
2-4-③　緊急輸送道路一覧表
  (1)第１次緊急輸送道路 R3.4時点

高速自動車道(中日本高速道路㈱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
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

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 四日市市山之一色町 一般国道23号 (市)日永八郷線
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
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

一般国道(県管理)
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
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
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
477 一般国道477号 四日市市高角町 四日市市智積町 一般国道477号BP 東名阪自動車道（四日市ＩＣ）

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)

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
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)

主要地方道
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

一般県道
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
市道

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

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 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)

  (2)第２次緊急輸送道路

一般国道(県管理)
477 一般国道477号 四日市市智積町 菰野町大字菰野 東名阪自動車道（四日市ＩＣ） 一般国道306号
主要地方道
44 宮妻峡線 四日市市山崎町 四日市市泊小柳町 県立総合医療センター 一般国道1号

一般県道
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
市道

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
三重橋垂坂線(四日市市) 四日市市羽津山町 四日市市金場町 四日市羽津医療センター 一般国道１号
茂福6号線 四日市市茂福町 四日市市南富田町 （市）茂福27号線 北勢国道事務所（四日市庁舎）

茂福27号線 四日市市茂福町 四日市市茂福町 一般国道1号 （市）茂福6号線
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  (3)第３次緊急輸送道路

一般国道(県管理)
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
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
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
主要地方道
44 宮妻峡線 四日市市波木町 四日市市山崎町 (一)四日市菰野大安線 県立総合医療センター

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
一般県道
140 四日市菰野大安線 四日市市桜町 菰野町大字宿野 グレイスヒルズカントリークラブ 一般国道477号
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(株)南部工場グラウンド

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
622 小牧小杉線 四日市市山城町 四日市市山城町 (主)上海老茂福線 四日市カンツリー
622 小牧小杉線 四日市市山之一色町 四日市市山之一色町 名四カントリークラブ 市道日永八郷線
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
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 ゴルフ５カントリー四日市コース

市道
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
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
垂坂平津線(四日市市) 四日市市垂坂町 四日市市大矢知町 (主)上海老茂福線 北部墓地公園
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

  (4)第4次緊急輸送道路(市指定)

市道
阿倉川西富田線(四日市市) 四日市市大字羽津 四日市市別名５丁目 (主)上海老茂福線 (主)四日市員弁線
別名60号線(四日市市) 四日市市別名５丁目 四日市市別名４丁目 (主)四日市員弁線 (市)霞ヶ浦垂坂線
大宮35号線(四日市市) 四日市市別名４丁目 四日市市山手町 (市)霞ヶ浦垂坂線 (市)三重橋垂坂線
西阿倉川62号線(四日市市) 四日市市山手町 四日市市大字西阿倉川 (市)三重橋垂坂線 (市)阿倉川万古線
西阿倉川万古線(四日市市) 四日市市大字西阿倉川 四日市市大字東阿倉川 (市)西阿倉川62号線 (市)東阿倉川13号線
東阿倉川19号線(四日市市) 四日市市大字東阿倉川 四日市市大字東阿倉川 (市)東阿倉川13号線 (市)海蔵川左岸3号線

末広橋本郷線(四日市市) 四日市市大字東阿倉川 四日市市本郷町 (市)海蔵川左岸3号線 (市)末永滝川線
赤堀末永線(四日市市) 四日市市本郷町 四日市市安島２丁目 (市)末永滝川線 (市)四日市中央線
四日市中央線(四日市市) 四日市市芝田１丁目 四日市市安島１丁目 (市)堀木日永線 近鉄四日市駅
堀木日永線(四日市市) 四日市市芝田１丁目 四日市市日永西２丁目 (市)四日市中央線 (市)子酉八王子線
子酉八王子線(四日市市) 四日市市日永西２丁目 四日市市日永３丁目 (市)堀木日永線 一般国道1号
西坂部高角線(四日市市) 四日市市高角町 四日市市寺方町 一般国道477号BP 四日市市総合防災拠点
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