多度線 いなべ市北勢町阿下喜 いなべ市員弁町楚原 一般国道３０６号 一般国道４２１号 椋本安西線（津市） 津市芸濃町椋本 津市芸濃町椋本 （主）津関線 津市芸濃総合支所

7 水郷公園線 桑名市長島町松蔭 桑名市長島町福吉 伊勢湾岸自動車道 一般国道２３号 三郷樫木原線（津市） 津市美里町三郷 津市美里町三郷 一般国道１６３号 津市美里総合支所
7 水郷公園線 桑名市長島町押付 桑名市長島町小島 一般国道１号 東名阪自動車道 中町明神線（津市） 津市久居明神町 津市久居明神町 一般国道１６５号 三重中央医療センター

11 四日市関線 亀山市関町木崎 亀山市関町新所 亀山市関支所 一般国道１号 松阪駅松阪港線（松阪市） 松阪市中央町 松阪市大口町 一般国道４２号 津松阪港
12 伊勢南勢線 伊勢市楠部町 伊勢市楠部町 （主）鳥羽松阪線 一般国道２３号 柳瀬津本線（松阪市） 松阪市飯南町粥見 松阪市飯南町粥見 一般国道１６６号 松阪市飯南地域振興局

14 菰野東員線 東員町六把野新田 東員町穴太 （一）桑名東員線 一般国道４２１号 星合舞出線（松阪市） 松阪市星合町 松阪市小野江町 (一)津三雲線 一般国道２３号
15 久居美杉線 津市久居射場町 津市美杉町八知 一般国道１６５号 津市美杉総合支所 西五佐奈線（多気町） 多気町相可 多気町相可 一般国道４２号 町道相可国道線
17 浜島阿児線 志摩市浜島町浜島 志摩市阿児町鵜方 一般国道２６０号 一般国道１６７号 相可国道線（多気町） 多気町相可 多気町相可 町道西五佐奈線 町道国道役場線
22 伊勢南島線 伊勢市黒瀬町 伊勢市岩渕町 一般国道２３号 伊勢市役所 国道役場線（多気町） 多気町相可 多気町相可 町道相可国道線 多気町役場
23 北方多度線 桑名市多度町福永 桑名市多度町香取 岐阜県境 一般国道２５８号 明和中央線（明和町） 明和町行部 明和町斎宮 一般国道２３号 町道大淀役場坂本線

24 松阪久居線 松阪市嬉野須賀町 松阪市嬉野宮古町 市道嬉野小村線 （主）松阪一志線 大淀役場坂本線（明和町） 明和町斎宮 明和町馬之上 町道明和中央線 明和町役場
24 松阪久居線 津市久居新町 津市久居万町 （一）上浜高茶屋久居線 （主）久居美杉線 御薗４号線（伊勢市） 伊勢市御園町長屋 伊勢市御園町長屋 一般国道２３号 （一）大湊宮町停車場線

26 四日市多度線 桑名市多度町多度 桑名市多度町香取 桑名市多度町総合支所 一般国道２５８号 上ノ社船江線（伊勢市） 伊勢市船江１丁目 伊勢市船江１丁目 （一）宇治山田港伊勢市停車場線 市道日赤東紡線
28 亀山白山線 亀山市川合町 亀山市東御幸町 一般国道１号 （一）亀山城跡線 日赤東紡線（伊勢市） 伊勢市船江１丁目 伊勢市船江１丁目 伊勢赤十字病院 市道上ノ社船江線

29 松阪青山線 伊賀市阿保 伊賀市阿保 市道阿保保育所前線 一般国道１６５号 田丸土羽線（玉城町） 玉城町下田辺 玉城町田丸 （一）田丸停車場斎明線 玉城町役場
31 大台宮川線 大台町弥起井 大台町江馬 一般国道４２号 大台町宮川総合支所 前田愛洲線（南伊勢町） 南伊勢町五ヶ所浦 南伊勢町五ヶ所浦 一般国道２６０号 南伊勢町役場
35 紀宝川瀬線 紀宝町井田 紀宝町成川 一般国道４２号 一般国道４２号（紀宝ＢＰ） 神前小方線（南伊勢町） 南伊勢町神前浦 南伊勢町神前浦 一般国道２６０号 南伊勢町南島庁舎
37 鳥羽松阪線 伊勢市楠部町 伊勢市中島 （主）伊勢南勢線 （主）伊勢松阪線 西ノ野江尻線（大紀町） 大紀町大内山 大紀町大内山 一般国道４２号 大紀町大内山支所

38 伊勢大宮線 度会町葛原 度会町棚橋 （一）玉城南勢線 （主）度会玉城線 岩崎樋ノ山線（鳥羽市） 鳥羽市鳥羽 鳥羽市鳥羽 一般国道４２号 市道岩崎錦町線
38 伊勢大宮線 大紀町滝原 大紀町滝原 大紀町役場 一般国道４２号 岩崎錦町線（鳥羽市） 鳥羽市鳥羽 鳥羽市鳥羽 市道岩崎樋ノ山線 鳥羽市役所
41 亀山鈴鹿線 亀山市和田町 鈴鹿市国府町 （主）亀山白山線 鈴鹿回生病院 川辺迫間線（志摩市） 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町迫間 （主）磯部大王線 一般国道１６７号
42 津芸濃大山田線 津市一色町 津市安濃町曽根 伊勢自動車道 （一）草生曽根線 磯部支所線（志摩市） 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町迫間 市道川辺迫間線 志摩市磯部支所
44 宮妻峡線 四日市市泊村 四日市市泊小柳町 県立総合医療センター 一般国道１号 鵜方立神線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道２６０号 志摩市広域消防組合消防本部

49 甲南阿山伊賀線 伊賀市馬田 伊賀市西之沢 （一）上友田円徳院線 一般国道２５号 堂岡岩出線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 市道宮坂線
55 久居河芸線 津市久居明神町 津市久居明神町 一般国道１６５号 津市消防本部 市道宮坂線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 市道堂岡岩出線 市道志摩病院線
56 上野大山田線 伊賀市上野丸之内 伊賀市上野恵美須町 主)上野大山田線（市管理） 市道桑町恵美須町線 志摩病院線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 市道宮坂線 県立志摩病院
56 上野大山田線 伊賀市生琉里 伊賀市下友生 名阪国道 （一）依那具荒木線 成滝３号線（志摩市） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 市道大王支所１号線 一般国道２６０号

58 松阪一志線 松阪市嬉野天花寺町 松阪市嬉野宮古町 （一）天花寺一志嬉野インター線 （主）松阪久居線 大王支所１号線（志摩市） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 志摩市大王支所 市道成滝３号線
60 伊勢松阪線 伊勢市中島 伊勢市御薗町高向 （主）鳥羽松阪線 （一）大湊宮町停車場線 長谷線（志摩市） 志摩市志摩町和具 志摩市志摩町和具 志摩市志摩支所 一般国道２６０号

61 磯部大王線 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 市道波切漁港本線 一般国道２６０号 桧山路浜島線（志摩市） 志摩市浜島町 志摩市浜島町 鳥羽海上保安部浜島分室 市道１３号線
65 度会玉城線 度会町棚橋 度会町棚橋 （主）伊勢大宮線 度会町役場 １３号線（志摩市） 志摩市浜島町 志摩市浜島町 市道桧山路浜島線 （主）浜島阿児線
65 度会玉城線 玉城町宮古 玉城町勝田 （一）玉城南勢線 （一）田丸停車場斎明線 波切漁港本線（志摩市） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 （主）磯部大王線 波切漁港臨港道路
66 四日市朝日線 朝日町柿 朝日町柿 朝日町役場 一般国道１号北勢ＢＰ 桑町恵美須町線（伊賀市） 伊賀市上野桑町 伊賀市上野恵美須町 一般国道４２２号 （主）上野大山田線

67 一志嬉野線 津市一志町小山 津市一志町小山 （一）天花寺一志嬉野インター線 伊勢自動車道 矢倉谷桜谷線（伊賀市） 伊賀市四十九町 伊賀市四十九町 一般国道４２２号 伊賀警察署
68 紀勢インター線 大紀町崎 大紀町錦 一般国道４２号一般国道２６０号 市民病院線（伊賀市） 伊賀市四十九町 伊賀市四十九町 一般国道４２２号 上野総合市民病院

一般県道 子ヶ谷線（伊賀市） 伊賀市島ケ原町 伊賀市島ケ原町 市道平田広垣内線 一般国道１６３号
108 木曽岬弥富停車場線 木曽岬町川先 木曽岬町西対海地 一般国道２３号 木曽岬町役場 平田広垣内線（伊賀市） 伊賀市島ヶ原町 伊賀市島ヶ原町 伊賀市島ヶ原支所 市道子ヶ谷線
114 上浜高茶屋久居線 津市久居新町 津市久居新町 陸上自衛隊久居駐屯地 （一）久居停車場津線 阿保羽根線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市阿保 （主）松阪青山線 市道阿保保育所前線

115 鈴鹿宮妻峡線 鈴鹿市石薬師町 鈴鹿市石薬師町 市道石薬師１２６号線 一般国道１号 阿保保育所前線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市阿保 市道阿保羽根線 伊賀市青山支所
133 伊賀甲南線 伊賀市下柘植 伊賀市新堂 （一）伊賀大山田線 一般国道２５号 西明寺生琉里緑ヶ丘線（伊賀市） 伊賀市西明寺 伊賀市西明寺 国道１６３号 市道荒木木興線
138 信楽上野線 伊賀市小田 伊賀市平野中川原 一般国道１６３号 市道丸之内伊賀上野橋線 荒木木興線（伊賀市） 伊賀市西明寺 伊賀市西明寺 市道西明寺生琉里緑ヶ丘線 市道西明寺緑ヶ丘線

140 四日市菰野大安線 菰野町大字宿野 菰野町大字大強原一般国道４７７号 四日市西警察署 西明寺緑ヶ丘線（伊賀市） 伊賀市西明寺 伊賀市西明寺 市道荒木木興線 伊賀市消防本部
140 四日市菰野大安線 いなべ市大安町石榑東 いなべ市大安町石榑下 市道石榑大井田線 一般国道４２１号 平尾中央公園線（名張市） 名張市鴻之台 名張市鴻之台 一般国道１６５号 名張市消防本部
141 鵜殿熊野線 熊野市久生屋町 熊野市井戸町 市道久生屋金山線 （主）七色峡線 青蓮寺名張線（名張市） 名張市百合が丘 名張市夏見 市道池之谷中央線 一般国道１６５号
142 桑名東員線 東員町六把野新田 東員町山田 （主）菰野東員線 東員町役場 池之谷中央線（名張市） 名張市百合が丘 名張市百合が丘 市道青蓮寺名張線 名張市立病院
145天花寺一志嬉野インター線 松阪市嬉野天花寺町 津市一志町小山 （主）松阪一志線 （主）一志嬉野線 相賀小浦線（紀北町） 紀北町相賀 紀北町相賀 （一）須賀利港相賀停車場線 町道本地汐ノ津呂線

154 依那具荒木線 伊賀市下友生 伊賀市荒木 （主）上野大山田線 三重県広域防災拠点（伊賀拠点） 本地汐ノ津呂線（紀北町） 紀北町相賀 紀北町相賀 一般国道４２号 町道相賀小浦線
159 三木里インター線 尾鷲市三木里町 尾鷲市三木里町一般国道３１１号 一般国道４２号（熊野尾鷲道路） 井の島山本６号線（紀北町） 紀北町東長島 紀北町東長島 紀北町役場 一般国道４２号
169 玉城南勢線 玉城町宮古 南伊勢町船越 （主）度会玉城線 一般国道２６０号 尾鷲港新田線（尾鷲市） 尾鷲市上野町 尾鷲市新田町 一般国道４２号 市道古戸野日尻線

201宇治山田港伊勢市停車場線 伊勢市小木町 伊勢市船江１丁目 一般国道２３号 市道上ノ社船江線 古戸野日尻線（尾鷲市） 尾鷲市新田町 尾鷲市光ヶ丘 市道尾鷲港新田線 三重県広域防災拠点（東紀州〔紀北〕拠点）

202 須賀利港相賀停車場線 紀北町相賀 紀北町相賀 紀北町海山総合支所 町道相賀小浦線 三木浦盛松線（尾鷲市） 尾鷲市三木浦町 尾鷲市三木浦町 一般国道３１１号 三木浦漁港
203 尾鷲港尾鷲停車場線 尾鷲市港町 尾鷲市中村町 （一）中井浦九鬼線 市道坂場銀杏町線 久生屋金山線(熊野市）熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 （一）鵜殿熊野線 市道金山東通り線
302 亀山停車場石水渓線 亀山市御幸町 亀山市本丸町 （一）亀山城跡線 亀山市役所 金山東通り線(熊野市）熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 市道久生屋金山線 市道久生屋金山１号線

302 亀山停車場石水渓線 亀山市羽若町 亀山市羽若町 一般国道１号 市道亀田小川線 久生屋金山１号線(熊野市）熊野市久生屋町 熊野市久生屋町 市道金山東通り線 三重県広域防災拠点（東紀州〔紀南〕拠点）

401 桑名四日市線 桑名市相川町 桑名市小貝須 一般国道１号 一般国道２３号 紀南病院線（御浜町） 御浜町阿田和 御浜町阿田和 一般国道４２号 紀南病院
413 嬉野津線 松阪市嬉野中川町 松阪市肥留町 （主）松阪久居線 （一）三雲久居線 四ツ辻線（紀宝町） 紀宝町鵜殿 紀宝町鵜殿 紀宝川瀬線 紀宝町役場
502 楠河原田線 四日市市楠町北五味塚 四日市市河原田町 市道旧県道四日市楠鈴鹿線 一般国道２３号 その他道路
511 豊北港小俣線 伊勢市西豊浜町 伊勢市小俣町元町 一般国道２３号 伊勢市小俣総合支所 臨港道路・伊倉津１号線（津松阪港） 津市雲出鋼管町 津市雲出鋼管町 市道久居伊倉津線 伊勢湾ヘリポート
530 田丸停車場斎明線 玉城町勝田 玉城町下田辺 （主）度会玉城線 町道田丸土羽線 吉津港臨港道路（吉津港） 南伊勢町神前浦 南伊勢町神前浦 一般国道２６０号 吉津港
565 亀山城跡線 亀山市東御幸町 亀山市太岡寺町 （主）亀山白山線 一般国道１号 埋立地臨港道路（浜島港） 志摩市浜島町浜島 志摩市浜島町浜島 一般国道２６０号 浜島港
569 蓮峡線 松阪市飯高町森 松阪市飯高町七日市 一般国道１６６号 一般国道１６６号 波切漁港臨港道路（波切漁港） 志摩市大王町波切 志摩市大王町波切 市道波切漁港本線 波切漁港
575 香良洲公園島貫線 津市香良洲町東山 津市雲出島貫町津市香良洲総合支所 一般国道２３号 臨港道路４号（尾鷲港） 尾鷲市林町 尾鷲市瀬木山町 （一）中井浦九鬼線 尾鷲港
601 本郷志礼石線 いなべ市藤原町市場 いなべ市藤原町志礼石新田 いなべ市藤原庁舎 一般国道３０６号 長島港臨港道路（長島港） 紀北町長島 紀北町長島 一般国道４２号 長島港
624 千草赤水線 菰野町吉澤 菰野町吉澤 (一)四日市菰野大安線一般国道４７７号（吉澤IC） 鵜殿港臨港道路 紀宝町鵜殿 紀宝町鵜殿 紀宝川瀬線 鵜殿港
624 千草赤水線 菰野町潤田 菰野町潤田 一般国道４７７号 四日市湯の山道路） 一般国道３０６号

629 宮東日永線 四日市市六呂見町 四日市市泊小柳町 一般国道２３号 一般国道１号
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750 阿児磯部鳥羽線 鳥羽市浦村町 鳥羽市鳥羽４丁目（一）鳥羽阿児線 一般国道４２号
751三戸紀伊長島停車場線 紀北町東長島 紀北町東長島 一般国道４２号 紀伊長島駅

一般国道（国土交通省管理） 752茶屋町湯の山停車場線 四日市市桜町 四日市市水沢町 一般国道３０６号 四日市リバティゴルフ倶楽部

23一般国道２３号（中勢ＢＰ） 鈴鹿市徳田町 津市大里窪田町 市道御薗１４９号線 （主）津関線 756 松阪環状線 松阪市川井町 松阪市船江町 （主）松阪第２環状線 （主）松阪久居線

一般国道（県管理） 756 松阪環状線 松阪市上川町 松阪市豊原町 松阪総合運動公園伊賀町線 （主）松阪第二環状線

163 一般国道１６３号 伊賀市平田 津市美里町三郷 伊賀市大山田支所 津市美里総合支所 757 辻原西町線 松阪市大足町 松阪市外五曲町松阪市阪内川スポーツ公園 市道外五曲下村線

163 一般国道１６３号 津市南河路 津市丸之内 一般国道２３号中勢ＢＰ 一般国道２３号 758 檜原大内山線 大紀町大内山 大紀町大内山 空坂空地 一般国道４２号
167 一般国道１６７号 志摩市阿児町神明 志摩市阿児町鵜方 賢島駅 一般国道２６０号 市管理県道
260 一般国道２６０号 志摩市浜島町浜島南伊勢町 五ヶ所浦 浜島阿児線 前田愛洲線 18桑名停車場線（市管理） 桑名市桑名 桑名市桑名 桑名駅 一般国道１号
260 一般国道２６０号 南伊勢町神前浦 大紀町錦 町道神前小方線（主）紀勢インター線 642国府白子停車場線（市管理） 鈴鹿市国府町 鈴鹿市白子町 中江島６１２号線 白子駅
260 一般国道２６０号 南伊勢町奈屋浦 南伊勢町奈屋浦 一般国道２６０号 南島東小学校 市町道
260 一般国道２６０号 大紀町錦 紀北町東長島 大紀町錦支所 一般国道４２号 坂井多度線（桑名市） 桑名市大山田 桑名市多度町多度 （一）桑名東員線 桑名市多度町総合支所

260 一般国道２６０号 志摩市志摩町和具 志摩市志摩町御座 市道長谷線 一般国道260号 多度中学校線（桑名市） 桑名市多度町香取 桑名市多度町小山 一般国道２５８号 市道深谷柚井線
260 一般国道２６０号 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 （一）鳥羽阿児線 一般国道１６７号 深谷柚井線（桑名市） 桑名市多度町小山 桑名市多度町小山 市道多度中学校線 市道香取多度線
306 一般国道３０６号 津市河芸町中瀬 津市河芸町北黒田 一般国道２３号一般国道２３号中勢ＢＰ 香取多度線（桑名市） 桑名市多度町小山 桑名市多度町多度 市道深谷柚井線 桑名三川商工会多度支所

306 一般国道３０６号 亀山市栄町 亀山市栄町 一般国道１号 市道国一側道栄町川合線 松蔭海岸線（桑名市） 桑名市長島町浦安 桑名市長島町浦安 （主）水郷公園線 市道揖斐川堤防線

306 一般国道３０６号 鈴鹿市長沢町 菰野町大字菰野 （主）神戸長沢線 一般国道４７７号 揖斐川堤防線（桑名市） 桑名市長島町浦安 桑名市長島町白鶏 市道松蔭海岸線 白坊主山公園
306 一般国道３０６号 菰野町大字潤田 いなべ市北勢町阿下喜 菰野町消防本部 三重県厚生連いなべ総合病院 治第１１５号線（いなべ市） いなべ市北勢町垣内 いなべ市北勢町東村 一般国道３０６号 市道治第１１４号線

311 一般国道３１１号 尾鷲市南浦 熊野市大泊町 一般国道４２号 一般国道４２号 治第１１４号線（いなべ市） いなべ市北勢町東村 いなべ市北勢町中山 市道治第１１５号線 市道治第１号線
365 一般国道３６５号 四日市市上海老町 四日市市上海老町一般国道３６５号ＢＰ （主）上海老茂福線 治第１号線（いなべ市） いなべ市北勢町中山 いなべ市北勢町中山 市道治第１１４号線 北勢中山グランド

365一般国道３６５号ＢＰ 四日市市小牧町 四日市市上海老町 保々工業団地中央公園 一般国道３６５号 下川原中山線（いなべ市） いなべ市藤原町大貝戸 いなべ市藤原町大貝戸 一般国道３０６号 藤原運動場
368 一般国道３６８号 松阪市飯南町粥見 多気町朝柄 一般国道１６６号多気町勢和振興事務所 四日市中央線（四日市市） 四日市市朝日町 四日市市幸町 ＪＲ四日市駅 四日市市役所
421 一般国道４２１号いなべ市大安町石榑下 いなべ市大安町石榑南 （一）四日市菰野大安線 一般国道３０６号 四日市中央線（四日市市） 四日市市三栄町 四日市市浜田町 一般国道１号 近鉄四日市駅
422 一般国道４２２号 松阪市飯高町富永 大台町天ヶ瀬 一般国道１６６号 （主）大台宮川線 草里野尾高線（菰野町） 菰野町大字千草 菰野町大字千草 一般国道３０６号 三重県民の森
422 一般国道４２２号 紀北町島原 紀北町島原 赤羽公園多目的広場 町道島地１号線 並木通り線（菰野町） 菰野町大字菰野 菰野町大羽根園新林町 一般国道４７７号 大羽根園緑地
477 一般国道４７７号 四日市市川島町 四日市市高角町 （一）川島貝家線一般国道４７７号ＢＰ 垂坂４９号線（四日市市） 四日市大矢知町 四日市市垂坂町 （主）上海老茂福線 北部墓地公園
477 一般国道４７７号 菰野町大字菰野 菰野町大字千草 一般国道３０６号（一）湯の山温泉線 小山田川島線（四日市市） 四日市市川島町 四日市市内山町 （一）川島貝家線 四日市の里ゴルフクラブ

主要地方道 菰野永井線（菰野町） 菰野町大字福村 菰野町大字福村 一般国道４７７号 菰野自動車学校
5 北勢多度線 いなべ市員弁町畑新田 いなべ市員弁町畑新田 一般国道421号 (一)南中津原畑新田線 花川西能褒野線（鈴鹿市）鈴鹿市椿一宮町 鈴鹿市岸田町 一般国道３０６号 鈴鹿市立西部野球場

7 水郷公園線 桑名市長島町浦安 桑名市長島町松蔭 市道松蔭海岸線 伊勢湾岸自動車道 庄野３５号線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野町 鈴鹿市庄野町 （一）三行庄野線 鈴鹿市河川防災センター

10 津関線 津市芸濃町楠原 亀山市関町木崎 名阪国道 一般国道1号 庄野４２号線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野町 鈴鹿市甲斐町 鈴鹿市河川防災センター （主）神戸長沢線

13 伊勢多気線 多気町四神田 多気町仁田 （一）仁田多気停車場線 一般国道42号 加佐登鼓ヶ浦線（鈴鹿市） 鈴鹿市庄野羽山４丁目 鈴鹿市稲生町 （主）鈴鹿環状線 一般国道２３号ＢＰ

15 久居美杉線 津市美杉町八知 津市美杉町奥津 津市美杉総合支所 一般国道368号 野町西条線（鈴鹿市） 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市安塚町 （一）上野鈴鹿線 市道安塚地子町線

16 南勢磯部線 南伊勢町神津佐 志摩市磯部町迫間 一般国道260号 （主）磯部大王線 桜ヶ丘江島線（鈴鹿市） 鈴鹿市南江島町 鈴鹿市江島台２丁目 一般国道２３号 中江島６１２号線

19 津停車場線 津市羽所町 津市栄町 津駅 一般国道23号 中江島６１２号線（鈴鹿市） 鈴鹿市白子駅前 鈴鹿市南江島町 （一）国府白子停車場線 桜ヶ丘江島線
22 伊勢南島線 伊勢市本町 伊勢市円座町 （主）伊勢磯部線 （一）玉城南勢線 小野白木線（亀山市） 亀山市小野町 亀山市小野町 一般国道１号 名阪工業団地第四，五公園

22 伊勢南島線 度会町川口 南伊勢町道方 （主）度会玉城線 一般国道260号 国一側道栄町川合線（亀山市） 亀山市栄町 亀山市川合町 一般国道３０６号 市道国一東野公園跨道橋線

24 松阪久居線 松阪市船江町 松阪市嬉野須賀町 （一）松阪環状線 市道嬉野小村線 国一東野公園跨道橋線（亀山市） 亀山市川合町 亀山市川合町 市道栄町川合線 市道国一側道栄町川合線

24 松阪久居線 松阪市嬉野宮古町 津市久居新町 （主）松阪一志線（一）上浜高茶屋久居線 栄町川合線（亀山市） 亀山市川合町 亀山市川合町 市道国一側道下り２号線 市道国一東野公園跨道橋線

26 四日市多度線 桑名市星川 桑名市嘉礼川 一般国道421号学校法人津田学園グランド 国一側道下り２号線（亀山市） 亀山市川合町 亀山市栄町 市道栄町川合線 一般国道１号
27 神戸長沢線 鈴鹿市甲斐町 鈴鹿市上田町 市道庄野42号線 一般国道1号 東千里千里ヶ丘線（津市） 津市河芸町東千里 津市河芸町久知野 一般国道２３号 千里ヶ丘自然公園

27 神戸長沢線 鈴鹿市長澤町 鈴鹿市長澤町 東名阪自動車道 一般国道306号 新上野浜田線（津市） 津市河芸町上野 津市河芸町一色 一般国道２３号 本城山青少年公園

28 亀山白山線 津市白山町佐田 津市白山町中村 市道佐田停車場線 一般国道165号 サイエンスシティ中央線（津市） 津市河芸町南黒田 津市安濃津台 一般国道２３号ＢＰ 中勢グリーンパーク

31 大台宮川線 大台町江馬 大台町天ヶ瀬 大台町宮川総合支所 一般国道422号 津駅見当山線（津市） 津市広明町 津市一身田上津部田 三重河川国道事務所 市道大谷町西第３号線

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 大谷町西第３号線（津市） 津市一身田上津部田 津市一身田上津部田 市道津駅見当山線 県立津東高等学校

35 紀宝川瀬線 紀宝町大里 紀宝町大里 深田運動場 (一)鵜殿熊野線 北河路橋安東小学校線（津市） 津市北河路町 津市納所町 メッセウイングみえ （主）津芸濃大山田線

37 鳥羽松阪線 伊勢市中島 松阪市宮町 （主）伊勢松阪線 一般国道42号 グリーンロード線（津市） 津市芸濃町椋本 津市美里町足坂 （主）津関線 一般国道１６３号

38 伊勢大宮線 度会町麻加江 度会町田口 町道麻加江注連指線 町道井戸ヶ瀬線 本町西鷹跡町線（津市） 津市久居西鷹跡町 津市久居西鷹跡町 （主）久居美杉線 津市久居グランド

38 伊勢大宮線 大紀町打見 大紀町打見 （主）南島大宮大台線 町道相原西古谷線 羽野１９号線（津市） 津市久居戸木町 津市久居戸木町 市道羽野２0号線津市久居中央スポーツ公園

44 宮妻峡線 四日市市波木町 四日市市泊村 （一）四日市菰野大安線 県立総合医療センター 羽野２0号線（津市） 津市久居戸木町 津市久居戸木町 一般国道１６５号 市道羽野１９号線

46 南島大宮大台線 大紀町野添 大台町下楠 （主）伊勢大宮線 一般国道42号 佐田停車場線（津市） 津市白山町佐田 津市白山町佐田 榊原温泉口駅 （主）亀山白山線

49 甲南阿山伊賀線 伊賀市川合 伊賀市馬田 阿山B＆G海洋センター（一）上友田円徳院線 黒田川原木造線（松阪市） 松阪市嬉野見永町 松阪市舞出町 （一）三雲久居線 河川敷グランド・公園

55 久居河芸線 津市大里窪田町 津市一身田町 (一)草生窪田津線 (一)草生窪田津線松阪駅松阪港線（松阪市） 松阪市朝日町 松阪市中央町 松阪駅 一般国道４２号

57 上野名張線 伊賀市比土 伊賀市比土 一般国道４２２号市道出屋敷伊賀神戸停車場線 中部台運動公園線（松阪市） 松阪市立野町 松阪市立野町 一般国道１６６号
松阪市中部台運
動公園

61 磯部大王線 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町穴川 市道川辺迫間線 市道第一国道線 虹が丘久保線（松阪市） 松阪市上川町 松阪市上川町 （主）松阪第２環状線 ワークセンター松阪

64 上海老茂福線 四日市市上海老町 四日市市中村町 一般国道365号 東名阪自動車道 松阪総合運動公園伊賀町線（松阪市） 松阪市山下町 松阪市豊原町 松阪総合運動公園 （一）松阪環状線

65 度会玉城線 度会町川口 度会町棚橋 （主）伊勢南島線 （主）伊勢大宮線 明和中央線（明和町） 明和町斎宮 明和町有爾中 町道大淀役場坂本線 （一）田丸停車場斎明線

65 度会玉城線 度会町棚橋 玉城町宮古 度会町役場 伊勢自動車道 大淀役場坂本線（明和町） 明和町馬之上 明和町坂本 明和町役場 町道坂本斎宮線
70 賀田港中山線 尾鷲市賀田町 尾鷲市三木里町 一般国道311号 一般国道42号 坂本斎宮線（明和町） 明和町坂本 明和町斎宮 町道大淀役場坂本線 町道塚山線
70 賀田港中山線 尾鷲市賀田町 尾鷲市賀田町 (主)賀田港中山線一般国道42号（熊野尾鷲道路） 塚山線（明和町） 明和町斎宮 明和町竹川 町道坂本斎宮線 斎宮歴史博物館及び古里広場

80 奈良名張線 名張市平尾 名張市夏見 名張駅 一般国道165号 ゆとりの丘線（多気町） 多気町朝柄 多気町朝柄 一般国道３６８号 ゆとりの丘
81 名張曽爾線 名張市夏見 名張市夏見 一般国道１６５号 市道春日丘中央線 新田田口本線（大台町） 大台町新田 大台町新田 （一）相鹿瀬大台線 町道井戸ヶ瀬線

一般県道 湯田２２号線（伊勢市） 伊勢市小俣町湯田 伊勢市小俣町新村 （一）玉川小俣線 大仏山公園
128 鳥羽阿児線 鳥羽市浦村町 志摩市阿児町鵜方（一）阿児磯部鳥羽線 一般国道２６０号 秋葉山高向線（伊勢市） 伊勢市中島 伊勢市中島 （主）鳥羽松阪線 （主）伊勢南島線

140 四日市菰野大安線 四日市市桜町 菰野町大字宿野 グレースヒルズカントリークラブ 一般国道４７７号 岡本吹上線（伊勢市） 伊勢市吹上 伊勢市岩渕 （一）宇治山田港伊勢市停車場線 宇治山田駅
140 四日市菰野大安線 四日市市波木町 四日市市六名町 （主）宮妻峡線太陽化学南部工場グラウンド 楠部２７号線（伊勢市） 伊勢市楠部町 伊勢市神田久志本町 一般国道２３号 （主）伊勢南島線

141 鵜殿熊野線 紀宝町鵜殿平島 熊野市久生屋町 一般国道４２号 市道久生屋金山線 井戸ヶ瀬線（度会町） 度会町田口 度会町田口 町道新田田口本線 （主）伊勢大宮線

142 桑名東員線 桑名市東方 東員町穴太 一般国道１号 一般国道４２１号 大野木棚橋線（度会町） 度会町棚橋 度会町大野木 （一）玉城南勢線 （主）度会玉城線

142 桑名東員線 東員町山田 東員町北大社 東員町役場 東員町スポーツ公園陸上競技場 脇出２号線（度会町） 度会町脇出 度会町脇出 （主）伊勢南島線 町道脇出８号線
146 伊賀大山田線 伊賀市愛田 伊賀市御代 名阪国道 いがまちスポーツセンター 脇出８号線（度会町） 度会町脇出 度会町脇出 町道脇出２号線 ふれあい広場栗山

153 依那具市部線 伊賀市ゆめが丘 伊賀市依那具 市道四十九町ゆめが丘線 一般国道４２２号 麻加江注連指線（度会町） 度会町麻加江 度会町麻加江 （主）伊勢大宮線 中川小学校第２運動場

160 多気八太線 多気町仁田 多気町相可 一般国道４２号（一）勢和兄国松阪線 相原西古谷線（大紀町） 大紀町野添 大紀町野添 （主）伊勢大宮線 大紀町野添山村広場

201宇治山田港伊勢市停車場線 伊勢市吹上 伊勢市本町 市道岡本吹上線 伊勢市駅 大谷線（南伊勢町） 南伊勢町小方竈 南伊勢町小方竈 一般国道２６０号 南島西中学校
201宇治山田港伊勢市停車場線 伊勢市船江１丁目 伊勢市吹上 市道上ノ社船江線 （主）鳥羽松坂線 磯部駅前幹線（志摩市） 志摩市磯部町迫間 志摩市磯部町迫間 （主）磯部大王線 志摩磯部駅
203 尾鷲港尾鷲停車場線 尾鷲市中村町 尾鷲市中村町 市道坂場銀杏町線 尾鷲駅 第一国道線（志摩市） 志摩市磯部町穴川 志摩市磯部町穴川 一般国道１６７号 （主）磯部大王線

204木本港熊野市停車場線 熊野市井戸町 熊野市井戸町 熊野市役所 熊野市駅 文中通学本線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 一般国道１６７号 市道パールロード関連道線

401 桑名四日市線 川越町大字当新田川越町大字亀崎新田 一般国道２３号 北勢沿岸流域下水道北部浄化センター パールロード関連道線（志摩市） 志摩市阿児町鵜方 志摩市阿児町鵜方 市道文中通学本線 一般国道２６０号

410 草生窪田津線 津市一身田町 津市栗真中山町 (主)久居河芸線 一般国道２３号 片田御座線（志摩市） 志摩市志摩町片田 志摩市志摩町布施田 一般国道２６０号 市道長谷線
410 草生窪田津線 津市大里窪田町 津市大里窪田町 一般国道２３号中勢ＢＰ (主)久居河芸線 四十九町ゆめが丘線（伊賀市） 伊賀市ゆめが丘 伊賀市ゆめが丘 （一）依那具市部線 市道ゆめが丘環状線

421 勢和兄国松阪線 多気町多気 多気町多気 （一）仁田多気停車場線 多気駅 ゆめが丘環状線（伊賀市） 伊賀市ゆめが丘 伊賀市ゆめが丘 市道四十九町ゆめが丘線 市道ゆめが丘１号線

421 勢和兄国松阪線 多気町相可 多気町相可 県立相可高等学校 （一）多気八太線 ゆめが丘１号線（伊賀市） 伊賀市ゆめが丘 伊賀市ゆめが丘 市道ゆめが丘環状線 ゆめが丘多目的広場

428 伊勢小俣松阪線 伊勢市小俣町元町 伊勢市小俣町明野伊勢市小俣総合支所 （一）東大淀小俣線 丸之内伊賀上野橋線（伊賀市） 伊賀市平野中川原 伊賀市小田町 （一）信楽上野線 上野運動公園
429 佐原勢和松阪線 大台町佐原 大台町佐原 （一）飯南三瀬谷停車場線 一般国道４２号 別府小学校前線（伊賀市） 伊賀市別府 伊賀市阿保 一般国道１６５号 市道阿保青山線
530 田丸停車場斎明線 玉城町勝田 明和町有爾中 町道田丸土羽線 町道明和中央線 阿保青山線（伊賀市） 伊賀市阿保 伊賀市桐ケ丘 市道別府小学校前線 桐ヶ丘公園グランド

577 湯の山温泉線 菰野町大字千草 菰野町大字千草 （一）千草永井線 一般国道４７７号 花之木古山神戸線（伊賀市） 伊賀市比土 伊賀市比土 市道出屋敷伊賀神戸停車場線 伊賀神戸駅
609東貝野南中津原丹生川停車場線 いなべ市北勢町麻生田 いなべ市北勢町其原 北勢其原グランド （主）北勢多度線 出屋敷伊賀神戸停車場線（伊賀市） 伊賀市比土 伊賀市比土 (主)上野名張線市道花之木古山神戸線

610 南中津原畑新田線いなべ市員弁町大泉 いなべ市員弁町畑新田 員弁市之原野球場 （主）北勢多度線 桔梗が丘中央線（名張市） 名張市桔梗が丘 名張市桔梗が丘 一般国道１６５号 桔梗が丘駅
616 田光四日市線 菰野町大字田光 菰野町大字小島 一般国道３0６号（一）田光梅戸井停車場線 すずらん台中央線（名張市） 名張市すずらん台西 名張市すずらん台東 一般国道４２２号 市道すずらん台４号線

617 田光梅戸井停車場線 菰野町大字小島 四日市市西村町 （一）田光四日市線 北勢中央公園 すずらん台４号線（名張市） 名張市すずらん台東 名張市すずらん台東 市道すずらん台中央線 すずらん台スポーツグランド

622 小牧小杉線 四日市市山城町 四日市市山之一色町 （主）上海老茂福線 名四カントリークラブ 春日丘中央線（名張市） 名張市夏見 名張市中知山 （主）名張曽爾線 市道国津箕曲線
626 千草永井線 菰野町大字千草 菰野町大字千草 （一）湯の山温泉線 三重カンツリークラブ 国津箕曲線（名張市） 名張市中知山 名張市つつじが丘北 市道春日丘中央線 市道つつじが丘北南線

630 川島貝家線 四日市市川島町 四日市市川島町 一般国道４７７号 市道小山田川島線 つつじが丘北南線（名張市） 名張市つつじが丘北 名張市つつじが丘南 市道国津箕曲線 つつじが丘公園運動場

643 三行庄野線 鈴鹿市庄野共進２丁目 鈴鹿市庄野町 （主）鈴鹿環状線 市道庄野３５号線 鴻之巣中央公園線（名張市） 名張市夏見 名張市夏見 一般国道１６５号 名張中央公園
645 上野鈴鹿線 鈴鹿市桜島町 鈴鹿市安塚町 鈴鹿市立石垣池公園 市道野町西条線 大台線（紀北町） 紀北町中里 紀北町船津 一般国道４２号 海山リサイクルセンター

647 白木西町線 亀山市若山町 亀山市若山町 一般国道１号 亀山公園 枳穀原深谷１号線（紀北町） 紀北町矢口浦 紀北町矢口浦 （一）矢口浦上里線 熊野灘臨海公園大白地区

653 草生曽根線 津市安濃町草生 津市安濃町東観音寺 市道グリーンロード線 津市安濃総合支所 島地１号線（紀北町） 紀北町島原 紀北町島原 一般国道４２２号 農道西坂線
657 家所阿漕停車場線 津市産品 津市片田志袋町 津市西部運動広場 一般国道１６３号 有馬金山線（熊野市） 熊野市有馬町 熊野市有馬町 （一）鵜殿熊野線 市道渡井田線
697 三雲久居線 松阪市嬉野小村町 津市久居元町 （一）嬉野津線 （主）松阪久居線 渡井田線（熊野市） 熊野市有馬町 熊野市有馬町 市道有馬金山線熊野市総合グラウンド

708 仁田多気停車場線 多気町四神田 多気町多気 （主）伊勢多気線（一）勢和兄国松阪線 その他道路
709 相鹿瀬大台線 大台町新田 大台町新田 町道新田田口本線 一般国道４２号 農道西坂線（紀北町） 紀北町長島 紀北町島原 一般国道42号 町道島地１号線
710 飯南三瀬谷停車場線 大台町佐原 大台町佐原 （一）佐原勢和松阪線 三瀬谷駅
713 東大淀小俣線 伊勢市小俣町明野 伊勢市小俣町明野陸上自衛隊明野駐屯地 （一）伊勢小俣松阪線

716 玉川小俣線 伊勢市小俣町湯田 伊勢市小俣町湯田 （主）鳥羽松阪線 市道湯田２２号線
734 矢口浦上里線 紀北町矢口浦 紀北町上里 町道枳殻原深谷１号線 一般国道４２号
737 新鹿佐渡線 熊野市新鹿町 熊野市新鹿町 一般国道３１１号一般国道４２号 熊野尾鷲道路）
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