
２０ 緊急交通路・緊急輸送道路一覧表 

【建設緑政局企画課、危機管理本部】 

令和４年４月１日現在 

１ 緊急交通路線及び区間 

① 東名高速道路           東京都境から横浜市境までの間 

② 国道４６６号（第三京浜道路）   東京都境から横浜市境までの間 

③ 首都高速道路(横羽線、川崎線及び湾岸線) 

東京都境から横浜市境までの間（横羽線、湾岸線） 

大師ＪＣＴから川崎浮島ＪＣＴまでの間（川崎線） 

④ 国道１号             東京都境から横浜市境までの間 

⑤ 国道１５号             東京都境から横浜市境までの間 

⑥ 国道１３２号            川崎区役所前交差点から塩浜交差点までの間 

⑦ 国道２４６号            東京都境から横浜市境までの間 

⑧ 国道４０９号(東京湾アクアライン及び県道９号川崎府中を含む)  

大師河原交差点から東京都境までの間（４０９号、川崎府中）

川崎浮島ＪＣＴから千葉県境までの間（東京湾アクアライン）

⑨ 県道２号線 東京丸子横浜     東京都境から横浜市境までの間 

⑩ 県道３号線 世田谷町田      東京都境から上麻生交差点までの間 

⑪ 県道６号線 東京大師横浜     東京都境から横浜市境までの間 

⑫ 県道１２号線 横浜上麻生      横浜市境から上麻生交差点までの間 

⑬ 県道１４号線 鶴見溝ノ口      横浜市境から高津交差点までの間 

⑭ 県道４５号線 丸子中山茅ヶ崎    東京都境から横浜市境までの間

２ 緊急輸送道路線及び区間 

機能区分 路  線  名 区     間 

第１次 東名高速道路 東京都境（世田谷区）～横浜市境（青葉区）

高速神奈川１号横羽線 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

高速湾岸線 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

高速神奈川６号川崎線 川崎区大師河原（大師 JCT）～川崎区浮島町（川崎浮島 JCT) 
国道１号 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

国道１５号 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

国道１３２号 国道１５号交点～川崎区夜光

国道２４６号 東京都境（世田谷区）～横浜市境（青葉区）

国道３５７号 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

国道４０９号 川崎区浮島町（川崎浮島 JCT)～国道２４６号交点
国道４０９号（東京湾横断道路） 川崎区浮島町（川崎浮島 JCT）～千葉県境
国道４６６号（第三京浜道路） 東京都境（世田谷区）～横浜市境（都筑区）

県道２号 東京丸子横浜 東京都境（大田区）～横浜市境（港北区）

県道３号 世田谷町田 狛江市境～町田市境

県道６号 東京大師横浜 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

県道９号 川崎府中 国道１５号交点～稲城市境

県道１２号 横浜上麻生 県道世田谷町田交点～横浜市境（青葉区）

県道１３号 横浜生田 県道川崎府中交点～市道尻手黒川線交点

県道１４号 鶴見溝ノ口 国道４０９号交点～市道高津５号線交点

県道１４号 鶴見溝ノ口 市道野川柿生線交点～横浜市境（鶴見区）

県道４５号 丸子中山茅ヶ崎 県道東京丸子横浜～横浜市境（都筑区）



機能区分 路  線  名 区     間 

第１次 県道１０６号 子母口綱島 市道尻手黒川線～横浜市境（港北区）

 県道１４０号 川崎町田 国道１５号交点～国道１号交点

 市道 野川菅生線 県道丸子中山茅ヶ崎交点～県道横浜生田交点

 市道 尻手黒川線 県道鶴見溝ノ口交点～県道丸子中山茅ヶ崎交点

 市道 尻手黒川線 県道横浜生田交点～県道世田谷町田交点

 市道 川崎駅東扇島線 国道１３２号交点～川崎区東扇島

 市道 千鳥町１号線 川崎区千鳥町地内

 市道 東扇島１号線 川崎区東扇島地内

 市道 駅前本町線 川崎区駅前本町

 市道 稗原線 市道尻手黒川線交点～横浜市境（青葉区）

 市道 鹿島田菅線 県道川崎府中交点～県道川崎府中交点

 市道 川崎駅丸子線 国道４０９号交点～国道４０９号交点

 市道 南幸町渡田線 国道１５号交点～県道東京大師横浜交点

 市道 野川柿生線 県道鶴見溝ノ口交点～市道高津５号線交点

 市道 高津５号線 市道野川柿生線交点～県道鶴見溝ノ口交点

 臨港道路 内貿６号道路 東扇島地内（東扇島１号線交点～北岸２号道路交点）

 臨港道路 緑地前道路 東扇島地内（東扇島１号線交点～船溜道路交点）

 臨港道路 船溜道路 東扇島地内（緑地前道路交点～東扇島９号バース）

 臨港道路 幹線５号道路 東扇島地内（東扇島１号線交点～外貿９号道路交点）

 臨港道路 外貿９号道路 東扇島地内（幹線５号道路交点～川崎コンテナ２号岸壁）

 臨港道路 北岸２号道路 東扇島地内（内貿６号道路交点～東扇島３１号バース）

 臨港道路 外貿５号道路 東扇島地内（東扇島１号線交点～船溜道路交点）

機能区分 路  線  名 区     間 

第２次 県道１３号 横浜生田 市道尻手黒川線交点～横浜市境（青葉区）

県道１９号 町田調布 稲城市境～町田市境

県道１０１号 扇町川崎停車場 川崎区駅前本町～川崎区扇町

県道１１１号 大田神奈川 東京都境（大田区）～横浜市境（鶴見区）

県道１２４号 稲城読売ランド前停車場 県道世田谷町田交点～稲城市境

県道１３７号 上麻生連光寺 県道世田谷町田交点～県道町田調布交点

県道１３７号 上麻生連光寺 県道町田調布交点～稲城市境

県道１３９号 真光寺長津田 町田市境～町田市境

県道１４０号 川崎町田 国道１号交点～横浜市境（鶴見区）

市道 幸多摩線 国道４０９号交点～県道世田谷町田交点

市道 二子千年線 市道幸多摩線交点～市道子母口宿河原線交点

市道 小杉菅線 国道４０９号交点～県道鶴見溝ノ口交点

市道 多摩第３号線 県道世田谷町田交点～稲城市境

市道 殿町夜光線 国道４０９号交点～市道皐橋水江町線交点

市道 皐橋水江町線 市道富士見鶴見駅線交点～川崎区水江町

市道 池田浅田線 国道１５号交点～県道東京大師横浜交点

市道 富士見鶴見駅線 国道４０９号交点～市道南幸町渡田線交点

市道 子母口宿河原線 県道鶴見溝ノ口線交点～市道幸多摩線交点

市道 大師大島線 国道４０９号交点～県道扇町川崎停車場交点

市道 小田３２号線 県道東京大師横浜～南部防災センター前

市道 古市場矢上線 市道幸多摩線交点～県道鶴見溝ノ口交点

市道 宮内新横浜線 国道４０９号交点～市道尻手黒川線交点

市道 井田２０号線 県道鶴見溝ノ口交点～井田病院前

市道 久末鷺沼線 県道丸子中山茅ヶ崎交点～国道２４６号交点

市道 野川柿生線 市道高津５号線交点～県道横浜生田交点



機能区分 路  線  名 区     間 

第２次 市道 登戸野川線 市道野川菅生線交点～国道２４６号交点

 市道 梶ヶ谷菅生線 市道野川菅生線交点～市道野川菅生線交点

 市道 向ヶ丘遊園駅菅生線 横浜市境（青葉区）～県道川崎府中交点

 市道 菅早野線 市道尻手黒川線交点～麻生区下麻生２丁目

 市道 菅早野線 麻生区下麻生２丁目～県道横浜上麻生交点

 市道 万福寺王禅寺線 県道世田谷町田交点～市道尻手黒川線交点

 市道 細山線 県道稲城読売ランド前停車場交点～県道世田谷町田交点

 市道 中野島生田線 市道多摩３号線交点～県道川崎府中交点

 市道 白石町２号線 他３路線 横浜市境（鶴見区）～川崎区大川町

 市道 尻手黒川線 県道世田谷町田線交点～県道上麻生連光寺交点

 臨港道路 東扇島水江町線 市道皐橋水江町線交点～幹線５号道路交点

その他 緊急用河川敷道路 多摩川右岸 


