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「東南海・南海地震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画 

 
平成 19 年 3 月 20 日 

中央防災会議幹事会（申し合わせ） 
 
○ 「東南海・南海地震応急対策活動要領」（平成18年4月 中央防災会議決定）において別に定
めるとされた具体的な活動内容に係る計画を以下のとおり申し合わせる。 
○ 本申し合わせは、今後、地震により道路が寸断された場合の備えの充実を図るほか、図上訓練

等を通じた検証結果や各機関の態勢の変化に応じて、定期的に見直しを行うものとする。 
○ 地震発生後に被害状況が判明した場合には、それに応じて適切に活動内容を変更するものとす

る。 
 
 
１．救助活動、消火活動等に係る計画 

 

○ 警察庁、消防庁、海上保安庁及び防衛省の各部隊は、救助活動、消火活動、医療活動、交通規

制、避難生活支援等多岐にわたる活動に従事する。各部隊の活動のうち救助部隊及び消火部隊の

派遣並びに各活動に従事する部隊の規模及び艦船、航空機の規模を次のとおり計画する。 

○ 部隊の活動が多岐にわたっていることを踏まえ、東南海・南海地震の被害想定（※）に示され

た死者数、避難者数等や、部隊運用の効率性も考慮して、部隊の派遣規模を計画する。 
（※）中央防災会議「東南海・南海地震に関する専門調査会」の検討による被害想定。 
 

（１）救助部隊の派遣 

○ 警察庁、消防庁及び防衛省が派遣する部隊のうち、消火活動や交通規制等を実施する部隊、指

揮支援部隊等を除く、救助活動に従事可能な応援部隊の規模は、表１－１及び図１－１に示すと

おりである。 
○ 応援部隊には、もともと推進地域内に所在していた警察、消防の部隊を含まない（推進地域内

に所在する警察、消防の部隊を含む活動規模については（３）②に記述。）。 
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表１－１ 救助活動に従事可能な応援部隊の派遣規模      （単位：人） 
発災後の時間経過   東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

警察庁 － － － 800 520 410 － 
消防庁 － － － 270 940 320 － 
防衛省 － 100 100 1,900 2,200 500 100 
合計 － 100 100 2,970 3,660 1,230 100 
  京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

警察庁 － － － － 380 － － 
消防庁 － － － － 360 － － 
防衛省 100 200 300 100 600 100 100 
合計 100 200 300 100 1,340 100 100 
  山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  

警察庁 － － － － 90 － － 2,200
消防庁 － 110 － － 320 － － 2,320
防衛省 － 600 100 300 700 200 400 8,700

１２時間 

合計 － 710 100 300 1,110 200 400 13,220
  東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

警察庁 － － － 1,310 1,460 1,760 － 
消防庁 － － － 600 2,160 690 － 
防衛省 － 100 100 5,800 2,300 500 100 
合計 － 100 100 7,710 5,920 2,950 100 
  京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

警察庁 － － － － 1,240 － － 
消防庁 － － － － 680 － － 
防衛省 100 200 300 100 1,500 100 100 
合計 100 200 300 100 3,420 100 100 
  山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  

警察庁 － 190 － － 1,020 － － 6,980
消防庁 － 260 － － 620 － － 5,010
防衛省 － 800 100 300 2,100 200 400 15,200

２４時間 

合計 － 1,250 100 300 3,740 200 400 27,190
 東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

警察庁 － － － 1,910 1,600 1,870 － 
消防庁 － － － 1,370 4,940 1,560 － 
防衛省 － 100 100 5,800 2,300 3,500 100 
合計 － 100 100 9,080 8,840 6,930 100 
 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

警察庁 － － － － 1,390 － － 
消防庁 － － － － 1,530 － － 
防衛省 100 200 300 100 4,000 100 100 
合計 100 200 300 100 6,920 100 100 
 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  

警察庁 － 490 － － 2,140 － － 9,400
消防庁 － 600 － － 1,390 － － 11,390
防衛省 － 2,400 100 300 5,200 200 400 25,400

４８時間 

合計 － 3,490 100 300 8,730 200 400 46,190
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図１－１  救助活動に従事可能な応援部隊の派遣規模 
（人） 

発災後の時間経過 

発災後１２時間 発災後２４時間 発災後４８時間 

 

東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

－ 200 200 16,790 14,760 9,880 200 
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

200 400 600 200 10,340 200 200 
山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  ２日間延べ人数 

－ 4,740 200 600 12,470 400 800 73,380
東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

－ － － 7,300 6,300 8,100 － 
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

－ － － － 5,800 － － 
山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  
必 要 な 救 助 部 隊
（２日間延べ人数） 

－ 2,000 － － 8,900 － － 38,400
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

備考）・各都府県内の推進地域内に派遣が予定されている応援部隊の規模を示す。 
・人数はおおよその数である。四捨五入のため合計は一致しないものもある。 
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（２）消火部隊の派遣 

○ 東南海・南海地震の被害想定に基づき、延焼遮断帯による延焼拡大の停止効果等を踏まえて、

必要となる消火部隊の規模を算出した。 

○ここでは、被災地域外から部隊を派遣するにはある程度の時間を要することも勘案して、発災後

１２時間後を目標として表１－２のとおり必要な消火部隊の規模を算出し、それに基づいて計画

した。 

 

表１－２ 必要な消火部隊（12時間後）     （単位：人） 

東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

－ － － － 1,400 200 － 
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

－ － － － 300 － － 
山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  
  
  
  

－ － － － 200 － － 2,200
備考）・延焼遮断帯等による延焼拡大の停止効果等を踏まえて必要部隊の規模を算出。 

・人数はおおよその数である。四捨五入のため合計は一致しない。 
 

○ 東南海・南海地震の被害想定も踏まえ、発災後１２時間に消防庁が派遣する消火活動に従事可

能な応援部隊の規模を、表１－３に示すとおりとする。 

○ 発災後１２時間以降、消火活動に従事していた部隊は順次、救助活動に移行することとしてお

り、それを前提に表１－１及び表１－２の救助活動の派遣規模を計画している。 

○ ここで示す応援部隊には、もともと推進地域内に所在する消防の部隊は含まない。 

 

表１－３ 消火部隊の派遣          （単位：人） 

東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

－ － － 420 1,540 470 － 
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

－ － － － 410 － － 
山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  
  
  
  

－ 190 － － 380 － － 3,400
  

 

 

備考）・各都府県内の推進地域内に派遣される応援部隊の規模を示す。 
・発災後１２時間後の消火部隊の規模を示す。 

・人数はおおよその数である。四捨五入のため合計は一致しない。 
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（３）部隊の規模（総数） 

①応援部隊の派遣規模 

○ 警察庁、消防庁及び防衛省が派遣する部隊は、救助活動、消火活動、医療活動、交通規制、避

難生活支援等多岐にわたる活動に従事する。これらの活動を全て含む応援部隊の派遣規模は、表      

１－４及び図１－２のとおりとする。 
○ 応援部隊には、もともと推進地域内に所在していた警察、消防の部隊を含まない。 
 
 

表１－４ 応援部隊の派遣規模（最大）        （単位：人） 
  東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 全般支援 合計 

警察庁 － － － 2,540 2,100 2,390 － 
消防庁 － － － 2,860 9,930 3,280 － 
防衛省 － 100 100 11,600 8,000 4,700 100 
合計 － 100 100 17,000 20,030 10,370 100 
省庁名 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

警察庁 － － － － 1,830 － － 
消防庁 － － － － 2,960 － － 
防衛省 100 200 300 100 6,500 100 100 
合計 100 200 300 100 11,290 100 100 
省庁名 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

    

警察庁 － 710 － － 2,730 － － － 12,300
消防庁 － 1,280 － － 2,940 － － － 23,250
防衛省 － 2,400 100 400 8,100 200 400 42,800 86,400
合計 － 4,390 100 400 13,770 200 400 42,800 121,950
     
備考）・応援部隊の最大派遣規模を示す。 

・各都府県別の派遣規模は、各都府県内の推進地域内に派遣が予定されている応援部隊の規模を示す。 
・「全般支援」とは、航空部隊のように派遣都府県が特定できない部隊、被災の状況に応じて

派遣都府県を判断する部隊などが該当する。 
・人数はおおよその数である。四捨五入のため合計は一致しないものがある。 
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図１－２ 応援部隊の派遣規模

（人） 

発災後１２時間 発災後２４時間 発災後４８時間 発災後７２時間 発災後９６時間 

発災後の時間経過 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
②部隊の活動規模（総数） 

○ 上記①に加え、もともと推進地域内に所在していた警察、消防の部隊も活動しており、これら

を合わせた部隊の活動規模は、表１－５及び図１－３のとおりである。 
○ 部隊の活動は多岐にわたっていることを踏まえ、東南海・南海地震の被害想定に示された死者

数、避難者数等や、部隊運用の効率性も考慮して、部隊の規模を計画する。 
 

表１－５ 部隊の活動規模（最大）        （単位：人） 
  東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 全般支援 合計 

警察庁 3,940 360 280 3,110 3,300 2,620 200 
消防庁 400 2,450 2,620 10,060 27,560 8,890 1,490 
防衛省 － 100 100 11,600 8,000 4,700 100 
合計 4,340 2,910 3,000 24,770 38,860 16,210 1,790 
省庁名 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

警察庁 840 2,810 1,060 190 2,020 360 540 
消防庁 3,380 9,610 5,460 1,790 7,340 2,170 3,590 
防衛省 100 200 300 100 6,500 100 100 
合計 4,320 12,620 6,820 2,080 15,860 2,630 4,230 
省庁名 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

    

警察庁 360 890 200 190 2,900 200 190 － 26,560
消防庁 1,850 3,550 1,180 1,760 7,000 1,490 1,090 － 104,730
防衛省 － 2,400 100 400 8,100 200 400 42,800 86,400
合計 2,210 6,840 1,480 2,350 18,000 1,890 1,680 42,800 217,690
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図１－３  部隊の活動規模 （人） 

発災後の時間経過 

発災後１２時間 発災後２４時間 発災後４８時間 発災後７２時間 発災後９６時間 

（参考）                                   （単位：人） 
  東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

死者数 － － 40 1,500 2,400 2,600 10 
避難者数 300 3,900 106,900 421,600 1,375,800 432,900 158,000 
  京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

死者数 10 80 100 10 4,600 50 30 
避難者数 105,600 875,300 346,000 47,600 232,300 182,000 57,700 
  山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  

死者数 10 1,300 － 150 4,900 30 500 18,320
避難者数 8,500 170,000 46,100 119,300 234,700 4,300 34,900 4,963,700
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備考）・部隊の最大活動規模を示す。 
・各都府県内の推進地域内で活動する予定の部隊の規模を示す。 
・人数はおおよその数である。四捨五入のため合計が一致しないものがある。 
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（４）艦船、航空機の規模（総数） 

○ 消防庁、海上保安庁及び防衛省の艦船は、津波による漂流者の救助活動、消火活動、輸送活動、

船舶交通の規制等に従事し、警察庁、消防庁、海上保安庁及び防衛省の航空機は、救助活動、医

療活動等に従事する。推進地域及びその周辺地域、海域において活動する艦船、航空機の規模は、

表１－６に示すとおりである。 
 

表１－６ 艦船、航空機   （単位：艦船は隻、航空機は機） 
航空機  艦船 

回転翼 固定翼 
警察庁 － 70 －

消防庁 19 69 －

海上保安庁 215 30 9
防衛省 53 264 65
合計 287 433 74

 
○ 艦船については、国は、津波による漂流者（転覆船を含む）の救助活動及び消火活動を優先す

ることとし、用途に応じて艦船を使い分けながら、以下の考え方で運用に関わる調整を実施する。 
 なお、具体的な運用に関わる調整方法については、今後、さらに検討する。 
 ①津波による漂流者の救助のための艦船の運用 
   漂流者の多数発生が予想される海域及び、漂流者の状況が確認されていない海域（情報空白

域）における海上捜索を重視する。また、救助した漂流者のうちで、重傷等により早期に医療

施設へ搬送し治療する必要がある患者に対応するため、必要により災害派遣医療チーム（ＤＭ

ＡＴ）・救護班等の医療チームを要請・乗船させることについて考慮する。 
 ②消火活動のための艦船の運用 
   船舶火災及び、沿岸で発生した火災で艦船からの消火が効果的なものを重視する。 
 ③各種活動支援のための艦船の運用 
   救助・消火活動や各種輸送活動等の支援においては、国が運用する艦船を最も有効適切に活

用するため、その時点における支援の優先判断に基づいて当面の配分を行い、不足分について

は追加応援の調整を行う。このため、域内の艦船の活動状況を把握するとともに、各都府県の

要請に対しては、代替案の有無を確認する。 
 
○ 航空機について、国は、情報収集及び広域医療搬送や救助等の人命に関わる活動を優先するこ

ととし、用途に応じて機種を使い分けながら、以下の考え方で運用に関わる調整を実施する。な

お、具体的な運用に関わる調整方法については、今後、さらに検討する。 
①情報収集のための航空機の運用 

 被害状況が確認されていない地域（情報空白域）に対する情報収集航空機の配分を重視する。

このため、早期に被害情報全般の収集状況と関係機関による情報収集のためのヘリ等運航状況

を把握するとともに、地震発生直後の関係都府県の対応状況を考慮する。 

②広域医療搬送のための航空機の運用 

 広域医療搬送の実施に当たって、計画通り搬送できない状況が発生した場合は、２. ２.１ 

（１）①に定義する広域医療搬送対象者のうち優先度の高い患者をいち早く域外に搬送するこ

とを重視して航空機の追加配分や搬送先変更の臨時措置等を迅速に調整・実施する。状況によ

り県境を越えた被災地内広域搬送拠点への搬送を実施することについても視野に入れる。 

③各種活動支援のための航空機の運用 

 救助・消火活動や各種輸送活動等の支援においては、国が運用する航空機を最も有効適切に

活用するため、その時点における支援の優先判断に基づいて当面の配分を行い、不足分につい

ては追加応援の調整を行う。このため、域内の航空機の活動状況や航空関連施設の状況を把握
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するとともに、各都府県の要請に対しては、代替案の有無を確認する。また、当該航空機の任

務終了の要件とその後の措置等についても調整する。 

 
（５）部隊活動に必要な拠点 

○ 警察庁、消防庁及び防衛省の各部隊の活動に必要となる「進出拠点」、「活動拠点」をあらかじ

め定める。 
○ 地震発生後、各部隊は被災地に進出することとなるが、その際、推進地域内等の拠点に一時集

結する場合がある。その拠点を「進出拠点」という。 
○ 部隊が被災地において活動するにあたって、宿営等を行う必要がある。そのための拠点を「活

動拠点」という。 
○ 東南海・南海地震が発生した場合の「進出拠点」を別表１－１のとおり定める。 
○「活動拠点」については、実際の被害状況を踏まえて最終的に決定するため、ここでは候補地を

別表１－２のとおり定める。 
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２．医療活動に係る計画 

 
２．１ 広域医療搬送 

（１）対象及び名称について 

この節において、広域医療搬送の対象及び名称は以下のとおりとする。 

○ 対象県とは、重傷者の多数発生等により、広域医療搬送が必要と予想される県をいい、

この節においては、静岡県、愛知県、三重県、和歌山県、徳島県及び高知県の６県とする。 

○ 非対象都道府県とは、対象県に該当しない都道府県をいう。 

○ 被災地内広域搬送拠点とは、広域医療搬送対象患者を航空搬送するため、対象県が指定

する空港・自衛隊基地・大規模空地等をいう。 

○ 被災地外広域搬送拠点とは、非対象都道府県に所在する空港・自衛隊基地・大規模空地

等で、広域医療搬送対象患者受け入れ拠点として国が指定するものをいう。 

○ 広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ：Staging Care Unit）とは、被災地内広域搬送拠点
内もしくは近傍に臨時に設置する、広域医療搬送対象患者を一時収容するための医療施設

をいう。 

○ 被災地内搬送とは、対象県内の災害拠点病院等から広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）

まで広域医療搬送対象患者を搬送することをいう。 

○ 広域搬送とは、被災地内広域搬送拠点から被災地外広域搬送拠点まで広域医療搬送対象

患者を航空搬送することをいう。 

 

（２）広域医療搬送体制 

①広域医療搬送の目的・対象 

○ 重傷者のうち、被災地内での治療が困難であって、被災地外の医療施設において緊急に

手術や処置などを行うことにより、生命・機能予後の改善が十分期待され、かつ搬送中に

生命の危険の少ない病態の患者を、被災地外の医療施設まで迅速に搬送し治療することで

ある。 
広域医療搬送の対象となる重傷者の症状例は、以下のとおりである。 
・頭、胸、腹部等に中等度の外傷がある患者 
・身体の一部が家屋に挟まれた等の既往がある患者（クラッシュ症候群） 
・全身に中等度以上の熱傷がある患者 

 
  ②主な機関の役割分担 

  ○ 国の役割 

・広域医療搬送に従事する医療チーム（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・救護班）の派遣 
・被災地内広域搬送拠点から被災地外までの広域搬送用航空機の確保、運航 
・非対象都道府県への、患者受入医療施設及び都道府県内搬送手段の確保の要請 
○ 対象県の役割 

    ・被災地内広域搬送拠点の確保 
    ・広域搬送拠点臨時医療施設(ＳＣＵ)の設置、運営 
    ・災害拠点病院等から広域搬送拠点臨時医療施設(ＳＣＵ)までの患者搬送手段の確保、調

整 
    ・広域搬送拠点臨時医療施設(ＳＣＵ)から広域搬送用航空機までの患者搬送手段の確保、

調整 
   ○ 非対象都道府県の役割 
    ・管轄区域内の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・救護班（以下「災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）等」という。）に対する派遣要請 
    ・災害拠点病院等の医療施設に対する患者受入要請 
    ・被災地外広域搬送拠点から患者受入医療施設までの搬送手段の確保、調整 
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   ○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の役割 
    ・被災地内災害拠点病院等において広域医療搬送対象患者の選出 
    ・広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）における医療活動 
    ・被災地内搬送及び広域搬送における、搬送患者の看護、応急処置 

 
※災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team）とは、災害急
性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チームである。 

 
③広域医療搬送のイメージ図 

拠

災害拠点病院等に集
まってくると想定され
る範囲

広域医療搬送活動のイメージ図
～固定翼輸送機や大型回転翼機を使用した広域医療搬送活動～

拠

拠

拠

拠
被災地

拠

拠 広域搬送拠点

災害拠点病院等

医師等搬送の流れ

（太線：国のオペレーション）

患者搬送の流れ

（太線：国のオペレーション）

（図2-1）

拠拠

災害拠点病院等に集
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～固定翼輸送機や大型回転翼機を使用した広域医療搬送活動～
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被災地
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拠 広域搬送拠点

災害拠点病院等

医師等搬送の流れ

（太線：国のオペレーション）

患者搬送の流れ

（太線：国のオペレーション）

拠拠 広域搬送拠点

災害拠点病院等

医師等搬送の流れ

（太線：国のオペレーション）

患者搬送の流れ

（太線：国のオペレーション）

（図2-1）

 

 

  ④災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の参集拠点 

○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の参集拠点は以下のとおりとする。 

    ・新千歳空港（千歳基地） 

    ・仙台空港（運用時間外（21:30～翌7:30）は松島飛行場） 
    ・東京国際空港（羽田空港） 

    ・小松飛行場（小松基地） 

  ・美保飛行場（美保基地） 

  ・福岡空港 

 ○ 厚生労働省は、参集拠点の近くに所在する災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等派遣可能

病院の中から、各参集拠点における災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の参集状況を把握

し、緊急災害対策本部等へ報告する病院を指定するものとする。 

 

⑤被災地内広域搬送拠点 

  ○ 対象県は、対象県に存する空港・自衛隊基地・大規模空地等で、被災地内搬送用ヘリコ

プター及び広域搬送用自衛隊機が同時に着陸可能なものを、被災地内広域搬送拠点として
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指定する。 

  ○ 本計画における各県の広域搬送拠点は以下のとおりとする。 

・静岡県：浜松基地、静浜基地（代替拠点） 
・愛知県：名古屋飛行場（小牧基地）、中部国際空港（代替拠点） 
・三重県：国立大学法人三重大学【附属病院】、宮川ラブリバー公園【山田赤十字病院】、

四日市中央緑地【県立総合医療センター】（代替拠点） 
・和歌山県：南紀白浜空港 

・徳島県：あすたむらんど徳島 

・高知県：国立大学法人高知大学医学部【附属病院】、宿毛市総合運動場【県立幡多けんみ

ん病院】、安芸市民球場【県立安芸病院】（代替拠点） 

注 【 】は広域搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）を設置する医療施設等である。 

 

○ 被害が想定を大きく超える等、対象県内に広域搬送拠点を設けることが困難な場合や、

地理的条件から広域搬送拠点を対象県外に設置した方が合理的な場合等も想定されるた

め、以下のような代替手段についても検討しておくこととする。 

・近隣府県間との災害時相互応援協定等に基づく、近隣府県への被災地内広域搬送拠点設

置 
 

⑥被災地内搬送手段（災害拠点病院等から被災地内広域搬送拠点まで） 

○ 対象県は、被災地内搬送手段を確保・調整するものとし、ヘリコプターによる患者搬送

を原則とする。 
被災地内で確保可能なヘリコプターとしては、対象県消防防災ヘリコプター、緊急消防

援助隊ヘリコプター、対象県警ヘリコプター、非対象都道府県警ヘリコプター、自衛隊ヘ

リコプター（中型機）、海上保安庁ヘリコプター、民間ヘリコプター等が考えられる。 
   ○ 迅速な搬送が可能である場合は、救急車等による陸上搬送も考えられる。 
 

⑦広域搬送手段（被災地内広域搬送拠点から被災地外広域搬送拠点まで） 

 ○ 国は、広域搬送手段を確保・運航するものとし、自衛隊航空機による患者搬送を原則と

する。ただし、許容時間以内に目標数以上の患者搬送が可能であれば、代替手段による広

域搬送も可とする。 
 

⑧被災地外広域搬送拠点 

 ○ 本計画において事前に指定する被災地外広域搬送拠点は以下のとおりとする。ただし、

必要に応じて他の候補地を追加指定するものとする。 

 ○ 国は、自らが管理する被災地外広域搬送拠点について、運用時間外においても広域医療

搬送の要に供するよう努めるものとする。 

○ 国土交通省は、国以外の機関が管理する被災地外広域搬送拠点について、運用時間外に

おいても広域医療搬送の要に供するよう要請するものとする。 
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表2-1　東南海・南海地震における被災地外広域搬送拠点

都道府県 広域搬送拠点名
【参考】広域搬送拠点周辺の
患者受入医療施設の
同時受入可能患者数

埼玉県 入間基地 35

東京都 東京国際空港（羽田空港） 115

神奈川県 厚木基地 71

石川県 小松飛行場 21

長野県 松本空港 29

大阪府 大阪国際空港（伊丹空港） 110

八尾空港 18

広島県 広島空港 14

広島西飛行場 27

岡山県 岡山空港 23

山口県 防府飛行場 14

香川県 高松空港 21

愛媛県 松山空港 28

福岡県 福岡空港 56

長崎県 長崎空港 28

熊本県 熊本空港 27

大分県 大分空港 21

宮崎県 宮崎空港 14  

 

  注１ 同時受入可能患者数とは、２４時間以内に治療することが可能な患者数である。 

注２ 広域搬送拠点から救急車で、１時間以内に搬送できる災害拠点病院等のみを、患者

受入医療施設として算定している。 

注３ 同時受入可能患者数は、災害時における広域緊急医療のあり方に関する研究におい

て、災害拠点病院等の受入可能患者数から、非対象都道府県における救急需要の平均

値を減じて算定した推定値である。 

 

⑨被災地外広域搬送拠点から患者受入医療施設までの搬送 

○ 非対象都道府県は、被災地外広域搬送拠点から患者受入医療施設までの搬送手段を調整

するものとし、非対象都道府県内消防本部の救急車、患者受入医療施設の救急車等による

患者搬送を原則とする。 
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（３）広域医療搬送対象患者の推計 

○ 阪神・淡路大震災において、被災地外の医療施設へ迅速に搬送し治療すれば、救命可能

であったとされる死者の推計は表２－２－１のとおりである。 
この推定結果に、東海地震の想定死者数と阪神・淡路大震災の死者数との比〔（東海地

震の想定死者数）／（阪神・淡路大震災死者数）〕を乗じて算定した、関係都府県別の広

域医療搬送対象患者数は、表２－２－２のとおりである。 

 
表2-2-1　許容時間・症状別の広域医療搬送の対象患者発生予測（阪神・淡路大震災モデル）

許容時間の区分 ※１ 胸腹部外傷 頭部外傷 ｸﾗｯｼｭ症候群 広範囲熱傷 計

３時間以内 ※２ ５人 ５人 － － １０人

３～８時間 ３０人 １０人 ５０人 － ９０人

８～２４時間 ５０人 ２０人 ２００人 １０人 ２８０人

２４～７２時間 － － １２０人 － １２０人

計 ８５人 ３５人 ３７０人 １０人 ５００人

※１：発災後から受入医療施設収容完了までの許容時間
※２：系統的な広域医療搬送を実施することが困難な時間帯
出典：災害時における広域緊急医療のあり方に関する研究（平成１５年度報告書）
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表2-2-2　想定東南海・南海地震が発生した場合に広域医療搬送の対象となり得る患者数

胸腹部外傷 頭部外傷 ｸﾗｯｼｭ症候群 広範囲熱傷 計

岐阜県 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 0 0 0 0 0

２４時間以内 0 0 1 0 1

７２時間以内 0 0 1 0 1

計 0 0 2 0 2

静岡県 ３時間以内 1 1 0 0 2

８時間以内 7 3 12 0 22

２４時間以内 12 5 48 6 71

７２時間以内 0 0 29 0 29

計 20 9 89 6 124

愛知県 ３時間以内 2 2 0 0 4

８時間以内 9 3 14 0 26

２４時間以内 14 6 57 17 94

７２時間以内 0 0 34 0 34

計 25 11 105 17 158

三重県 ３時間以内 1 1 0 0 2

８時間以内 8 3 13 0 24

２４時間以内 13 5 54 5 77

７２時間以内 0 0 32 0 32

計 22 9 99 5 135

大阪府 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 0 0 1 0 1

２４時間以内 1 0 2 1 4

７２時間以内 0 0 1 0 1

計 1 0 4 1 6

兵庫県 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 0 0 1 0 1

２４時間以内 1 0 3 1 5

７２時間以内 0 0 2 0 2

計 1 0 6 1 8

 



 
 

 16  

表2-2-2　想定東南海・南海地震が発生した場合に広域医療搬送の対象となり得る患者数（続き）

胸腹部外傷 頭部外傷 ｸﾗｯｼｭ症候群 広範囲熱傷 計

和歌山県 ３時間以内 1 1 0 0 2

８時間以内 7 2 11 0 20

２４時間以内 11 4 43 4 62

７２時間以内 0 0 26 0 26

計 19 7 80 4 110

岡山県 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 0 0 1 0 1

２４時間以内 1 0 2 0 3

７２時間以内 0 0 1 0 1

計 1 0 4 0 5

徳島県 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 2 1 4 0 7

２４時間以内 4 1 14 1 20

７２時間以内 0 0 8 0 8

計 6 2 26 1 35

愛媛県 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 1 0 1 0 2

２４時間以内 1 1 4 0 6

７２時間以内 0 0 3 0 3

計 2 1 8 0 11

高知県 ３時間以内 2 2 0 0 4

８時間以内 10 3 16 0 29

２４時間以内 16 7 65 4 92

７２時間以内 0 0 39 0 39

計 28 12 120 4 164

宮崎県 ３時間以内 0 0 0 0 0

８時間以内 0 0 0 0 0

２４時間以内 0 0 1 0 1

７２時間以内 0 0 0 0 0

計 0 0 1 0 1

上記の計 ３時間以内 7 7 0 0 14

８時間以内 44 15 74 0 133

２４時間以内 74 29 294 39 436

７２時間以内 0 0 176 0 176

計 125 51 544 39 759
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（４）広域医療搬送計画 

①本計画で対象とする広域医療搬送目標患者数 

○ (2)の広域医療搬送対象患者（表２－２－２）のうち、系統的な広域医療搬送を実施する
ことが困難な許容時間３時間以内の患者については、全ての府県において広域医療搬送計

画の対象外とする。 
 また、広域医療搬送実動訓練の検証等から、地震発生から８時間以内に広域医療搬送対

象患者を被災地外の患者受入医療施設まで搬送することは、非常に困難であることが予想

されるため、許容時間３～８時間以内の患者についても、全ての府県において広域医療搬

送計画の対象外とする。 
岐阜県、大阪府、兵庫県、岡山県、山口県、愛媛県及び宮崎県については、想定患者数

が比較的少なく、府県内に被災を免れている災害拠点病院が複数あると想定されるため、

被災地域から災害拠点病院までの府県内搬送で対応可能と考え、これらの府県で発生した

重傷者は全て、広域医療搬送計画の対象外とする。 
 従って、本計画における目標患者数は以下のとおりとする。 

 
表2-3　本計画の対象とする広域医療搬送目標患者数

胸腹部外傷 頭部外傷 ｸﾗｯｼｭ症候群 広範囲熱傷 計

静岡県 ８～２４時間 12 5 48 6 71

２４～７２時間 0 0 29 0 29

計 12 5 77 6 100

愛知県 ８～２４時間 14 6 57 17 94

２４～７２時間 0 0 34 0 34

計 14 6 91 17 128

三重県 ８～２４時間 13 5 54 5 77

２４～７２時間 0 0 32 0 32

計 13 5 86 5 109

和歌山県 ８～２４時間 11 4 43 4 62

２４～７２時間 0 0 26 0 26

計 11 4 69 4 88

徳島県 ８～２４時間 4 1 14 1 20

２４～７２時間 0 0 8 0 8

計 4 1 22 1 28

高知県 ８～２４時間 16 7 65 4 92

２４～７２時間 0 0 39 0 39

計 16 7 104 4 131

上記の計 ８～２４時間 70 28 281 37 416

２４～７２時間 0 0 168 0 168

計 70 28 449 37 584
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②本計画達成の前提条件 

○ 対象県は、東南海・南海地震発生後速やかに、緊急災害対策本部等に広域医療搬送の実

施を要請する。 
○ 全ての被災地内広域搬送拠点が、広域医療搬送の実施に支障が無い程度の被災に留まっ

ている。 
○ 災害拠点病院等から被災地内広域搬送拠点までの被災地内搬送、被災地内広域搬送拠点

から被災地外広域搬送拠点までの広域搬送及び被災地外広域搬送拠点から患者受入医療

施設までの搬送それぞれについて、航空機・救急車等の搬送手段が、十分確保されている。 
○ 広域医療搬送の実施に必要な数以上の災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等が、速やかに

被災地内広域搬送拠点へ到着し、許容時間以内に広域医療搬送活動を開始できる。 
 
  ③災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣必要数 

   ○ 本計画を達成するため、各被災地内広域搬送拠点に必要な災害派遣医療チーム（ＤＭＡ

Ｔ）等の数は、以下のとおりである。 

 

表2-4　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等必要数

被災地内広域搬送拠点 被災地内搬送

医師 看護師 医師 看護師
業務
調整員

医師 看護師 医師 看護師
業務
調整員

静岡県 浜松基地 16 16 14 33 53 10 40 40 89 53 40

愛知県 名古屋空港 16 16 14 33 53 12 48 42 97 53 42

三重県 三重大学 8 8 7 17 35 4 16 19 41 35 19

宮川ラブリバー公園 8 8 7 17 35 6 24 21 49 35 21

和歌山県 南紀白浜空港 16 16 14 33 53 8 32 38 81 53 38

徳島県 あすたむらんど徳島 4 4 7 17 35 3 12 14 33 35 14

高知県 高知大学医学部 8 8 7 17 35 6 24 21 49 35 21

宿毛市総合運動場 8 8 7 17 35 7 28 22 53 35 22

計 84 84 77 184 334 56 224 217 492 334 217

注　災害派遣医療チーム(ＤＭＡＴ)は医師１名、看護師２名、業務調整員１名を必須とし、残り１名の職種は任意としていることから、
　　医師１名、看護師３名、業務調整員１名の編成もしくは、医師２名、看護師２名、業務調整員１名の編成が主であると想定している。

人数合計 必要チーム数ＳＣＵ 広域搬送
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  ④災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣 

   ○ 東南海・南海地震発生から被災地外への広域搬送開始までの、想定する時系列は以下の

とおりである。 

 

表2-5　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣に関する想定時系列

経過時間 行　　　　　　　　動

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等、所属病院へ参集

・対象県からの広域医療搬送実施要請

・広域医療搬送実施決定（災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等への派遣要請）

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等派遣用自衛隊機を調整開始

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等派遣用自衛隊機、各参集拠点に到着

・参集した災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等を順次輸送開始

・被災地内広域搬送拠点に順次到着

・広域医療搬送活動開始

・被災地外広域搬送拠点への広域搬送開始

8

1

2

3

4

(地震発生) 0

5

6

7

注 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の参集拠点全てに、派遣用自衛隊機を調整した場合 

 

 ○ 平成１８年１１月末現在、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等派遣可能病院は１９５病

院であり、そのうち８６病院は関係府県に所在するため、残る１０９病院が東南海・南海

地震における災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等派遣可能病院となる。 
   ○ 派遣可能な災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）だけでは広域医療搬送に必要な人員を満た

さないため、不足する分は救護班等の、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）を支援可能な医

療チームに協力を要請する必要がある。 

○ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等派遣可能病院数は、広域医療搬送に必要な災害派遣

医療チーム（ＤＭＡＴ）等の数の約半分であることから、各被災地内広域搬送拠点へ災害

派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等を表２－６－１のとおりに派遣する。 

○ 表２－６－１に基づき、各参集拠点へ参集した災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等を、

表２－６－２とおりに順次派遣する。 

なお、地震発生から早期に派遣完了するよう、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の参

集及び派遣用自衛隊機の調整に努めるものとする。 

また、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣以外にも自衛隊航空機への需要が発生

することも見込まれることや、派遣用自衛隊機の調整等に時間を要する場合も考えられる

ことから、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の派遣に当たっては、東京国際空港（羽田

空港）又は福岡空港へ民間機にて移動し、これらの空港から被災地内広域搬送拠点へ移動
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することについても同時に考慮するものとする。 

    ○ 広域医療搬送を支援する救護班等については、緊急災害対策本部の調整に基づき、厚生

労働省及び文部科学省が要請するものとする。要請を受けた救護班等は、東京国際空港（羽

田空港）、大阪国際空港（伊丹空港）及び福岡空港のいずれに参集することとし、広域搬

送用航空機が被災地へ戻る時などを活用し、人員が不足する被災地内広域搬送拠点へ移動

するものとする。 

  

表2-6-1　被災地内広域搬送拠点ごとの災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）派遣数

被災地内広域搬送拠点 必要チーム数 派遣チーム数 不足チーム数

静岡県 浜松基地 40 18 22

愛知県 名古屋空港 42 22 20

三重県 三重大学 19 9 10

宮川ラブリバー公園 21 11 10

和歌山県 南紀白浜空港 38 19 19

徳島県 あすたむらんど徳島 14 7 7

高知県 高知大学医学部 21 11 10

宿毛市総合運動場 22 12 10

合計 217 109 108  

 

表2-6-2　災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）等の被災地内広域搬送拠点への派遣計画

参集拠点 輸送手段
派遣先
被災地内広域搬送拠点

派遣チーム数

新千歳空港 固定翼輸送機 浜松基地 6

仙台空港 固定翼輸送機 名古屋飛行場 18

羽田空港 固定翼輸送機 浜松基地 12

固定翼輸送機 名古屋飛行場 4

固定翼輸送機 南紀白浜空港 10

大型回転翼機 三重大学 9

大型回転翼機 宮川ラブリバー公園 11

固定翼輸送機 （美保飛行場） ※１ (10)

小松飛行場 固定翼輸送機 南紀白浜空港 9

美保飛行場 大型回転翼機 あすたむらんど徳島 ※２ 7

大型回転翼機 高知大学医学部 ※２ 7

福岡空港 大型回転翼機 高知大学医学部 4

大型回転翼機 宿毛市総合運動場 12

合　　計 109

※１　美保飛行場を経由し、被災地内広域搬送拠点へ派遣する。
※２　羽田空港から派遣されたＤＭＡＴ等を含む。  
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  ⑤広域医療搬送対象患者の搬送 

 ○ 国は、被災地内広域搬送拠点へ派遣する広域搬送用航空機について、対象県にその到着

予定時刻及び患者搬送先被災地外広域搬送拠点等、運航に関する情報を対象県に連絡する

ものとする。 

 ○ 各被災地内広域搬送拠点から広域搬送する被災地外広域搬送拠点及び各被災地外広域搬

送拠点への搬送目標患者数は、以下のとおりである。 

表2-7　被災地内広域搬送拠点別の広域搬送先と搬送目標患者数

被災地内広域搬送拠点 患者搬送先 搬送手段

被災地外広域搬送拠点 ８～２４時間 ２４～７２時間 計

静岡県 浜松基地 ① 厚木基地 固定翼輸送機 63

② 入間基地 固定翼輸送機 8

愛知県 名古屋飛行場 ① 羽田空港 固定翼輸送機 94 34 128

三重県 三重大学 ① 松本空港 大型回転翼機 24

② 小松飛行場 大型回転翼機 6

宮川ラブリバー公園 ① 八尾空港 大型回転翼機 16

② 伊丹空港 大型回転翼機 31

和歌山県 南紀白浜空港 ① 伊丹空港 固定翼輸送機 32

② 福岡空港 固定翼輸送機 16

③ 長崎空港 固定翼輸送機 14

徳島県 あすたむらんど徳島 ① 高松空港 大型回転翼機 12

② 岡山空港 大型回転翼機 8

高知県 高知大学医学部 ① 松山空港 大型回転翼機 12

② 広島西飛行場 大型回転翼機 16

③ 広島空港 大型回転翼機 12

④ 防府飛行場 大型回転翼機 5

宿毛市総合運動場 ① 大分空港 大型回転翼機 19

② 熊本空港 大型回転翼機 20

③ 宮崎空港 大型回転翼機 8

計 416 168 584

必要航空機数 固定翼輸送機 15 7 22

大型回転翼機 27 10 37

広域搬送目標患者数

29 100

8

26

32 109

39 131

28

88

 
注１ 広域搬送に使用する航空機は、１日あたり広域搬送拠点間を１機２往復できるものと

して算定した。 
注２ 固定翼輸送機は、１機あたり最大８名の患者を搬送する。 
注３ 大型回転翼機は、１機あたり最大４名の患者を搬送する。 
注４ 患者搬送先拠点は、状況により他の基地・空港等に変わることがある。 

 

○ 対象県は、広域搬送用航空機に搭乗する患者の情報を、迅速に国に報告するものとし、

国は、広域搬送用航空機の運航情報及び対象県から得た患者情報を、受入側の非対象都道

府県へ提供するものとする。 

○ 自衛隊輸送機は救助部隊の派遣等、他の所要で輸送の需要が発生することが考えられる

ため、患者搬送の必要十分な機数を確保できないことも考えられる 

  したがって、目標を達成するためには、以下の検討が必要であると考えられる。 

・代替搬送手段の確立 

○ 許容時間３～８時間以内の患者を広域医療搬送にて救命することは非常に困難である

ことから、別の手段を講じる必要があると考えられる。その手段の例としては、以下のも

のが考えられる。 

・都道府県間の災害時相互応援協定に基づく、対象県から近隣都府県への負傷者搬送につ
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いての具体的な計画の事前作成 

 

⑥被災地外広域搬送拠点から患者受入医療施設までの搬送 

 ○ 非対象都道府県は、国からの要請及び情報提供に基づき、患者受入医療施設の調整を行

うものとする。 

   なお、患者受入医療施設は被災地外広域搬送拠点から概ね１時間以内に到着できる災害

拠点病院を原則とするが、災害拠点病院以外の医療施設であっても、被災地外広域搬送拠

点に近く、広域医療搬送対象患者を受け入れ可能な医療施設については、患者受入医療施

設に含めることができるものとする。 

○ 非対象都道府県は、広域災害救急医療情報システム及び患者受入医療施設からの報告等

により、患者受入医療施設の状況把握を行うものとする。 
  また、被災地外広域搬送拠点へ連絡員を派遣する等により、把握した情報を被災地外広

域搬送拠点で活動する消防本部等へ提供する体制を構築するものとする。 
○ 非対象都道府県は、国からの情報提供に基づき、被災地外広域搬送拠点から患者受入医

療施設までの搬送手段として、非対象都道府県内消防本部の救急車、患者受入医療施設の

救急車等の調整を行うものとする。 
   なお、搬送手段の調整にあたっては、自衛隊の固定翼輸送機は１機で最大８名、大型回

転翼機は１機で最大４名の重傷者を搬送することに留意し、十分な数を確保すること。 
 ○ 非対象都道府県が行う非対象都道府県内消防本部の救急車の調整については、緊急消防

援助隊としての運用を図ることとし、被災地外広域搬送拠点が存する消防本部に過大な負

担がかからないよう努めること。 
 ○ 非対象都道府県の要請を受けた患者受入医療施設は、その所有する救急車等を積極的に

活用し、患者の受け入れを行うものとする。 
○ 患者搬送先の選定及び救急車等の運行に関する調整は、非対象都道府県から提供される

広域搬送用航空機の運航情報、患者情報、患者受入医療施設の状況及びその所有する救急

車の運行の情報に基づき、非対象都道府県が指定する非対象都道府県内消防本部が実施す

るものとする。 
  
⑦留意事項 

 ○ 救助された漂流者等の重傷者についても、必要に応じて広域医療搬送の対象とする。 
 ○ 被災地内災害拠点病院等から被災地内広域搬送拠点を経由せず、被災地外広域搬送拠点

へ直接搬送する方が合理的と判断される場合は、直接搬送することについて考慮するもの

とする。 

 ○ 広域医療搬送の対象となる重傷者の数が想定を大きく超える等、被災地内広域搬送拠点

を増設する必要が生じた場合は、代替拠点の活用について考慮すること。 
 ○ 対象県は、津波・増水の収束等により、本計画外の空港が使用可能となった場合は、当

該空港の活用について考慮すること。 
 ○ 国・地方自治体等の被災地外広域搬送拠点を管理する機関は、被災地外広域搬送拠点に

対し、必要に応じて広域医療搬送の実施に必要な施設等を提供するよう指示するものとす

る。 
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２．２ 非被災都道府県からの救護班等派遣（被災地内医療活動支援のための派遣） 

○ 多数発生する負傷者の早期救護のためには、広域医療搬送以外にも、被災地内病院への医

療支援、救護所を設置しての医療活動等を実施する医療従事者を、救護班等として非被災都

道府県から派遣する必要がある。 
○ 非被災都道府県から派遣された救護班等を的確に配分するためには、被災地において、被

災地内医療活動の状況を把握し、かつ、救護班等の連絡窓口となる機関を設置し、周知して

おく必要がある。 
 非被災都道府県から派遣された救護班等は、この連絡窓口機関の調整を受け、医療需要に

応じた活動を図るものとする。 
○ 「「東南海、南海地震に係る被害想定について」（平成15年9月17日 中央防災会議「東
南海、南海地震等に関する専門調査会」）において、人的被害は重傷者が約20,000人発生す
る等されている。 
負傷者の救護は傷の治療が主であると考えられるため、外科・整形外科・皮膚科等、外科

系の創傷処置技術を持つ医師が治療にあたることが想定される。 
 被災府県は管轄内に救護班等による支援の要否を判断し、必要な場合は早期に要請するも

のとする。 
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３．物資調達に係る計画 

 

○ 物資の応援必要量については、 

① 消防庁が非被災地方公共団体の備蓄物資の調達を調整する 

② 消防庁による調整によっても物資が不足する場合に、物資関係省庁（厚生労働省、農林水産

省及び経済産業省）が関係業界団体等を通じて物資の調達等を行うことを原則とした。ただし、

遠隔地からの輸送は非効率であるため被災地までの距離も勘案して調達先を決めた。 

○ 地方公共団体の備蓄や関係業界団体等の在庫等については変動するため、物資調達に係る計画

の内容は定期的に見直すこととする。 

 

（１）飲料水の調達計画 

○ 飲料水は、表３－１のとおり必要量を調達する。 

○ 厚生労働省による非被災地方公共団体の水道事業者等との調整によって、供給する。 
 

表３－１ 飲料水の調達             （単位：ｔ） 
 調整主体 東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

非被災地方公共

団体からの給水

車等の応援 

厚生労働

省 
- - - - 27,000 - - 

必要な物資量  - - - - 27,000 - - 

 調整主体 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

非被災地方公共

団体からの給水

車等の応援 

厚生労働

省 
- - - - - 1,600 - 

必要な物資量  - - - - - 1,600 - 

 調整主体 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

  

非被災地方公共

団体からの給水

車等の応援 

厚生労働

省 
- 2,400 - - 3,700 - - 34,700

必要な物資量  - 2,400 - - 3,700 - - 34,700
備考）・量は１週間分を示す。 

・「必要な物資量」とは、応援が必要な物資の量である。 
・物資量はおおよその数である。四捨五入のため合計は一致しないものもある。 

 
○ 上記のほか、農林水産省は、要請に応じて飲料水ペットボトルやソフトドリンクの適切な出荷

がされるよう、関係業界団体等との間で広域的な調達体制を整備しておく。 
○ このほか、自衛隊が保有する給水車、海上保安庁が保有する巡視船等による給水も可能である。 
 
 
（２）食料の調達計画 

○ 食料の調達については、発災後から3日程度までと、４日程度から１週間までに分けて計画す
る。3 日程度までは、特に被災地への輸送に時間を要することが予想されるため、保存期間の長
い食品を調達する。また、3 日程度までは調理不要の食品を中心に調達することとし、4 日程度
以降から調理を必要とする食品も含めて調達する。 
○ 消防庁が、非被災地方公共団体が備蓄している食料の調達を調整し、さらに、農林水産省が関

係業界団体等に対して出荷要請をすることとした。 
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○ 以上を踏まえて食料を表３－２のとおり調達する。 
 

表３－２ 食料の調達               
①発災後3日程度まで                            （単位：万食） 

 調整主体 東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

調理不要食品 消防庁 - -
約

1.0 -
約

61.3
約 

76.9 - 

調理不要食品 農林水産省 - -
約

4.5 -
約

520.3
約 

43.4 - 

簡易調理食品 消防庁 - - - -
約

4.0
約 

84.0 - 

簡易調理食品 農林水産省 - -
約

1.1 -
約

17.3
約 

18.0 - 

合計  - -
約

6.6 -
約

602.8
約 

222.4 - 

 調整主体 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

調理不要食品 消防庁 - -
約

5.2 - -
約 

1.1 - 

調理不要食品 農林水産省 
約 

0.6 
約

206.0
約

42.7 -
約

103.0
約 

48.1 - 

簡易調理食品 消防庁 - -
約

5.2 - -
約 

0.4 - 

簡易調理食品 農林水産省 
約 

1.8 -
約

7.6 -
約

18.3
約 

2.8 - 

合計  
約 

2.4 
約

206.0
約

60.8 -
約

121.3
約 

52.3 - 

 調整主体 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

 

調理不要食品 消防庁 - - - -
約

11.6 - - 
約

157.2

調理不要食品 農林水産省 - 
約

76.8
約

4.3
約

22.1
約

101.6 - 
約 

0.4 
約

1,173.9

簡易調理食品 消防庁 - - - -
約

22.8 - - 
約

116.3

簡易調理食品 農林水産省 - 
約

1.8 -
約

1.4
約

7.0 - - 
約

77.1

合計  - 
約

78.5
約

4.3
約

23.5
約

143.1 - 
約 

0.4 
約

1,524.5
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②発災後4日程度から１週間まで                       （単位：万食） 

 調整主体 東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

調理不要食品 農林水産省 - -
約

39.3
約

71.5
約

654.2
約 

231.4 
約 

37.1 

簡易調理食品 消防庁 - - - - - - - 

簡易調理食品 農林水産省 - -
約

28.9
約

254.1
約

364.4
約 

94.4 - 

精米 農林水産省 - -
約

45.4
約

217.0
約

679.1
約 

217.2 
約 

24.7 

合計  - -
約

113.6
約

542.6
約

1,697.7
約 

542.9 
約 

61.8 
 調整主体 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

調理不要食品 農林水産省 
約 

55.1 
約

283.5
約

10.3
約

8.7
約

109.5
約 

107.0 
約 

22.0 

簡易調理食品 消防庁 - 
約

110.0 - - - - - 

簡易調理食品 農林水産省 - 
約

145.7
約

195.8
約

16.6
約

61.2
約 

3.1 - 

精米 農林水産省 
約 

36.7 
約

359.5
約

137.4
約

16.9
約

113.8
約 

73.4 
約 

14.7 

合計  
約 

91.8 
約

898.8
約

343.6
約

42.1
約

284.5
約 

183.5 
約 

36.7 
 調整主体 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

 

調理不要食品 農林水産省 
約 

0.7 
約

45.1 -
約

15.3
約

105.0
約 

3.2 
約 

22.6 
約

1,821.6

簡易調理食品 消防庁 - - - - - - - 
約

110.0

簡易調理食品 農林水産省 - 
約

75.6
約

23.9
約

59.7
約

82.5 - - 
約

1,405.8

精米 農林水産省 
約 

0.5 
約

80.4
約

15.9
約

50.0
約

125.0
約 

2.1 
約 

15.1 
約

2,224.9

合計  
約 

1.2 
約

201.1
約

39.8
約

125.1
約

312.5
約 

5.4 
約 

37.6 
約

5,562.2
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③１週間分の合計                              （単位：万食） 

 東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計 

合計（①＋②） - - 
約

120.1
約

542.6
約

2,300.5
約 

765.3 
約 

61.8 

必要な物資量 - - 
約

120.1
約

542.6
約

2,300.5
約 

765.3 
約 

61.8 
 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

合計（①＋②） 
約 

94.3 
約 

1,104.8 
約

404.3
約

42.1
約

405.8
約 

235.8 
約 

36.7 

必要な物資量 
約 

94.3 
約 

1,104.8 
約

404.3
約

42.1
約

405.8
約 

235.8 
約 

36.7 
 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

合計（①＋②） 
約 

1.2 
約 

279.6 
約

44.1
約

148.6
約

455.6
約 

5.4 
約 

38.0 
約

7,086.7

必要な物資量 
約 

1.2 
約 

279.6 
約

44.1
約

148.6
約

455.6
約 

5.4 
約 

38.0 
約

7,086.7
備考）・「必要な物資量」とは、応援が必要な物資の量である。 

     ・物資量はおおよその数である。四捨五入のため一致しないものもある。 

 

（３）その他の物資の調達計画 

○ その他の物資については、表３－３のとおり調達する。 

 

表３－３ その他の物資の調達 

 調整主体 東京都 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 合計

消防庁 - 
約

0.01t
- -

約

8.56t

約 

2.88t 

約 

0.38t 育児用 

調整粉乳 
農林水産省 - 

約

0.01t

約

0.26t

約

2.84t
- - - 

 
必要な 

物資量 
 - 

約

0.01t

約

0.26t

約

2.84t

約

8.56t

約 

2.88t 

約 

0.38t 

毛布 消防庁 - - - - -
約 

40.37千枚 
- 

 
必要な

物資量 
 - - - - -

約 

40.37千枚 
- 

消防庁 - - -
約

7.61千枚
- - - 

小児 

おむつ 
厚生労働省 - - -

約

33.59千枚

約

51.69千枚

約 

77.55千枚 
- 

消防庁 - - - - - - - 
大人用

おむつ 厚生労働省 - - -
約

9.81千枚
-

約 

12.97千枚 
- 

計  - - -
約

51.01千枚

約

51.69千枚

約 

90.52千枚 
- 

お

 

む

 

つ 

必要な

物資量 
 - - -

約

51.01千枚

約

51.69千枚

約 

90.52千枚 
- 
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簡易 

トイレ 
消防庁 - - - -

約

4,940基
- - 

 
必要な

物資量 
 - - - -

約

4,940基
- - 

 調整主体 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 岡山県 広島県 

消防庁 - - -
約

0.12t

約

1.24t

約 

0.94t 

約 

0.07t 
育児用 

調整粉乳 
農林水産省 - - - - - - - 

 
必要な

物資量 
 - - -

約

0.12t

約

1.24t

約 

0.94t 

約 

0.07t 

毛布 消防庁 - - - -
約

29.43千枚
- - 

 
必要な 

物資量 
 - - - -

約

29.43千枚
- - 

消防庁 - - - - - - - 
小児 

おむつ 厚生労働省 - - - -
約

53.05千枚

約 

6.32千枚 
- 

消防庁 - - - - - - - 
大人用 

おむつ 厚生労働省 - - - -
約

8.39千枚

約 

1.11千枚 
- 

計  - - - -
約

61.44千枚

約 

7.43千枚 
- 

お 

 

む 

 

つ 

必要な 

物資量 
 - - - -

約

61.44千枚

約 

7.43千枚 
- 

簡易 

トイレ 
消防庁 - - - -

約

990基

約 

140基 
- 

 
必要な

物資量 
 - - - -

約

990基

約 

140基 
- 

 調整主体 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 大分県 宮崎県 

消防庁 - 
約

1.09t

約

0.19t

約

0.57t

約

1.46t

約 

0.02t 
- 

約

18t育児用 

調整粉乳 
農林水産省 - - - - - - - 

約

3t

 
必要な

物資量 
 - 

約

1.09t

約

0.19t

約

0.57t

約

1.46t

約 

0.01t 
- 

約

21t

毛布 消防庁 - 
約

5.13千枚
- -

約

63.60千枚
- - 

約

139千枚

 
必要な

物資量 
 - 

約

5.13千枚
- -

約

63.60千枚
- - 

約

139千枚
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消防庁 - 
約

1.47千枚
- -

約

18.69千枚
- - 

約

28千枚小児 

おむつ 
厚生労働省 

約 

0.08千枚 

約

16.30千枚

約

2.97千枚

約

4.97千枚

約

38.31千枚
- - 

約

285千枚

消防庁 - 
約

0.22千枚
- -

約

3.70千枚
- - 

約

4千枚大人用

おむつ 
厚生労働省 - 

約

2.47千枚

約

0.53千枚
-

約

7.58千枚
- - 

約

43千枚

計  
約 

0.08千枚 

約

20.46千枚

約

3.50千枚

約

4.97千枚

約

68.28千枚
- - 

約

359千枚

お

 

む

 

つ 

必要な

物資量 
 

約 

0.08千枚 

約

20.46千枚

約

3.50千枚

約

4.97千枚

約

68.28千枚
- - 

約

359千枚

簡易 

トイレ 
消防庁 - 

約

770基
- -

約

1,580基
- - 

約

8,430基

 
必要な

物資量 
 - 

約

770基
- -

約

1,580基
- - 

約

8,430基

備考）・量は１週間分を示す。 
・「必要な物資量」とは、応援が必要な物資の量である。 
・物資量はおおよその数である。四捨五入のため一致しないものもある。 

     
○ 上記のほか、農林水産省は、要請に応じて育児用調整粉乳を調達できるよう、関係業界団体等

との間で広域的な調達体制を整備しておく。 
○ また、経済産業省は、要請に応じて毛布、簡易トイレを調達できるよう、関係業界団体等との

間で広域的な調達体制を整備しておく。 
 
 
（４）広域物資拠点 

○ 非被災地域から被災地域へ物資を輸送する拠点（「広域物資拠点」）を別表３－１のとおり定め

る。 
○ 広域物資拠点は、主要な道路等との近接性、地理的配置の状況等を勘案し、各都府県ごとに１

～９箇所を定める。 
○ 広域物資拠点は、非被災地域から物資を輸送する拠点であり、広域物資拠点から避難所等への

輸送については、被災地方公共団体が実施する。 
○ 被害想定に示された被害の規模に応じて、上記（１）、（２）及び（３）で調達する物資の種類

と量をあらかじめ広域物資拠点ごとに配分しておく。その結果は、別表３－２のとおりとなる。 
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４．輸送活動に係る計画 

（１）緊急輸送ルート計画 

○ 部隊の進出予定路線、広域物資拠点の位置等を勘案して、緊急輸送ルートを別図１のとおり定

める。緊急輸送ルートに指定する道路及び区間は別表４－１のとおり定める。 
○ なお、崖崩れ等により、一部の道路が寸断された場合には、緊急河川敷道路、臨港道路等の道

路も含め代替道路を選定し、緊急輸送ルート計画を変更するものとする。また、広域的に道路が

寸断された場合にも備えて、別表４－２及び別図１に示す海上輸送ルートを定めておく。 
○ 緊急輸送ルート計画に示された道路に対する交通規制の対応については引き続き検討する。 
 
（２）緊急輸送活動に係る計画 

①物資の輸送 

○ 別表３－２の広域物資拠点ごとに輸送が必要とされる物資を確保するため、非被災地域から広

域物資拠点への物資の緊急輸送活動に係る計画を、別表４－３のとおり定める。 
○ 物資の輸送については、物資調達の依頼先で輸送手段が確保できる場合にはそれによることと

し、物資調達の依頼先で輸送手段が確保できない場合には国土交通省が輸送の調整を行うことを

原則として計画した。 
○ 緊急災害対策本部は、地震発生後に道路の被害状況等を勘案して、陸上輸送を行うことが困難

と判断される場合には、これらの輸送活動の一部を海上輸送に切り替えることとする。この場合、

緊急災害対策本部は、緊急輸送活動に係る計画を変更して、国土交通省、海上保安庁、防衛省等

に海上輸送を依頼するとともに、緊急輸送活動に係る計画の変更について関係省庁を通じて別表  

中の輸送調整主体に伝達する。 
○ 緊急災害対策本部から海上輸送の依頼があった場合には、海上保安庁及び防衛省等は自ら保有

する船舶を用いて緊急輸送活動を行うとともに、国土交通省は海上運送事業者等に対して緊急輸

送の要請を行う。 
 
②部隊の輸送 

○ 警察庁、消防庁及び防衛省の部隊の進出にあたっては、一部の区間で民間フェリーを利用する。

民間フェリーを利用する部隊及び区間を別表４－４のとおり定める。 
○ 国土交通省は、これらの民間フェリーの利用が行えるよう、事前に海上運送事業者と調整して

おくとともに、地震発生時には速やかに部隊を輸送できるよう、海上運送事業者に依頼するもの

とする。 
○ 被災地への部隊の進出経路については陸路を原則とするが、道路の被害状況等を勘案して、必

要に応じて航空機又は船舶を使用する。 
 



別表１－１　進出拠点一覧

①警察庁

位
置

北海道 530 山中城址ＰＡ（静岡県三島市） 15 静岡県

140 名城公園（愛知県名古屋市） 16 愛知県

東北 200 足柄ＳＡ（静岡県小山町） 17 静岡県

110 名城公園（愛知県名古屋市） 16 愛知県

310 メッセウイングみえ（三重県津市） 18 三重県

260 紀ノ川ＳＡ（和歌山県和歌山市） 19 和歌山県

東京都 880 足柄ＳＡ（静岡県小山町） 17 静岡県

790 名城公園（愛知県名古屋市） 16 愛知県

720 メッセウイングみえ（三重県津市） 18 三重県

620 紀ノ川ＳＡ（和歌山県和歌山市） 19 和歌山県

260 淡路島南ＰＡ（ 兵庫県南あわじ市） 20 徳島県

630 南国ＳＡ（高知県南国市） 21 高知県

関東 620 足柄ＳＡ（静岡県小山町） 17 静岡県

630 名城公園（愛知県名古屋市） 16 愛知県

750 メッセウイングみえ（三重県津市） 18 三重県

670 紀ノ川ＳＡ（和歌山県和歌山市） 19 和歌山県

230 淡路島南ＰＡ（ 兵庫県南あわじ市） 20 徳島県

中部 90 名城公園（愛知県名古屋市） 16 愛知県

240 メッセウイングみえ（三重県津市） 18 三重県

中国 210 南国ＳＡ（高知県南国市） 21 高知県

九州 1,460 伊予灘ＳＡ（愛媛県伊予市） 22 高知県

合計 10,350 － ー ー

派遣都県
部隊の
所在地

規模
（人）

進出拠点

　
 31



②消防庁

位
置

青森県 250 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

岩手県 160 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

宮城県 290 足柄SA（静岡県小山町） 17 静岡県

秋田県 200 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

山形県 180 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

福島県 270 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

茨城県 510 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

栃木県 240 大山田PA（三重県桑名市） 24 三重県

群馬県 270 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

埼玉県 610 大山田PA（三重県桑名市） 24 三重県

千葉県 560 足柄SA（静岡県小山町） 17 静岡県

東京都 910 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

神奈川県 810 紀ノ川SA（和歌山県和歌山市） 19 和歌山県

新潟県 320 恵那峡SA（岐阜県恵那市） 23 愛知県

富山県 250 大山田PA（三重県桑名市） 24 三重県

石川県 240 養老SA(岐阜県養老町） 25 愛知県

福井県 180 紀ノ川SA（和歌山県和歌山市） 19 和歌山県

山梨県 100 駒門ＰＡ（静岡県御殿場市） 26 静岡県

鳥取県 100 南国SA(高知県南国市） 21 高知県

島根県 140 鳴門西PA(徳島県鳴門市） 27 徳島県

福岡県 370 南国SA(高知県南国市） 21 高知県

佐賀県 90 鳴門西PA(徳島県鳴門市） 27 徳島県

長崎県 190 鳴門西PA(徳島県鳴門市） 27 徳島県

熊本県 290 南国SA(高知県南国市） 21 高知県

鹿児島県 220 南国SA(高知県南国市） 21 高知県

合計 7,750 ー ー ー

部隊の
所在地

規模
（人）

進出拠点 派遣都県
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③防衛省

位
置

4,200 響庭野演習場（滋賀県高島市） 1 全般支援

3,600 岐阜基地（岐阜県各務原市） 2 全般支援

3,900

駒門駐屯地（静岡県御殿場市）
板妻駐屯地（静岡県御殿場市）
富士駐屯地（静岡県駿東郡小山町）
北富士駐屯地（山梨県南都留郡忍野村）
滝ヶ原駐屯地（静岡県御殿場市）
北富士演習場（山梨県富士吉田市、南都留郡山中湖村）
東富士演習場（静岡県御殿場市、裾野市、小山町）

3 静岡県

2,100 響庭野演習場（滋賀県高島市） 1 全般支援

9,000 久代訓練場（兵庫県川西市） 4 全般支援

4,000 久居駐屯地（三重県津市） 5 三重県

3,600 信太山駐屯地（大阪府和泉市） 6 和歌山県

4,200 春日井駐屯地（愛知県春日井市） 7 全般支援

3,800

駒門駐屯地（静岡県御殿場市）
板妻駐屯地（静岡県御殿場市）
富士駐屯地（静岡県駿東郡小山町）
北富士駐屯地（山梨県南都留郡忍野村）
滝ヶ原駐屯地（静岡県御殿場市）
北富士演習場（山梨県富士吉田市、南都留郡山中湖村）
東富士演習場（静岡県御殿場市、裾野市、小山町）

3 静岡県

2,100 浜松基地（静岡県浜松市） 8 静岡県

9,500

駒門駐屯地（静岡県御殿場市）
板妻駐屯地（静岡県御殿場市）
富士駐屯地（静岡県駿東郡小山町）
北富士駐屯地（山梨県南都留郡忍野村）
滝ヶ原駐屯地（静岡県御殿場市）
北富士演習場（山梨県富士吉田市、南都留郡山中湖村）
東富士演習場（静岡県御殿場市、裾野市、小山町）

3
主として
静岡県

2,400 和歌山駐屯地（和歌山県美浜町） 9 和歌山県

4,200 守山駐屯地（愛知県名古屋市） 10
愛知県・
三重県

1,900 徳島基地（徳島県松茂町） 11 徳島県

1,300 善通寺駐屯地（香川県善通寺市） 12 高知県

4,900 伊丹駐屯地（兵庫県伊丹市） 13 全般支援

2,800 徳島基地（徳島県松茂町） 11 徳島県

3,000 松山駐屯地（愛媛県松山市） 14 高知県

6,000 善通寺駐屯地（香川県善通寺市） 12 全般支援

合計 76,500 ー ー ー

東部方面
隊

中部方面
隊

備考）
・警察庁の「部隊の所在地」は、北海道及び東京都のほか、管区警察の区域を示す。
・消防庁の人員は、計画に基づき第一陣として出動する人数を計上した。２日目以降、約
15,500名の交代要員等が増強される。

・防衛省の人員は、推進地域内等に所在する部隊で進出拠点の設定がない部隊の人数9,900人
を除いた。
・「位置」の欄の番号は、図１に対応する。

西部方面
隊

北部方面
隊

東北方面
隊

派遣都県
部隊の
所在地

規模
（人）

進出拠点
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①東京都 

 

 

②長野県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 諏訪中央公園一帯 諏訪市 市・県 警察、消防、自衛隊 
 

 

③岐阜県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 岐阜市畜産センター 岐阜市 市 主に消防 
2 岐阜競輪駐車場 岐阜市 市 主に自衛隊 
3 羽島市総合運動場（野球場） 羽島市 市 警察、自衛隊 
4 市民公園・市民運動公園 各務原市 市 警察、消防、自衛隊 
5 勤労青少年グランド 各務原市 市 警察、消防、自衛隊 
6 伊自良総合運動公園 山県市 市 警察、消防、自衛隊 
7 岐阜工業高校運動場 笠松町 県 警察、消防 
8 浅中公園 大垣市 市 警察、消防、自衛隊 
9 杭瀬川スポーツ公園 大垣市 市 警察、消防、自衛隊 
10 海津市海津グランド 海津市 市 警察、消防 
11 日新中学校グランド 海津市 海津市教育委員会 主に自衛隊 
12 海津市平田グランド 海津市 市 警察、消防 
13 中央運動公園野球場 養老町 町 警察、消防 
14 スポーツプラザ養老 養老町 町 警察、消防 
15 養老小学校 養老町 町 警察、消防 
16 池辺小学校 養老町 町 警察、消防、自衛隊 
17 高田中学校 養老町 町 警察、消防 
18 東部中学校 養老町 町 警察、消防 
19 大垣農業高校 養老町 町 警察、消防、自衛隊 
20 中池公園 関市 市 消防、自衛隊 
21 星ヶ台運動広場 多治見市 市 警察、消防、自衛隊 
22 滝呂公園 多治見市 市 警察、消防、自衛隊 
 

 

④静岡県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 静岡県警察本部機動隊 静岡市駿河区 県警 主に警察 

No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 東京都立八丈高等学校 八丈町 都 警察、消防、自衛隊 
2 小笠原村立小笠原小学校 

小笠原村立小笠原中学校 
小笠原村 村 警察、消防 

3 小笠原村立母島小中学校 小笠原村 村 警察、消防 
4 東京都立小笠原高等学校 小笠原村 都 警察、消防 

 別表１－２ 活動拠点（候補）一覧 
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2 広野海浜公園 静岡市駿河区 市 主に自衛隊 
3 東海大学付属翔洋高校 静岡市清水区 学校法人東海大学 主に自衛隊 
4 沖電気㈱グラウンド 静岡市清水区 沖電気㈱ 主に消防 
5 静岡県消防学校 静岡市清水区 県 主に消防 
6 静岡市競輪場 静岡市駿河区 市 主に消防 
7 草薙総合運動場 静岡市駿河区 県 主に自衛隊 
8 富士川河川敷スポーツ広場 静岡市清水区 市 主に自衛隊 
9 富士川緑地スポーツ広場 静岡市清水区 市 主に自衛隊 
10 清水庵原球場 静岡市清水区 市 主に自衛隊 
11 浜松市武道館 浜松市 市 主に警察 

12 
アイミティ浜松(市立勤労青少年ホ
ーム) 

浜松市 市 主に警察 

13 浜松市農村環境改善センター 浜松市 市 主に警察 
14 青少年の家 浜松市 市 主に警察 
15 航空自衛隊浜松基地 浜松市 自衛隊 主に自衛隊 
16 安間川公園自由広場 浜松市 市 主に自衛隊 
17 浜松アリーナ 浜松市 市 主に消防 
18 可美公園総合センター野球場 浜松市 市 主に消防 
19 高丘運動広場 浜松市 市 主に消防 
20 東部運転免許ｾﾝﾀｰ 沼津市 県警 主に警察 
21 富士通㈱沼津工場 沼津市 富士通 主に自衛隊 
22 戸田Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 沼津市 市 主に自衛隊 
23 県立沼津城北高校グラウンド 沼津市 県 主に消防 
24 島田中央体育館 島田市 市 主に警察 
25 中央公園 島田市 市 主に自衛隊 
26 勤労者野外活動施設 島田市 市 主に自衛隊 
27 大井川緑地公園（左岸） 島田市 市 消防、自衛隊 
28 福田児童館 磐田市 市 主に警察 
29 磐田市総合体育館 磐田市 市 主に自衛隊 
30 福田公園野球場 磐田市 市 主に自衛隊 
31 竜洋体育センター 磐田市 市 警察、消防、自衛隊 
32 竜洋海洋公園 磐田市 市 警察、自衛隊 
33 豊田中学校 磐田市 市 主に自衛隊 
34 豊岡総合ｾﾝﾀｰ 磐田市 市 警察、自衛隊 
35 磐田スポーツ交流の里 ゆめりあ 磐田市 市 主に消防 
36 磐田東大久保運動公園グランド 磐田市 市 主に消防 
37 磐田市福田支所駐車場 磐田市 市 主に消防 
38 磐田市立竜洋公民館 磐田市 市 主に消防 
39 磐田市豊田支所駐車場 磐田市 市 主に消防 
40 天竜川ラブリバー公園 磐田市 市 主に消防 
41 市総合グラウンド 焼津市 市 主に自衛隊 
42 焼津市消防防災センター 焼津市 市 主に消防 
43 総合体育館さんりーな 掛川市 市 主に警察 
44 いこいの広場 掛川市 市 主に自衛隊 
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45 大須賀体育館 掛川市 市 主に自衛隊 
46 総合グラウンド多目的広場 掛川市 市 警察、消防、自衛隊 
47 掛川市生涯学習センター 掛川市 市 主に消防 
48 掛川市南消防署 掛川市 市 主に消防 
49 藤枝総合運動公園 藤枝市 市 警察、消防、自衛隊 
50 藤枝勤労者体育館 藤枝市 市 主に警察 
51 蓮華寺池ホール 藤枝市 市 主に警察 
52 静岡県警察学校 藤枝市 県 主に警察 
53 大井川河川敷グラウンド 藤枝市 国土交通省 主に自衛隊 
54 袋井総合センター 袋井市 市 主に警察 
55 浅羽体育センター 袋井市 市 警察、自衛隊 
56 原野谷川親水公園 袋井市 市 主に自衛隊 
57 原野谷川親水公園東側運動広場 袋井市 市 主に自衛隊 
58 愛野公園西側エリア（Bゾーン） 袋井市 市 主に自衛隊 
59 袋井ＩＣ出口南側ゲートボール場 袋井市 市 主に消防 
60 田原緑地グラウンド 袋井市 市 主に消防 
61 二瀬多目的運動広場 袋井市 市 主に消防 
62 愛野公園管理棟 袋井市 市 主に自衛隊 
63 浅羽球技場 袋井市 市 主に自衛隊 
64 天竜武道館 浜松市 市 主に警察 
65 天竜体育館 浜松市 市 主に警察 
66 船明ダム運動公園 浜松市 市 消防、自衛隊 
67 浜北総合体育館 浜松市 市 主に警察 
68 浜松市中瀬南部緑地会館 浜松市 市 主に警察 
69 西部運転免許センター 浜松市 県警 主に警察 
70 県立浜北西高校 浜松市 県 主に自衛隊 
71 浜北総合体育館東駐車場 浜松市 市 主に消防 
72 湖西市環境センター 湖西市 市 主に警察 
73 湖西アメニティプラザ 湖西市 市 主に警察 
74 市民会館 湖西市 市 主に自衛隊 
75 湖西運動公園 湖西市 市 消防、自衛隊 
76 航空自衛隊御前崎分屯基地 御前崎市 自衛隊 主に自衛隊 
77 浜岡総合運動場 御前崎市 市 警察、自衛隊 
78 静岡Ｃ・Ｃ浜岡(グランド） 御前崎市 ゴルフ場 主に自衛隊 
79 ミナクル市御前崎店 御前崎市 遠州夢咲農協 主に消防 
80 菊川市堀之内体育館 菊川市 市 主に警察 
81 菊川運動公園 菊川市 市 主に自衛隊 
82 菊川文化会館ｱｴﾙ駐車場 菊川市 市 主に消防 
83 菊川市小笠体育館 菊川市 市 主に自衛隊 
84 中央公民館 南伊豆町 町 主に自衛隊 
85 南伊豆分署(武道館駐車場) 南伊豆町 町 主に消防 
86 大井川児童センター 大井川町 町 主に警察 
87 航空自衛隊静浜基地 大井川町 自衛隊 主に自衛隊 
88 萩間公民館 牧之原市 市 主に警察 
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89 相良総合グラウンド 牧之原市 市 主に自衛隊 
90 仁田体育館 牧之原市 市 主に警察 
91 榛原総合運動公園ぐりんぱる 牧之原市 市 消防、自衛隊 
92 吉田町総合体育館 吉田町 町 主に警察 
93 中央公民館 吉田町 町 主に自衛隊 
94 小山城駐車場及び多目的広場 吉田町 町 主に消防 
95 金谷体育センター 島田市 市 主に警察 
96 大井川緑地右岸 島田市 国土交通省 主に自衛隊 
97 大井川緑地公園（右岸） 島田市 国土交通省 主に消防 
98 中央体育館 森町 町 主に自衛隊 
99 乙女園公園 浜松市 市 主に自衛隊 
100 浜松市立舞阪中学校 浜松市 市 主に警察 
101 新居町立図書館 新居町 町 主に警察 
102 文化公園西側町有地 新居町 町 主に自衛隊 
103 湖西・新居消防署南分署 新居町 町 主に消防 
104 浜松市立雄踏中学校 浜松市 市 主に警察 
105 雄踏総合公園 浜松市 市 主に自衛隊 
106 細江総合グラウンド 浜松市 市 警察、消防、自衛隊 
107 浜松市立引佐南部中学校 浜松市 市 主に自衛隊 
108 浜松市立引佐北部中学校 浜松市 市 主に自衛隊 
109 県立引佐高校 浜松市 県 主に自衛隊 
110 三ヶ日Ｂ&Ｇ海洋センター 浜松市 市 主に警察 
111 三ケ日運動場 浜松市 市 主に自衛隊 
 

 

⑤愛知県 

No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 平和公園（芝生広場） 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
2 名城公園 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
3 庄内緑地 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
4 熱田神宮公園 名古屋市 県 警察、消防、自衛隊 
5 名古屋国際会議場、白鳥公園一帯 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
6 稲永・稲永東公園 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
7 戸田川緑地 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
8 大高緑地 名古屋市 県 警察、消防、自衛隊 
9 志段味スポーツランド 名古屋市 市 警察、消防、自衛隊 
10 豊橋公園 豊橋市 市 警察、自衛隊 
11 豊橋総合スポーツ公園 豊橋市 市 警察、消防、自衛隊 
12 高師緑地 豊橋市 市 主に消防 
13 精進池 豊橋市 市 主に自衛隊 
14 植田大池 豊橋市 市 主に自衛隊 
15 沢渡池 豊橋市 市 主に自衛隊 
16 七股池 豊橋市 市 主に自衛隊 
17 中山田池公園 豊橋市 市 主に自衛隊 
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18 野依関連施設 豊橋市 市 主に自衛隊 
19 高山広場 豊橋市 市 主に自衛隊 
20 石巻運動広場 豊橋市 市 主に自衛隊 
21 北島河川敷広場 豊橋市 市 主に自衛隊 
22 清須河川敷広場 豊橋市 市 主に自衛隊 
23 消防総合訓練場 豊橋市 市 主に自衛隊 
24 中島広場（サッカー場） 豊橋市 市 主に自衛隊 
25 幸スポーツ広場（グランド） 豊橋市 市 主に自衛隊 
26 ライフポートとよはし（駐車場） 豊橋市 市 主に自衛隊 
27 岡崎中央総合公園 岡崎市 市 主に警察 
28 愛知県岡崎総合運動場 岡崎市 市 主に消防 
29 岡崎市額田運動広場 岡崎市 市 主に消防 
30 県一宮総合運動場 一宮市 県 消防、自衛隊 
31 木曽川緑地公園 一宮市 市 主に消防 
32 市民公園 瀬戸市 市 警察、消防、自衛隊 
33 半田運動公園 半田市 市 主に警察 
34 半田ポートグラウンド 半田市 市 主に自衛隊 
35 牛山運動広場 春日井市 市 警察、消防、自衛隊 
36 豊川公園 豊川市 市 消防、自衛隊 
37 いこいの広場 豊川市 市 主に消防 
38 東三河ふるさと公園 豊川市 県 警察、消防、自衛隊 
39 東公園 津島市 市 消防、自衛隊 
40 天王川公園 津島市 市 消防、自衛隊 
41 玉津浦グラウンド 碧南市 市 警察、自衛隊 
42 総合運動公園 刈谷市 市 消防、自衛隊 

43 
豊田スタジアム 
（芝生広場、南駐車場） 

豊田市 市 主に消防 

44 安城市総合運動公園 安城市 市 消防、自衛隊 
45 市役所・安城公園 安城市 市 主に自衛隊 
46 西尾公園（総合グラウンド） 西尾市 市 主に消防 
47 西尾市スポーツ公園 西尾市 市 主に自衛隊 
48 市公園グラウンド陸上競技場 蒲郡市 市 警察、消防、自衛隊 
49 山の田公園野球場 犬山市 市 警察、消防、自衛隊 
50 常滑市体育館（広場） 常滑市 市 主に自衛隊 
51 江南緑地公園（草井） 江南市 市 主に消防 
52 総合運動場 小牧市 市 警察、消防、自衛隊 
53 陸上競技場 稲沢市 市 警察、消防、自衛隊 
54 新城総合公園多目的広場 新城市 県 警察、消防 
55 鬼久保ふれあい広場 新城市 市 主に警察 
56 ふれあいパークほうらい 新城市 市 主に警察 
57 新宝緑地公園 東海市 市 主に自衛隊 
58 市営グランド 大府市 市 主に自衛隊 
59 江端公園 大府市 市 主に消防 
60 横根グランド 大府市 市 主に自衛隊 
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61 大府みどり公園芝生広場 大府市 市 主に自衛隊 
62 あいち健康の森公園 大府市 県 警察、消防 
63 ふれあい広場 知多市 市 主に警察 
64 緑広場 知多市 市 主に自衛隊 
65 昭和グランド（野球場） 知立市 市 主に自衛隊 
66 南グランド 尾張旭市 市 警察、消防、自衛隊 
67 碧海グランド 高浜市 市 主に消防 
68 高浜高校 高浜市 県 主に自衛隊 
69 希望の家 岩倉市 市 主に消防 
70 勅使グランド 豊明市 市 警察、消防、自衛隊 
71 中京競馬場 豊明市 名古屋競馬（株） 警察、消防、自衛隊 
72 市総合運動公園 日進市 市 警察、消防、自衛隊 
73 白谷海浜公園陸上競技場他 田原市 市 主に消防 
74 田原市役所赤羽根支所 田原市 市 主に消防 
75 渥美運動公園多目的広場 田原市 市 主に消防 
76 田原市役所渥美支所 田原市 市 主に消防 
77 はなのき広場 田原市 市 主に警察 
78 滝頭公園多目的広場 田原市 市 主に自衛隊 
79 親水公園総合運動場 愛西市 市 主に自衛隊 
80 佐織総合運動場南駐車場 愛西市 市 主に自衛隊 
81 枇杷島公園 清須市 市 主に消防 
82 庄内川新川緑地 清須市 市 主に消防 
83 文化の森物語の広場 北名古屋市 市 主に消防 
84 子宝グランド 弥富市 市 主に消防 
85 海南こどもの国 弥富市 県 主に警察 
86 上野グランド他 弥富市 県 主に警察 
87 弥富文化広場 弥富市 市 主に自衛隊 
88 愛知池運動公園 東郷町 町 警察、消防、自衛隊 
89 長久手スポーツの杜 長久手町 町 警察、消防、自衛隊 
90 豊山町グランド 豊山町 町 主に消防 
91 はるひ夢の森公園 春日町 町 警察、消防、自衛隊 
92 町総合運動場 大口町 町 警察、消防、自衛隊 
93 木曽川扶桑緑地公園グラウンド 扶桑町 中部地整 警察、消防、自衛隊 
94 七宝町民鷹居グランド 七宝町 町 主に自衛隊 
95 町民グランド 美和町 町 警察、消防、自衛隊 
96 北小学校用地 甚目寺町 町 主に自衛隊 
97 多目的スポーツ広場 大治町 町 主に消防 
98 日光川ウォーターパーク 蟹江町 町 主に自衛隊 
99 東グランド 飛島村 村 警察、消防、自衛隊 
100 ふれあいの森 阿久比町 町 主に自衛隊 
101 阿久比スポーツ村 阿久比町 町 消防、自衛隊 
102 於大公園 東浦町 町 主に自衛隊 
103 運動公園 南知多町 町 主に消防 
104 新運動公園 南知多町 町 警察、自衛隊 
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105 美浜町総合公園 美浜町 町 主に消防 
106 武豊町町民会館ふれあい 広場 武豊町 町 主に自衛隊 
107 武豊運動公園 武豊町 町 主に自衛隊 
108 一色海浜広場（グランド・駐車場）一色町 町 主に自衛隊 
109 横須賀公園 吉良町 町 警察、消防、自衛隊 
110 愛知こどもの国運動広場 幡豆町 県 警察、消防、自衛隊 
111 幸田中央公園 幸田町 町 警察、消防、自衛隊 
112 三好公園 三好町 町 主に消防 
113 奥三河総合センター 設楽町 県 警察、消防、自衛隊 
114 東栄町総合グランド 東栄町 町 警察、消防、自衛隊 
115 山村広場 豊根村 村 警察、消防、自衛隊 
116 音羽町運動公園 音羽町 町 警察、消防、自衛隊 
117 南山グランド 小坂井町 町 主に自衛隊 
118 拠点避難地 小坂井町 町 主に自衛隊 
119 御幸浜ゲートボール場 御津町 町 主に警察 
 

 

⑥三重県 

No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 白坊主山公園 桑名市 市 主に警察 

2 
伊勢湾岸自動車道長島パーキング

エリア 
桑名市 

中日本高速道路

株式会社 
警察、消防、自衛隊 

3 ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ 桑名市 市 警察、消防、自衛隊 
4 長島運動公園（木曽川右岸） 桑名市 市 警察、消防、自衛隊 
5 旧多度町商工会館広場 桑名市 市 主に警察 
6 桑名市総合運動公園 桑名市 市 警察、消防 

7 学校法人津田学園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 桑名市 
学校法人津田学

園 
主に消防 

8 東員町ｽﾎﾟｰﾂ公園陸上競技場 東員町 町 警察、消防、自衛隊 

9 員弁運動公園 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

10 員弁市之原野球場 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

11 北勢中山ｸﾞﾗﾝﾄﾞ いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

12 阿下喜ひろば いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

13 北勢其原ｸﾞﾗﾝﾄﾞ いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

14 大安ｽﾎﾟｰﾂ公園運動場 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

15 大安西部運動広場 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 
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16 藤原運動場 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
警察、消防 

17 藤原第一野球場 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
主に警察 

18 藤原第二野球場 いなべ市 
いなべ市教育委

員会 
主に警察 

19 
北勢沿岸流域下水道 
北部浄化センター 

川越町 県 警察、消防、自衛隊 

20 朝明運動公園 菰野町 町 警察、消防 
21 三重県民の森 菰野町 県 警察、消防 
22 大羽根園緑地 菰野町 町 警察、消防 
23 菰野自動車学校 菰野町 菰野自動車学校 主に消防 

24 三重カントリークラブ 菰野町 
三重カントリー

クラブ 
主に消防 

25 北勢中央公園 四日市市 県 主に警察 
26 霞ヶ浦緑地 四日市市 市 警察、消防 

27 
北部墓地公園垂坂サッカー場、ｿﾌﾄ

ﾎﾞｰﾙ場 
四日市市 市 警察、消防、自衛隊 

28 四日市中央緑地 四日市市 市 警察、消防 
29 保々工業団地中央公園 四日市市 市 警察、消防 
30 名四ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 四日市市 名四ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 主に消防 

31 四日市ｶﾝﾂﾘｰ倶楽部 四日市市 
四日市ｶﾝﾂﾘｰ倶楽

部 
主に消防 

32 四日市ｾﾝﾄﾗﾙｺﾞﾙﾌ倶楽部 四日市市 
四日市ｾﾝﾄﾗﾙｺﾞﾙﾌ

倶楽部 
主に消防 

33 四日市東急ｺﾞﾙﾌ倶楽部 四日市市 
四日市東急ｺﾞﾙﾌ

倶楽部 
主に消防 

34 ｸﾞﾚｰｽﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ 四日市市 
ｸﾞﾚｰｽﾋﾙｽﾞｶﾝﾄﾘｰｸ

ﾗﾌﾞ 
主に消防 

35 鈴鹿青少年の森 鈴鹿市 県 警察、消防 
36 県立鈴鹿青少年ｾﾝﾀｰ 鈴鹿市 県 警察、消防 
37 県営鈴鹿ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ 鈴鹿市 県 警察、消防、自衛隊 

38 
三重県中勢広域防災拠点（三重県消

防学校） 
鈴鹿市 県 警察、消防、自衛隊 

39 鈴鹿市江島総合ｽﾎﾟｰﾂ公園 鈴鹿市 市 主に警察 
40 鈴鹿市立石垣池公園 鈴鹿市 市 警察、消防 
41 鈴鹿市立御座池公園 鈴鹿市 市 主に警察 

42 鈴鹿サーキット駐車場 鈴鹿市 
（株）モビリティ

ランド 
主に消防 

43 鈴鹿市立西部野球場 鈴鹿市 市 警察、消防 
44 鈴鹿市河川防災ｾﾝﾀｰ 鈴鹿市 市 主に警察 
45 亀山サンシャインパーク 亀山市 県 警察、消防 
46 亀山公園 亀山市 市 警察、消防 
47 東野公園 亀山市 市 警察、消防 
48 西野公園 亀山市 市 警察、消防 
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49 名阪工業団地ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 亀山市 市 警察、消防 

50 関総合ｽﾎﾟｰﾂ公園（Ｂ＆Ｇ） 亀山市 
亀山市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

51 鈴鹿川河川敷グランド 亀山市 市 警察、消防 
52 本城山青少年公園 津市 市 警察、消防 
53 千里ヶ丘自然公園 津市 市 警察、消防 
54 津市河芸ほほえみセンター 津市 市 警察、消防 
55 河芸中央公民館・町民の森公園 津市 市 警察、消防 
56 安濃中央総合公園 津市 市 警察、消防 
57 津市美里ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 津市 市 警察、消防 
58 津市北部運動広場 津市 市 警察、消防 
59 県立津高等学校 津市 校長 警察、消防、自衛隊 
60 県立津東高等学校 津市 校長 警察、消防、自衛隊 
61 お城西公園 津市 市 警察、消防 
62 津市南部緑地公園 津市 市 警察、消防 
63 中勢グリーンパーク 津市 市 警察、消防、自衛隊 

64 メッセウイングみえ 津市 
（財）三重県産業

支援センター 
警察、消防 

65 津市西部運動広場 津市 市 警察、消防 
66 津市久居中央ｽﾎﾟｰﾂ公園 津市 市 警察、消防 
67 津市久居ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 津市 市 主に警察 
68 雲出川緑地公園(河川敷) 津市 市 警察、消防、自衛隊 
69 県営松阪野球場 松阪市 県 警察、消防 
70 県立飯南高等学校 松阪市 校長 警察、消防、自衛隊 
71 松阪公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 松阪市 市 警察、消防 
72 松阪市民文化会館 松阪市 市 警察、消防 
73 松阪農業公園ベルファーム 松阪市 （財）ﾍﾞﾙﾌｧｰﾑ 警察、消防 
74 松阪市雲出川河川敷ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 松阪市 市 警察、消防 
75 天白小学校跡地 松阪市 市 警察、消防 
76 中部台総合運動公園 松阪市 市 警察、消防、自衛隊 
77 松阪市阪内川ｽﾎﾟｰﾂ公園 松阪市 市 警察、消防 
78 ワークｾﾝﾀｰ松阪 松阪市 市 警察、消防 
79 松阪市嬉野ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 松阪市 市 警察、消防 
80 松阪中核工業団地公園 松阪市 市 警察、消防 
81 県立相可高等学校 多気町 校長 警察、消防、自衛隊 

82 ゆとりの丘 多気町 
多気町教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

83 勢和台ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 多気町 町 警察、消防 

84 大仏山公園 
伊勢町、明和町、

玉城町 
県 警察、消防、自衛隊 

85 斎宮歴史博物館及び古里広場 明和町 県、町 警察、消防 
86 斎宮跡ふるさと南部公園 明和町 町 警察、消防 
87 宮川ラブリバー公園 伊勢市 市 警察、消防、自衛隊 
88 県営サンアリーナ 伊勢市 県 警察、消防、自衛隊 
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89 倉田山公園 伊勢市 
伊勢市都市整備

部維持管理課 
警察、消防 

90 五十鈴公園 伊勢市 
伊勢市都市整備

部維持管理課 
主に警察 

91 宮川堤公園 伊勢市 
伊勢市都市整備

部維持管理課 
警察、消防 

92 県立伊勢まなび高等学校 伊勢市 校長 警察、消防 
93 宮リバー度会パーク 度会町 町 警察、消防 
94 県立南伊勢高校度会校舎 度会町 校長 警察、消防、自衛隊 
95 ふれあい広場栗山 度会町 町 警察、消防 
96 中川小学校第２運動場 度会町 町 警察、消防 
97 県立志摩高等学校 志摩市 校長 警察、消防、自衛隊 

98 磯部ふれあい公園 志摩市 
志摩市教育委員

会 
警察、消防 

99 阿児ふるさと公園 志摩市 市 警察、消防 

100 長沢運動公園 志摩市 
志摩市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

101 志摩総合ｽﾎﾟｰﾂ公園 志摩市 市 警察、消防、自衛隊 

102 南島東小学校 南伊勢町 
南伊勢町教育委

員会 
警察、消防 

103 南島西中学校 南伊勢町 
南伊勢町教育委

員会 
警察、消防 

104 空坂空地 大紀町 町 主に警察 
105 大紀町野添山村広場 大紀町 町 警察、消防 

106 ゆめが丘多目的広場 伊賀市 
伊賀市教育委員

会 
警察、消防 

107 上野運動公園 伊賀市 
伊賀市教育委員

会 
警察、消防 

108 阿山Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ 伊賀市 市 警察、消防 

109 阿山運動公園 伊賀市 
伊賀市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

110 いがまちｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 伊賀市 
伊賀市教育委員

会 
警察、消防 

111 せせらぎ運動公園ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 伊賀市 市 警察、消防 

112 桐ヶ丘公園ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 伊賀市 
伊賀市教育委員

会 
警察、消防 

113 名張市中央公園 名張市 市 警察、消防 
114 つつじが丘公園運動場 名張市 市 警察、消防 
115 すずらん台ｽﾎﾟｰﾂｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 名張市 市 警察、消防 

116 赤羽公園多目的広場 紀北町 
紀北町教育委員

会 
警察、消防 

117 紀北町海山グランド 紀北町 町 警察、消防、自衛隊 
118 海山ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 紀北町 町 警察、消防、自衛隊 
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119 
三重県東紀州（紀北）広域防災拠点

［県立尾鷲高等学校（光が丘校舎）］
尾鷲市 校長 警察、消防、自衛隊 

120 熊野市営総合グランド 熊野市 
熊野市教育委員

会 
警察、消防 

121 熊野救急へリポート 熊野市 熊野市消防本部 警察、消防 
122 熊野市山崎運動公園 熊野市 熊野市建設課 警察、消防、自衛隊 

123 寺谷総合公園 御浜町 
御浜町教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

124 紀宝町民運動場 紀宝町 
紀宝町教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

 

 

⑦滋賀県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 
希望が丘文化公園 
（青年の城：文化ゾーン） 

竜王町 
財団法人滋賀県

文化振興事業団 
警察、消防、自衛隊 

2 
希望が丘文化公園 
（スポーツ会館：スポーツゾーン）

野洲市 
財団法人滋賀県

文化振興事業団 
警察、消防、自衛隊 

 

 

⑧京都府 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 京都市消防活動総合センター 京都市南区 京都市 主に消防 

2 山城総合運動公園 宇治市 
（財）京都府公園

公社 
消防、自衛隊 

 

 

⑨大阪府 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 大阪府南部広域防災拠点 泉南市 
大阪府（平常時は

泉南市に委託） 
警察、消防、自衛隊 

2 大阪府中部広域防災拠点 八尾市 
大阪府（平常時は

八尾市に委託） 
警察、消防、自衛隊 

3 日本万博博覧会記念公園 吹田市 
万国博覧会記念

機構 
警察、消防、自衛隊 

4 服部緑地 豊中市 
大阪府（管理は公

園協会） 
警察、消防、自衛隊 

5 寝屋川公園 寝屋川市 
大阪府（管理は公

園協会） 
警察、消防、自衛隊 

6 久宝寺緑地 八尾市 
大阪府（管理は公

園協会） 
警察、消防、自衛隊 

7 大泉緑地 堺市 
大阪府（管理は公

園協会） 
警察、消防、自衛隊 
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⑩兵庫県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 三木総合防災公園 三木市 県 警察、消防、自衛隊 
2 西播磨広域防災拠点 上郡町 県、兵庫県企業庁 警察、消防、自衛隊 
3 王子公園 神戸市灘区 市 警察、消防、自衛隊 
4 農業公園 神戸市西区 市 警察、消防、自衛隊 
5 しあわせの村 神戸市北区 市 警察、消防、自衛隊 
6 神戸総合運動公園 神戸市須磨区 市 警察、消防、自衛隊 
7 神戸複合産業団地 神戸市西区 市 警察、消防、自衛隊 
8 北神戸田園スポーツ公園 神戸市北区 市 警察、消防、自衛隊 
9 垂水健康公園 神戸市垂水区 市 警察、消防、自衛隊 
10 高塚公園 神戸市西区 市 警察、自衛隊 
11 神戸青少年公園 神戸市北区 市 警察、消防、自衛隊 
12 神戸空港 神戸市中央区 市 警察、消防、自衛隊 
13 なぎさ公園（東部臨海部緑地） 神戸市中央区 市 警察、消防、自衛隊 
14 尼崎市役所 尼崎市 市 警察、消防、自衛隊 
15 橘公園 尼崎市 市 警察、消防、自衛隊 
16 記念公園 尼崎市 市 警察、消防、自衛隊 

17 西宮中央運動公園 西宮市 
西宮市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

18 
甲子園浜海浜公園（港湾緑地ふと

う用地） 
西宮市 県、市 警察、消防、自衛隊 

19 川西運動場 芦屋市 市 主に消防 
20 芦屋中央公園 芦屋市 市 消防、自衛隊 

21 宝殿ゲート南離発着場 芦屋市 
芦有開発㈱ 
取締役社長 

警察、消防、自衛隊 

22 中央公園野球場 芦屋市 市 警察、消防、自衛隊 
23 芦屋市総合公園 芦屋市 市 警察、消防、自衛隊 
24 明石公園 明石市 県 警察、消防、自衛隊 
25 石ヶ谷公園 明石市 市 警察、消防、自衛隊 
26 八木遺跡公園 明石市 市 警察、消防 
27 金ヶ崎公園 明石市 市 主に警察 
28 大蔵海岸公園 明石市 市 主に警察 
29 望海浜公園 明石市 市 警察、消防 
30 上ヶ池公園 明石市 市 警察、消防 
31 明石海浜公園 明石市 市 警察、消防、自衛隊 
32 日岡山公園 加古川市 市 警察、消防 
33 総合運動公園 高砂市 市 警察、消防、自衛隊 
34 市ノ池公園 高砂市 市 警察、消防、自衛隊 
35 米田多目的広場 高砂市 市 警察、消防、自衛隊 
36 天川東公園 高砂市 市 警察、消防 
37 野添であい公園 播磨町 町 警察、消防 
38 手柄山中央公園 姫路市 市 警察、消防、自衛隊 
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39 市立家島運動広場 姫路市 市 警察、消防 

40 相生スポーツセンター 相生市 
相生市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

41 赤穂海浜公園 赤穂市 県 警察、消防、自衛隊 
42 御津運動場 たつの市 市 主に警察 
43 淡路ふれあい公園 南あわじ市 市 警察、消防 
44 南あわじ市企業団地 南あわじ市 市 主に自衛隊 
45 三原健康広場 南あわじ市 市 警察、消防、自衛隊 
46 南あわじ市西淡グランド 南あわじ市 市 警察、消防 
47 南あわじ市文化体育館 南あわじ市 市 警察、消防 
48 津名スポーツセンター 淡路市 市教育委員会 警察、消防 
49 津名中学校 淡路市 市教育委員会 主に自衛隊 
50 北淡震災記念公園駐車場 淡路市 市 警察、消防、自衛隊 
51 淡路島公園 淡路市 市 警察、消防、自衛隊 

52 国営明石海峡公園 淡路地区 淡路市 
国土交通省近畿

地方整備局 
警察、消防、自衛隊 

 

 

⑪奈良県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 奈良県営競輪場 奈良市 県 警察、消防、自衛隊 
2 第二浄化センター 広陵町 県 警察、消防、自衛隊 
3 消防学校 宇陀市 県 警察、消防、自衛隊 
4 吉野川浄化センター 五條市 県 警察、消防、自衛隊 

5 
鴻ノ池運動公園 
 内 投てき練習場 

奈良市 市 警察、消防 

6 大和高田市総合運動公園 大和高田市 市 警察、消防 

7 九条グラウンド 大和郡山市 
大和郡山市文化

体育振興公社 
警察、消防 

8 上野都市公園グランド 五條市 市 警察、消防 
9 生駒山麓公園 生駒市 市 警察、消防 

10 香芝市総合体育館 香芝市 
香芝市教育委員

会 
警察、消防 

11 近鉄五位堂駅前北駐車場 香芝市 
香芝市土地開発

公社 
主に警察 

12 平群町総合スポーツセンター 平群町 町 主に警察 
13 法隆寺観光自動車駐車場 斑鳩町 町 主に警察 
14 天満スポーツグラウンド 斑鳩町 町 警察、消防 
15 斑鳩健民運動場 斑鳩町 町 主に警察 
16 唐院運動公園 川西町 町 警察、消防 

17 心の森総合福祉ゾーン内芝生広場 宇陀市 
大宇陀町土地開

発公社 
主に警察 

18 
宇陀市菟田野農村環境改善センタ

ー駐車場 
宇陀市 市 警察、消防 



 47

19 菟田野健民グランド 宇陀市 市 警察、消防 

20 
榛原総合運動場 
榛原総合体育館 

宇陀市 市 警察、消防 

21 曽爾村土地開発公社用地 曽爾村 
曽爾村土地開発

公社 
警察、消防 

22 上牧町健民運動場 上牧町 町 警察、消防 
23 王寺健民運動場 王寺町 町 主に警察 
24 多目的駐車場 広陵町 町 警察、消防 
25 多目的広場 広陵町 町 警察、消防 
26 河合町総合スポーツ公園 河合町 町 警察、消防 
27 黒滝ふれあい運動場 黒滝村 村 警察、消防 
28 （仮称）多目的広場 五條市 市 警察、消防 
29 きすみ広場 五條市 市 主に警察 
30 天川村役場及び健民グランド 天川村 村 警察、消防 
31 野迫川健民運動場 野迫川村 村 警察、消防 
32 野迫川中学校 野迫川村 村 主に警察 
33 上野地河川広場 十津川村 村 警察、消防 
34 昴の郷 十津川村 村 警察、消防 
35 川上健民グラウンド 川上村 村 警察、消防 
36 ビオトープ広場 川上村 村 警察、消防 
37 東吉野村運動公園グランド 東吉野村 村 主に警察 
38 高見小学校グランド 東吉野村 村 警察、消防 
39 東吉野中学校グランド 東吉野村 村 警察、消防 

40 小川郷木材林産協同組合貯木場 東吉野村 
小川郷木材林産

協同組合 
主に警察 

 

 

⑫和歌山県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 ノーリツ鋼機（株） 和歌山市 
ノ ー リ ツ 鋼 機

（株） 
主に消防 

2 わかやま農業協同組合 和歌山市 
わかやま農業協

同組合 
主に消防 

3 コスモパーク加太 和歌山市 和歌山市長 主に自衛隊 

4 和歌山県警察学校 和歌山市 
和歌山県警察学

校長 
主に警察 

5 北野上小学校七山分校 海南市 学校長 主に警察 
6 北赤坂いきいき広場 海南市 市長 警察、消防 
7 有田市民球場 有田市 市 警察、消防 
8 憩いの広場 有田市 市 警察、消防 
9 ふるさとの川総合公園 有田市 市 警察、消防、自衛隊 
10 たちうお公園 有田市 市 警察、消防 
11 東燃竹田グラウンド 有田市 東燃ゼネラル 警察、消防 
12 県立新宮高等学校 新宮市 学校長 主に自衛隊 
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13 御坊総合運動公園 御坊市 
（財）御坊市ふれ

あいセンター 
警察、消防、自衛隊 

14 南紀スポーツセンター 田辺市 県 警察、消防、自衛隊 
15 田辺グリーン球場 田辺市 市 警察、消防、自衛隊 
16 田辺神島台運動場 田辺市 市 警察、消防、自衛隊 
17 近大附属新宮中高等学校 新宮市 学校長 主に消防 
18 志賀野小学校（グラウンド） 紀美野町 教育委員会 警察、消防 

19 
野上小学校柴目長谷分校（グラウン

ド） 
紀美野町 教育委員会 警察、消防 

20 小川小学校（グラウンド） 紀美野町 教育委員会 警察、消防 
21 野上小学校（グラウンド） 紀美野町 教育委員会 警察、消防 
22 野上中学校（グラウンド） 紀美野町 教育委員会 警察、消防 
23 紀美野町総合運動場（若者広場） 紀美野町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
24 福井町民運動場 紀美野町 教育委員会 主に警察 
25 志賀野町民運動場（No.18と併設）紀美野町 教育委員会 主に警察 
26 紀美野町のかみふれあい公園 紀美野町 町長 警察、消防 

27 五色台運動公園（野球場） 紀美野町 
五色台広域施設

組合 
警察、消防 

28 毛原小学校グランド 紀美野町 学校長 主に警察 
29 大成高校美里分校 紀美野町 学校長 警察、消防 
30 上神野公園広場 紀美野町 区長 警察、消防 
31 農村総合センターグランド 紀美野町 町長 警察、消防、自衛隊 
32 文化ｾﾝﾀｰ駐車場 紀美野町 町長 警察、消防、自衛隊 
33 真国若者広場 紀美野町 町長 警察、消防 
34 粉河運動場 紀の川市 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
35 紀の川市那賀若もの広場 紀の川市 教育委員会 警察、消防 
36 桃山桃源郷運動公園 紀の川市 市 警察、消防、自衛隊 

37 
那賀スポーツレクリエーションセ

ンター 
紀の川市 

那賀衛星環境整

備組合 
警察、消防 

38 紀の川市貴志川スポーツ公園 紀の川市 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
39 大宮緑地総合運動公園 岩出市 市 警察、消防、自衛隊 
40 若もの広場 岩出市 市 警察、消防、自衛隊 
41 笠田中学校 かつらぎ町 かつらぎ町長 警察、消防、自衛隊 
42 河南公園 かつらぎ町 かつらぎ町長 警察、消防 
43 かつらぎ公園駐車場 かつらぎ町 かつらぎ町長 主に警察 
44 かつらぎグリーン公園 かつらぎ町 かつらぎ町長 主に警察 
45 佐野若者広場 かつらぎ町 かつらぎ町長 警察、消防 
46 野外ステージ かつらぎ町 かつらぎ町長 主に警察 
47 ふれあい会館 かつらぎ町 かつらぎ町長 警察、消防 
48 紀ノ川高等学校 かつらぎ町 県知事 警察、消防 
49 紀北青少年の家 かつらぎ町 県知事 警察、消防 
50 安田島公園 九度山町 町 警察、消防 

51 
町立湯浅小学校 
グラウンド 

湯浅町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
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52 
町立山田小学校 
グラウンド 

湯浅町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 

53 
町立田栖川小学校 
グラウンド 

湯浅町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 

54 
町立田栖川小学校 
吉川分校グラウンド 

湯浅町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 

55 
町立田村小学校 
グラウンド 

湯浅町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 

56 
町立湯浅中学校 
グラウンド 

湯浅町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 

57 東グラウンド 有田川町 町 警察、消防 
58 第２若者広場 美浜町 町 警察、消防、自衛隊 
59 松洋中学校運動場 美浜町 町 警察、消防 
60 日高町若もの広場 日高町 町長 警察、消防 
61 船津野球場 日高川町 教育委員会 警察、消防 
62 総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 日高川町 教育委員会 警察、消防 
63 印南中学校 印南町 学校長 警察、消防 
64 切目中学校 印南町 学校長 警察、消防 
65 若もの広場 印南町 教育委員会 警察、消防 
66 古井運動場 印南町 教育委員会 主に自衛隊 
67 清流中学校 印南町 学校長 警察、消防 
68 かえるの里 印南町 町長 主に自衛隊 
69 稲原小学校 印南町 学校長 警察、消防 
70 切目川中学校跡地 印南町 教育委員会 警察、消防 
71 島田運動場 印南町 教育委員会 警察、消防 
72 ミナベ化工（株）工場敷地 みなべ町 ミナベ化工（株） 警察、消防 

73 共和球場 みなべ町 
みなべ町教育委

員会 
警察、消防 

74 西本庄グランド みなべ町 
みなべ町教育委

員会 
警察、消防 

75 東本庄運動広場 みなべ町 
みなべ町教育委

員会 
警察、消防 

76 清川球場 みなべ町 
みなべ町教育委

員会 
警察、消防 

77 旧南紀白浜空港跡地 白浜町 県 警察、消防、自衛隊 
78 若もの広場 白浜町 町 警察、消防 
79 中辺路町総合グラウンド 田辺市 市 警察、消防、自衛隊 
80 大塔中学校（グラウンド含む） 田辺市 市 警察、消防 
81 鮎川小学校（グラウンド含む） 田辺市 市 主に警察 
82 鮎川わかもの広場 田辺市 市 警察、消防 
83 富里林業広場 田辺市 市 警察、消防 
84 三川わかもの広場 田辺市 市 警察、消防 
85 上富田スポーツセンター 上富田町 町 警察、消防、自衛隊 
86 上富田町役場駐車場 上富田町 町 警察、消防 



 50

87 白浜町総合運動場 白浜町 町 主に自衛隊 
88 日置川テニスコート駐車場 白浜町 町 主に警察 
89 江住小学校グラウンド すさみ町 町 警察、消防 
90 江住中学校グラウンド すさみ町 町 警察、消防 
91 佐本小学校グラウンド すさみ町 町 主に警察 
92 佐本中学校グラウンド すさみ町 町 警察、消防 
93 上ミ山スポーツ広場 すさみ町 町 警察、消防、自衛隊 
94 串本町有地 串本町 串本町役場 警察、消防 
95 望楼の芝 串本町 潮岬財産区 警察、消防、自衛隊 

96 上野山グラウンド 串本町 
串本町土地開発

公社 
警察、消防 

97 明神中学校グランド 古座川町 校長 主に警察 
98 若者広場 古座川町 町長 警察、消防、自衛隊 
99 蔵土多目的広場 古座川町 町長 警察、消防、自衛隊 
100 熊野川ドームさつき 新宮市 市 警察、消防、自衛隊 
101 熊野川海洋センター 新宮市 市 警察、消防 
102 小口自然の家 新宮市 市 警察、消防 
103 赤木運動場 新宮市 教育委員会 警察、消防 
104 若者広場 新宮市 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
105 熊野川小学校グラウンド 新宮市 教育委員会 警察、消防 
106 旧九重小学校グラウンド 新宮市 市 警察、消防 
107 旧敷屋小学校グランド 新宮市 市 警察、消防 
108 北山中学校 北山村 村 警察、消防 

109 
おくとろ公園内 
村民グラウンド 

北山村 村 警察、消防、自衛隊 

110 おくとろ公園内広場 北山村 村 警察、消防、自衛隊 
111 なないろの里 北山村 村 警察、消防、自衛隊 
 

 

⑬岡山県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 岡山県警察学校 岡山市 警察本部長 主に警察 
2 岡山県警察機動隊 岡山市 警察本部長 主に警察 
3 岡山東警察署 岡山市 岡山東警察署長 主に警察 
4 岡山西警察署 岡山市 岡山西警察署長 主に警察 
5 岡山南警察署 岡山市 岡山南警察署長 主に警察 
6 岡山県運転免許センター 岡山市 警察本部長 主に警察 
7 倉敷警察署 倉敷市 倉敷警察署長 主に警察 
8 深山公園 玉野市 玉野市長 警察、消防、自衛隊 
9 組合立小北中学校 笠岡市 笠岡市長 警察、消防 
10 深砂運動公園 早島町 早島町長 警察、消防 
11 備南台公園 早島町 早島町長 主に警察 
12 早島小学校 早島町 早島町長 警察、消防 
13 南運動広場 早島町 早島町長 警察、消防 
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14 吉永海洋センター総合グラウンド 備前市 備前市長 主に警察 

15 
岡山市瀬戸町総合運動公園多目的

グランド 
岡山市 

岡山市教育委員

会 
主に警察 

 

 

⑭広島県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 グリーンヒル郷原 呉市 市 警察、消防、自衛隊 
2 呉市総合スポーツセンター 呉市 市 警察、消防、自衛隊 
3 三原運動公園 三原市 市 警察、消防、自衛隊 
4 びんご運動公園 尾道市 市 主に警察 
5 福山平成大学グラウンド 福山市 学校法人福山大学 警察、消防、自衛隊 
6 芦田川緑地 福山市 市 警察、消防、自衛隊 
 

 

⑮山口県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 海浜スクエア総合グランド 周防大島町 商工観光課 警察、消防、自衛隊 
2 久賀グランド 周防大島町 久賀教育支所 警察、消防、自衛隊 
3 大島グランド 周防大島町 大島教育支所 警察、消防、自衛隊 
4 大島中学校グランド 周防大島町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
5 東和グランド 周防大島町 東和教育支所 警察、消防、自衛隊 
6 安下庄中学校 周防大島町 教育委員会 警察、消防、自衛隊 
 

 

⑯徳島県 

No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 徳島中央公園 徳島市 
徳島市 
公園緑地課 

消防、自衛隊 

2 マリンピア沖洲 徳島市 
県徳島小松島港 
開発事務所 

消防、自衛隊 

3 
吉野川 
河川敷緑地 

徳島市 
徳島市 
公園緑地課 

消防、自衛隊 

4 蔵本公園 徳島市 
県徳島 
土木事務所 

消防、自衛隊 

5 田宮運動公園 徳島市 
徳島市 
体育振興公社 

主に自衛隊 

6 徳島市球技場 徳島市 
徳島市 
体育振興公社 

消防、自衛隊 

7 
鮎喰川 
河川敷緑地 

徳島市 
徳島市 
公園緑地課 

警察、消防、自衛隊 

8 
眉山 
カントリークラブ 

徳島市 取締役社長 主に警察 
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9 
サンピア 
ゴルフクラブ 

徳島市 専務取締役 主に警察 

10 
徳島 
カントリー倶楽部 

徳島市 代表取締役 主に警察 

11 鳴門競艇場 鳴門市 鳴門市競艇部 警察、消防、自衛隊 

12 
なるとソフトノ 
ミックスパーク 

鳴門市 鳴門市経済部 警察、消防、自衛隊 

13 
鳴門 
テクノスクール 

鳴門市 
県鳴門テクノス

クール 
消防、自衛隊 

14 
鳴門ウチノ海 
総合公園 

鳴門市 
県鳴門土木事務

所 
警察、消防、自衛隊 

15 鳴門教育大学 鳴門市 鳴門教育大学 消防、自衛隊 

16 
小松島市 
総合グラウンド 

小松島市 
小松島市 
教育委員会 

主に消防 

17 小松島西高校 小松島市 県教育委員会 警察、消防 

18 小松島中学校 小松島市 
小松島市教育委

員会体育保健課 
警察、消防、自衛隊 

19 
勝浦川運動場 
(田浦) 

小松島市 
小松島市教育委

員会体育保健課 
主に警察 

20 
勝浦川運動場 
(前原) 

小松島市 
小松島市教育委

員会体育保健課 
主に警察 

21 
Ｊパワー＆よんでん 
Ｗａンダーランド 

阿南市 

電源開発㈱橘湾

火力発電所 
四国電力㈱橘湾

発電所 

警察、消防、自衛隊 

22 阿南市消防本部 阿南市 阿南市 主に消防 

23 
阿南中学校 
グラウンド 

阿南市 
阿南市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

24 
阿南第一中学校 
グラウンド 

阿南市 
阿南市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

25 
阿南第二中学校 
グラウンド 

阿南市 
阿南市教育委員

会 
消防、自衛隊 

26 那賀川中学校 阿南市 
阿南市 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

27 阿南市羽ノ浦グラウンド 阿南市 
阿南市文化体育

振興協会 
消防、自衛隊 

28 阿南市情報文化センター駐車場 阿南市 
阿南市 
情報文化センタ

ー 
消防、自衛隊 

29 
キョーエイ 
羽ノ浦店駐車場 

阿南市 
キョーエイ 
羽ノ浦店 

主に消防 

30 
パル 
羽ノ浦店駐車場 

阿南市 パル羽ノ浦店 主に消防 

31 勝浦町役場 勝浦町 勝浦町総務課 主に自衛隊 
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32 星谷運動公園 勝浦町 
勝浦町教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

33 勝浦中学校 勝浦町 
勝浦町教育委員

会 
消防、自衛隊 

34 横瀬小学校 勝浦町 
勝浦町教育委員

会 
消防、自衛隊 

35 生比奈小学校 勝浦町 
勝浦町教育委員

会 
消防、自衛隊 

36 
ふれあいの里 
さかもと 

勝浦町 
勝浦町産業振興

課 
主に自衛隊 

37 勝浦高校 勝浦町 県教育委員会 消防、自衛隊 

38 
上勝町営 
運動公園 

上勝町 
上勝町教育委員

会 
消防、自衛隊 

39 上勝小学校 上勝町 
上勝町教育委員

会 
消防、自衛隊 

40 上勝彩公園 上勝町 上勝町総務課 消防、自衛隊 

41 上勝中学校 上勝町 
上勝町教育委員

会 
消防、自衛隊 

42 旭農村公園 上勝町 上勝町総務課 消防、自衛隊 

43 
月ヶ谷温泉村 
キャンプ場 

上勝町 上勝町産業課 消防、自衛隊 

44 
佐那河内村 
中央運動公園 

佐那河内村 
佐那河内村 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

45 
佐那河内 
中学校 

佐那河内村 
佐那河内村 
教育委員会 

消防、自衛隊 

46 
佐那河内 
小学校 

佐那河内村 
佐那河内村 
教育委員会 

消防、自衛隊 

47 飯尾川公園 石井町 石井町建設課 警察、消防、自衛隊 

48 
神山町民 
総合運動場 

神山町 町 消防、自衛隊 

49 鷲敷グランド 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

50 相生グランド 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

51 相生小学校 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

52 上那賀グランド 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

53 
那賀高校 
平谷分校跡地 

那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

54 広瀬運動場 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

主に自衛隊 

55 木沢小学校 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

56 木沢風車広場 那賀町 町 消防、自衛隊 
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57 木頭中学校 那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

58 
木頭北川 
グランド 

那賀町 
那賀町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

59 美波町日和佐町民グラウンド 美波町 美波町公民館 警察、消防、自衛隊 

60 日和佐城 美波町 
美波町 
企画観光課 

消防、自衛隊 

61 美波町立日和佐総合体育館 美波町 美波町公民館 消防、自衛隊 

62 
特養「ねんりん」 
裏駐車場 

美波町 
社会福祉法人 
由岐福祉会 

主に自衛隊 

63 美波町由岐Ｂ＆Ｇ海洋センター 美波町 
美波町 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

64 
美波町「阿部場外」 
ヘリ臨時離着陸場 

美波町 
財)徳島県 
観光協会 

主に自衛隊 

65 牟岐中学校 牟岐町 牟岐中学校 警察、消防、自衛隊 

66 
内妻公園 
グランド 

牟岐町 
牟岐町 
教育委員会 

消防、自衛隊 

67 ピクニック公園 海陽町 県観光戦略局 警察、消防、自衛隊 
68 蛇王運動公園 海陽町 町 警察、消防、自衛隊 
69 海部高校第２グラウンド 海陽町 県教育委員会 消防、自衛隊 
70 海陽町松原町民グラウンド 海陽町 町 消防、自衛隊 
71 川上農村広場 海陽町 町 警察、消防、自衛隊 
72 漁火の森公園 海陽町 ㈱漁火 警察、消防、自衛隊 
73 徳島県立県民運動場横駐車場 海陽町 町 主に自衛隊 
74 徳島飛行場 松茂町 防衛省 警察、消防、自衛隊 
75 北島中央公園 北島町 町 消防、自衛隊 

76 
板野東部 
消防組合 

北島町 
板野東部消防組

合 
消防、自衛隊 

77 
藍住町 
河川敷運動公園 

藍住町 
藍住町 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

78 藍住中学校 藍住町 
藍住町 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

79 板野町田園パーク 板野町 
板野町 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

80 ソフトパークいたの 区画１ 板野町 町 警察、消防、自衛隊 
81 ソフトパークいたの 区画３ 板野町 町 消防、自衛隊 
82 ソフトパークいたの 区画４ 板野町 町 消防、自衛隊 
83 上板町ファミリースポーツ公園 上板町 上板町教育長 警察、消防、自衛隊 

84 吉野川市鴨島運動場 吉野川市 
吉野川市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 

85 市場公園 阿波市 市 消防、自衛隊 

86 
美馬市 
多目的体育館 

美馬市 
美馬市 
教育委員会 

消防、自衛隊 
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87 穴吹中学校 美馬市 
美馬市 
教育委員会 

消防、自衛隊 

88 木屋平中学校 美馬市 
美馬市 
教育委員会 

消防、自衛隊 

89 四国三郎の郷 美馬市 県観光戦略局 警察、消防、自衛隊 

90 美馬中学校 美馬市 
美馬市 
教育委員会 

警察、消防、自衛隊 

91 三好市三野農村ふれあい広場 三好市 三好市産業課 消防、自衛隊 
92 河内谷ふれあい公園 三好市 三好市建設課 警察、消防、自衛隊 

93 小川谷運動公園 東みよし町 
東みよし町教育

委員会 
消防、自衛隊 

94 
吉野川 
ハイウエイオアシス 

東みよし町 
吉野川オアシス

㈱ 
消防、自衛隊 

95 
三好市山城 
総合グラウンド 

三好市 
三好市 
教育委員会 

消防、自衛隊 

96 
辻小学校 
グラウンド 

三好市 
三好市教育委員

会 
消防、自衛隊 

97 
西井川小学校 
グラウンド 

三好市 
三好市教育委員

会 
消防、自衛隊 

98 
井内小学校 
グラウンド 

三好市 
三好市教育委員

会 
消防、自衛隊 

99 
井川中学校 
グラウンド 

三好市 
三好市教育委員

会 
消防、自衛隊 

100 
三加茂 
河川運動公園 

東みよし町 町 警察、消防、自衛隊 

101 東祖谷中学校 三好市 
三好市 
教育委員会 

消防、自衛隊 

102 西祖谷中学校 三好市 
三好市 
教育委員会 

消防、自衛隊 

103 三好市西祖谷運動公園 三好市 
三好市 
教育委員会 

主に自衛隊 

 

 

⑰香川県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 高松市東部運動公園 高松市 市 警察、消防、自衛隊 
2 高松市西部運動センター 高松市 市 警察、消防、自衛隊 
3 高松市南部運動場 高松市 市 警察、消防 

4 サンメッセ香川 高松市 
穴吹エンタープ

ライズ（株） 
警察、消防、自衛隊 

5 県総合運動公園 高松市 県教育委員会 警察、消防、自衛隊 
6 県消防学校 高松市 県 警察、消防 
7 香東川公園成合運動場 高松市 県 警察、消防、自衛隊 

8 県立屋島陸上競技場 高松市 県教育委員会 警察、消防、自衛隊 
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9 東部下水処理場 高松市 市 警察、消防、自衛隊 

10 県立香川中央高等学校 高松市 県教育委員会 警察、消防、自衛隊 

11 ほたると文化の里 高松市 市 警察、消防、自衛隊 

12 県立高松北中学校・高松北高等学校高松市 県教育委員会 警察、消防、自衛隊 

13 牟礼中学校 高松市 
高松市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

14 牟礼公民館 高松市 
高松市教育委員

会 
警察、消防 

15 牟礼小学校 高松市 
高松市教育委員

会 
警察、消防 

16 牟礼北小学校 高松市 
高松市教育委員

会 
警察、消防 

17 牟礼南小学校 高松市 
高松市教育委員

会 
警察、消防 

18 牟礼中央公園運動センター 高松市 
高松市教育委員

会 
主に警察 

19 御山公園プレイセンター 高松市 
高松市教育委員

会 
主に警察 

20 庵治運動場 高松市 
高松市教育委員

会 
警察、消防 

21 丸亀市総合運動公園陸上競技場 丸亀市 
（財）丸亀市体育

協会 
警察、消防、自衛隊 

22 土器川公園 丸亀市 
（財）丸亀市体育

協会 
警察、消防、自衛隊 

23 飯山町総合運動公園 丸亀市 
飯山運動公園体

育館 
警察、消防、自衛隊 

24 番の州県所有地 坂出市 県 主に消防 
25 林田港Ａ 坂出市 坂出市港湾課 主に消防 
26 林田港Ｂ 坂出市 坂出市港湾課 主に消防 
27 林田港Ｃ 坂出市 坂出市港湾課 主に消防 

28 瀬戸大橋記念公園 坂出市 
瀬戸大橋記念公

園管理協会 
警察、消防、自衛隊 

29 坂出緩衝緑地 坂出市 
五 栄 海 陸 興 業

（株） 
警察、消防 

30 番の州球場 坂出市 坂出市体育課 警察、消防 
31 林田運動公園 坂出市 坂出市体育課 警察、消防 

32 朝比奈運動公園 善通寺市 
善通寺市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 

33 鉢伏ふれあい公園 善通寺市 
善通寺市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 

34 観音寺市総合運動公園 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 
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35 中部中学校 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 

36 常磐小学校 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防 

37 大野原会館 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防 

38 大野原中学校 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 

39 豊浜総合体育館 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防 

40 豊浜中学校 観音寺市 
観音寺市教育委

員会 
警察、消防、自衛隊 

41 志度総合運動公園野球場 さぬき市 市 警察、消防 
42 長尾総合運動公園多目的広場 さぬき市 市 警察、消防 
43 みろく自然公園みろく球技場 さぬき市 市 警察、消防 
44 津田運動公園駐車場 さぬき市 市 警察、消防 
45 とらまる公園 東かがわ市 市 警察、消防、自衛隊 
46 引田スポーツ施設 東かがわ市 市 警察、消防、自衛隊 
47 白鳥中央公園 東かがわ市 市 警察、消防、自衛隊 
48 大内公民館 東かがわ市 市 主に警察 
49 中央公民館 東かがわ市 市 主に警察 
50 丹生公民館 東かがわ市 市 主に警察 
51 引田中学校 東かがわ市 市 警察、消防 
52 白鳥中学校 東かがわ市 市 警察、消防 
53 大川中学校 東かがわ市 市 警察、消防、自衛隊 
54 相生小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
55 引田小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
56 本町小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
57 白鳥小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
58 福栄小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
59 五名コミュニティセンター 東かがわ市 市 主に警察 
60 三本松小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
61 誉水小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
62 丹生小学校 東かがわ市 市 警察、消防 
63 大内野球場 東かがわ市 市 警察、消防 

64 上高瀬小学校 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

65 高瀬町総合運動公園 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

66 高瀬中学校 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

67 勝間小学校 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

68 高瀬町農村環境改善センター 三豊市 市 警察 
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69 高瀬町民体育館 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察 

70 比地小学校 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

71 二ノ宮小学校 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

72 麻小学校 三豊市 
三豊市教育委員

会 
警察、消防 

73 フレトピア広場 土庄町 町 警察、消防 
74 土庄町総合会館 土庄町 町 警察、消防 
75 高見山グランド 土庄町 町 警察、消防 
76 土庄中学校 土庄町 町 警察、消防、自衛隊 
77 豊島小学校 土庄町 町 警察、消防 
78 旧大部小学校 土庄町 町 警察、消防 
79 小豆島町立小豆島こどもセンター 小豆島町 小豆島町長 警察、自衛隊 
80 小豆島町立池田小学校 小豆島町 小豆島町長 警察、消防、自衛隊 
81 小豆島町立池田中学校 小豆島町 小豆島町長 警察、消防、自衛隊 
82 小豆島町立草壁幼稚園 小豆島町 小豆島町長 主に警察 
83 小豆島町立安田幼稚園 小豆島町 小豆島町長 主に警察 
84 坂手公民館分館 小豆島町 小豆島町長 主に警察 
85 小豆島町立旭幼稚園 小豆島町 小豆島町長 主に警察 
86 小豆島町立安田小学校 小豆島町 小豆島町長 警察、消防、自衛隊 
87 小豆島町立苗羽小学校 小豆島町 小豆島町長 警察、消防、自衛隊 
88 小豆島町立福田小学校 小豆島町 小豆島町長 警察、消防、自衛隊 
89 県立小豆島高等学校 小豆島町 県教育委員会 警察、消防、自衛隊 

90 
小豆島町オートキャンプ場  小豆
島オートビレッジ YOSHIDA 

小豆島町 小豆島町長 警察、消防、自衛隊 

91 県立三木高等学校 三木町 県教育委員会 警察、消防、自衛隊 
92 宇多津小学校 宇多津町 町 警察、消防 
93 宇多津北小学校 宇多津町 町 警察、消防 
94 宇多津中学校 宇多津町 町 警察、消防 
95 中央公園 宇多津町 町 警察、消防 

96 綾川町総合運動公園 綾川町 
綾川町教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

97 綾川町ふれあい運動公園 綾川町 
綾川町教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

98 いこいの郷公園 琴平町 
こんぴらスポー

ツ財団 
警察、消防、自衛隊 

99 国営讃岐まんのう公園 まんのう町 
国土交通省四国

地方整備局 
警察、消防、自衛隊 

 

 

⑱愛媛県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
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1 松山市中央公園 松山市 市 警察、消防、自衛隊 
2 愛媛県総合運動公園 松山市 県 警察、消防、自衛隊 
3 今治市消防本部 今治市 市 主に消防 
4 今治市消防本部東署 今治市 市 主に消防 
5 大新田公園 今治市 市 警察、自衛隊 

6 
今治市営朝倉緑のふるさと公園運

動場 
今治市 市 主に警察 

7 
今治市営玉川総合公園運動場多目

的広場 
今治市 市 警察、消防 

8 波方公園 今治市 市 警察、消防、自衛隊 
9 藤山公園グランド 今治市 市 警察、消防 
10 緑の広場公園運動場 今治市 市 警察、消防 

11 
吉海開発総合センター（みどりと健

康のひろば） 
今治市 市 警察、消防 

12 
今治市宮窪石文化運動公園 （多目

的ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 
今治市 市 警察、消防、自衛隊 

13 上浦中学校 今治市 市 警察、消防、自衛隊 
14 緑の村運動公園 今治市 市 警察、消防 
15 丸山公園 宇和島市 市 警察、消防、自衛隊 
16 宮下ふれあい広場 宇和島市 市 警察、消防、自衛隊 
17 愛宕中学校グラウンド 八幡浜市 市 警察、消防 
18 山根公園 新居浜市 市 警察、消防、自衛隊 
19 新居浜公園 新居浜市 市 主に警察 
20 別子山市民グラウンド 新居浜市 市 主に警察 
21 西条東中学校 西条市 市 警察、消防 
22 西条北中学校 西条市 市 警察、消防 
23 西条高等学校 西条市 県 警察、消防、自衛隊 
24 総合文化会館 西条市 市 警察、消防 
25 西条南中学校 西条市 市 警察、消防 
26 西条農業高等学校 西条市 県 警察、消防、自衛隊 
27 西条市民公園 西条市 市 警察、消防 
28 西条西中学校 西条市 市 警察、消防 
29 西条西部公園 西条市 市 警察、消防、自衛隊 
30 東予東中学校 西条市 市 警察、消防 
31 東予高等学校 西条市 県 警察、消防、自衛隊 
32 東予西中学校 西条市 市 警察、消防 
33 河北中学校 西条市 市 警察、消防 
34 丹原高等学校 西条市 県 警察、消防 
35 丹原東中学校 西条市 市 警察、消防 
36 丹原総合公園 西条市 市 警察、消防、自衛隊 
37 丹原文化会館 西条市 市 警察、消防 
38 丹原西中学校 西条市 市 警察、消防 
39 小松中央公園 西条市 市 警察、消防 
40 小松中学校 西条市 市 警察、消防 



 60

41 小松高等学校 西条市 県 警察、消防、自衛隊 
42 やまじ風公園 四国中央市 市 警察、消防、自衛隊 
43 土居中学校 四国中央市 市 警察、消防 
44 長津小学校 四国中央市 市 警察、消防 
45 三島小学校 四国中央市 市 警察、消防 
46 三島南中学校 四国中央市 市 警察、消防 
47 妻鳥小学校 四国中央市 市 警察、消防 
48 川之江南中学校 四国中央市 市 警察、消防 
49 新宮中学校 四国中央市 市 警察、消防 
50 南山崎小学校グラウンド 伊予市 市 警察、消防 
51 北山崎小学校グラウンド 伊予市 市 警察、消防 
52 港南中学校グラウンド 伊予市 市 警察、消防 
53 伊予小学校グラウンド 伊予市 市 警察、消防 
54 伊予中学校グラウンド 伊予市 市 警察、消防 

55 
西予市宇和運動公園 
陸上競技場 

西予市 市 警察、消防 

56 
西予市あけはまシ－サイド・サンパ

－ク 
西予市 市 警察、消防、自衛隊 

57 西予市野村地区公園 西予市 市 警察、消防、自衛隊 
58 西予市営野村球場 西予市 市 警察、消防、自衛隊 
59 西予市城川総合運動公園 西予市 市 警察、消防 
60 北吉井小学校 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
61 南吉井小学校 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
62 拝志小学校 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
63 上林小学校 東温市 市 警察、消防 
64 重信中学校 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
65 農林業者トレーニングセンター 東温市 市 警察、消防 
66 中央公民館 東温市 市 警察、消防 
67 農村環境改善センター 東温市 市 警察、消防 
68 市役所 東温市 市 警察、消防 
69 総合公園 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
70 ツインドーム重信 東温市 市 警察、消防 
71 川上小学校 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
72 西谷小学校 東温市 市 警察、消防 
73 東谷小学校 東温市 市 警察、消防 
74 川内中学校 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
75 川内体育センター 東温市 市 警察、消防 
76 川内健康センター 東温市 市 主に警察 
77 川内公民館 東温市 市 警察、消防 
78 滑川生活改善センター 東温市 市 主に警察 
79 川内支所 東温市 市 警察、消防 
80 旧重信町役場跡 東温市 市 警察、消防 
81 川内運動場 東温市 市 警察、消防 
82 重信川緑地公園グランド 東温市 市 警察、消防、自衛隊 
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83 鯨池公園 上島町 町 主に警察 
84 上弓削運動広場 上島町 町 警察、消防 
85 緑ヶ丘児童公園 上島町 町 主に警察 
86 弓削小学校 上島町 町 警察、消防、自衛隊 
87 弓削高等学校 上島町 県 警察、消防、自衛隊 
88 弓削大橋記念公園 上島町 町 警察、消防 
89 ゆげロッジ 上島町 町 警察、消防 
90 中崎公園 上島町 町 警察、消防 
91 旧佐島小学校 上島町 町 警察、消防 
92 豊島コミュニティセンター 上島町 町 警察、消防 
93 生名八幡神社 上島町 神社 警察、消防 
94 岩城中学校 上島町 町 警察、消防 
95 岩城保健センター 上島町 町 警察、消防 
96 岩城北集会所 上島町 町 主に警察 
97 魚島小中学校 上島町 町 主に警察 
98 久万公園グランド 久万高原町 町 警察、消防、自衛隊 
99 笛ケ滝多目的グランド 久万高原町 町 警察、消防、自衛隊 
100 久万高原町ラグビ－場 久万高原町 町 警察、消防、自衛隊 
101 面河中学校 久万高原町 町 警察、消防 
102 美川中学校 久万高原町 町 警察、消防 
103 柳谷中学校 久万高原町 町 警察、消防 
104 田ノ浦町民広場 砥部町 町 警察、消防 
105 中山町民運動場 伊予市 市 警察、消防 

106 
ふたみ潮風ふれあい公園みどりの

広場 
伊予市 市 警察、消防、自衛隊 

107 大洲地区内子運動公園 内子町 町 警察、消防 
108 三崎小学校 伊方町 町 警察、消防 
109 三崎中学校 伊方町 町 警察、消防、自衛隊 
110 三崎高等学校 伊方町 町 警察、消防 
111 串小学校 伊方町 町 主に警察 
112 串中学校 伊方町 町 警察、消防 
113 二名津小学校 伊方町 町 警察、消防 
114 二名津中学校 伊方町 町 警察、消防 
115 吉田中学校 宇和島市 市 警察、消防 
116 吉田高校第２グランド 宇和島市 県 警察、消防 
117 吉田公園（野球場） 宇和島市 市 警察、消防 
118 喜佐方公園 宇和島市 市 警察、消防 
119 立間小学校 宇和島市 市 警察、消防 
120 三間町運動公園 宇和島市 市 警察、消防 
121 成妙小学校 宇和島市 市 警察、消防 
122 三間高等学校 宇和島市 県 警察、消防 
123 三間小学校 宇和島市 市 警察、消防 
124 三間中学校 宇和島市 市 警察、消防 
125 二名小学校 宇和島市 市 警察、消防 
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126 鬼北総合公園グラウンド 鬼北町 
宇和島地区広域

事務組合長 
警察、消防、自衛隊 

127 松丸スポーツ広場 松野町 町 警察、消防 
128 松野西小学校グランド 松野町 町 警察、消防 
129 松野町役場前 松野町 町 警察、消防 
130 松野中学校グランド 松野町 町 警察、消防、自衛隊 
131 松野町隣保館グランド 松野町 町 主に警察 
132 富岡公民館グランド 松野町 富岡区長 主に警察 
133 上家地集会所前 松野町 上家地区長 主に警察 
134 目黒基幹集落センター前 松野町 町 主に警察 
135 松野南小学校グランド 松野町 町 警察、消防 
136 吉野生公民館前 松野町 町 主に警察 
137 松野東小学校グランド 松野町 町 警察、消防 
138 蕨生集会所グランド 松野町 蕨生区長 主に警察 
139 松野町総合福祉団地 松野町 町 警察、消防、自衛隊 
140 清満小学校 宇和島市 市 警察、消防 
141 畑地小学校 宇和島市 市 警察、消防 

142 
第３号南予レクリエーション都市

公園多目的広場 
愛南町 県 警察、消防、自衛隊 

143 
第３号南予レクリエーション都市

公園野球場 
愛南町 県 警察、消防 

144 
第３号南予レクリエーション都市

公園球技場 
愛南町 県 警察、消防 

145 城辺小中学校グランド 愛南町 町 警察、消防、自衛隊 
146 深浦小グランド 愛南町 町 警察、消防 
147 緑小・緑公民館グランド 愛南町 町 警察、消防 
148 御荘中グランド 愛南町 町 警察、消防 
149 南宇和高グランド 愛南町 県 警察、消防 
150 南宇和高第２グランド 愛南町 県 警察、消防 
151 長月小グランド 愛南町 町 警察、消防 
152 菊川小グランド 愛南町 町 警察、消防 

153 
第７号南予レクリエーション都市

公園松軒山地区 
愛南町 県 警察、消防 

154 （一）船越平城線 深泥駐車場 愛南町 県 警察、消防 
155 一本松小中グランド 愛南町 町 警察、消防、自衛隊 
156 あけぼのグランド 愛南町 町 警察、消防、自衛隊 
157 西海中・保健センターグランド 愛南町 町 警察、消防、自衛隊 
 

 

⑲高知県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 
1 高知市総合運動場 高知市 市 警察、消防、自衛隊 
2 高知市東部総合運動場 高知市 市 警察、消防、自衛隊 
3 五台山公園 高知市 県 警察、消防 
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4 高知女子大学池キャンパス 高知市 県 警察、消防、自衛隊 
5 県立高知丸の内高等学校 高知市 県 警察、消防 
6 県立高知小津高等学校 高知市 県 警察、消防 
7 県立高知東高等学校 高知市 県 警察、消防、自衛隊 
8 県立高知西高等学校 高知市 県 警察、消防 
9 県立高知北高校 高知市 県 警察、消防 
10 高知市立高知商業高等学校 高知市 市 警察、消防、自衛隊 

11 
イオンＳＣ東側高知県土地開発公社

有地 
高知市 

高知県土地開発

公社 
警察、消防、自衛隊 

12 四国銀行総合グランド 高知市 四国銀行 警察、消防 
13 室戸広域公園 室戸市 県 警察、消防、自衛隊 
14 県立室戸高等学校 室戸市 県 警察、消防、自衛隊 
15 室戸中央公園 室戸市 市 警察、消防、自衛隊 
16 室戸小学校 室戸市 市 警察、消防 
17 室戸東中学校 室戸市 市 警察、消防 
18 室戸岬中学校 室戸市 市 警察、消防 
19 吉良川中学校 室戸市 市 警察、消防 
20 県立安芸桜ヶ丘高等学校 安芸市 県 警察、消防 
21 安芸市営球場 安芸市 市 警察、消防、自衛隊 
22 安芸市補助グランド 安芸市 市 警察、消防 

23 日本高度紙工業(株) 安芸工場 安芸市 
日本高度紙工業

（株） 
警察、消防 

24 安芸中学校 安芸市 市 警察、消防 
25 道の駅 南国風良里 南国市 ㈱道の駅南国 警察、消防 
26 県立高知農業高等学校 南国市 県 警察、消防 
27 県立高知東工業高等学校 南国市 県 警察、消防、自衛隊 
28 県立岡豊高等学校 南国市 県 警察、消防、自衛隊 
29 吾岡山文化の森多目的広場 南国市 市 警察、消防、自衛隊 
30 南国市立スポーツセンター 南国市 市 警察、消防、自衛隊 
31 南国市北部グランド 南国市 市 警察、消防 
32 県立高岡高等学校 土佐市 県 警察、消防、自衛隊 
33 土佐公園グランド 土佐市 市 警察、消防、自衛隊 

34 エム・セテック㈱高知工場 須崎市 
エム・セテック㈱

高知工場 
警察、消防 

35 県立須崎工業高等学校 須崎市 県 警察、消防 
36 道の駅 すくも 宿毛市 市 警察、消防 
37 県立宿毛工業高等学校 宿毛市 県 警察、消防 
38 土佐清水総合公園 土佐清水市 市 警察、消防、自衛隊 
39 土佐西南大規模公園 四万十地区 四万十市 県 警察、消防 
40 四万十市安並運動公園 四万十市 市 警察、消防、自衛隊 
41 県立幡多農業高等学校 四万十市 県 警察、消防、自衛隊 
42 県立中村高等学校 四万十市 県 警察、消防、自衛隊 
43 県立中村高等学校西土佐分校 四万十市 県 警察、消防 
44 西土佐地区運動場 四万十市 市 警察、消防、自衛隊 
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45 野市総合公園 香南市 県 警察、消防 
46 県立青少年センター 香南市 県 警察、消防、自衛隊 
47 県立城山高等学校 香南市 県 警察、消防 
48 野市総合体育館 香南市 市 主に警察 
49 香我美中学校第２体育館 香南市 市 警察、消防 
50 香我美中学校 香南市 市 警察、消防 
51 香我美小学校 香南市 市 警察、消防 
52 野市ふれあい広場 香南市 市 警察、消防、自衛隊 
53 鏡野公園 香美市 県 警察、消防、自衛隊 
54 甫喜ヶ峰森林公園 香美市 県 警察、消防、自衛隊 
55 高知工科大学 香美市 学校法人 警察、消防、自衛隊 
56 道の駅 美良布 香美市 市 警察、消防 
57 県立山田高等学校 香美市 県 警察、消防 
58 香美市農村広場 香美市 市 警察、消防 
59 香美市香北グラウンド 香美市 市 警察、消防 
60 大栃小学校 香美市 市 主に警察 
61 大栃中学校 香美市 市 主に警察 
62 県立大栃高等学校 香美市 県 警察、消防 
63 旧五王堂小学校 香美市 市 主に警察 
64 旧岡ノ内中学校 香美市 市 警察、消防 
65 県立中芸高等学校 田野町 県 警察、消防 
66 田野中学校 田野町 町 警察、消防 
67 中芸広域体育館 安田町 町 警察、消防、自衛隊 
68 芸西小学校 芸西村 村 主に警察 
69 芸西中学校 芸西村 村 警察、消防 
70 憩ヶ岡運動公園 芸西村 村 警察、消防 
71 県立嶺北高等学校 本山町 県 警察、消防 
72 吉野運動公園 本山町 町 警察、消防 
73 道の駅 大杉 大豊町 町 警察、消防 
74 大杉農村広場 大豊町 町 警察、消防 
75 道の駅 土佐さめうら 土佐町 町 警察、消防 
76 土佐町町民グランド 土佐町 町 警察、消防 
77 春野総合運動公園 春野町 県 警察、消防、自衛隊 
78 県立春野高等学校 春野町 県 警察、消防 
79 農業大学校 いの町 県 警察、消防 
80 高知青少年の家 いの町 県 警察、消防、自衛隊 
81 道の駅 木の香 いの町 町 警察、消防 
82 道の駅 ６３３美の里 いの町 町 警察、消防 
83 道の駅 土佐和紙工芸村 いの町 町 警察、消防 
84 県立伊野商業高等学校 いの町 県 警察、消防、自衛隊 
85 県立高知追手前高等学校吾北分校 いの町 県 警察、消防、自衛隊 
86 いの町立総合グランド いの町 町 警察、消防、自衛隊 
87 いの町立吾北運動場 いの町 町 警察、消防 
88 県立仁淀高等学校 仁淀川町 県 警察、消防 
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89 仁淀川町観光センター 仁淀川町 町 警察、消防 
90 県立須崎高等学校久礼分校 中土佐町 県 警察、消防 
91 久礼中学校 中土佐町 町 警察、消防 
92 久礼小学校 中土佐町 町 警察、消防 
93 上ノ加江小学校 中土佐町 町 警察、消防 
94 笹場小学校 中土佐町 町 警察、消防 
95 矢井賀小学校 中土佐町 町 警察、消防 
96 大野見小中学校 中土佐町 町 主に警察 
97 大野見北小学校 中土佐町 町 主に警察 
98 県立佐川高等学校 佐川町 県 警察、消防 

99 
スポーツパーク佐川球技場（サブグ

ラウンド） 
佐川町 町 警察、消防 

100 佐川町総合文化センター 佐川町 町 警察、消防 
101 越知中学校 越知町 町 警察、消防 
102 越知町民総合運動場 越知町 町 警察、消防 
103 宮の前公園 越知町 町 警察、消防、自衛隊 
104 道の駅 ゆすはら 梼原町 町 警察、消防 
105 県立梼原高等学校 梼原町 県 警察、消防 
106 檮原町健康増進センター 梼原町 町 警察、消防、自衛隊 
107 日高村総合運動公園 日高村 村 警察、消防、自衛隊 
108 道の駅 布施ヶ坂 津野町 町 警察、消防 
109 津野町葉山総合センター 津野町 町 警察、消防 
110 津野町東津野Ｂ＆Ｇ海洋センター 津野町 町 警察、消防 
111 農業大学校研修課 四万十町 県 警察、消防 
112 四万十町窪川運動公園 四万十町 町 警察、消防、自衛隊 
113 四万十緑林公園 四万十町 町 警察、消防 
114 道の駅 あぐり窪川 四万十町 （株）あぐり窪川 警察、消防 
115 道の駅 四万十大正 四万十町 県 警察、消防 
116 県立窪川高等学校 四万十町 県 警察、消防、自衛隊 
117 県立四万十高等学校 四万十町 県 警察、消防 
118 東又小学校 四万十町 町 警察、消防 
119 影野小学校 四万十町 町 警察、消防 
120 仁井田小学校 四万十町 町 警察、消防 
121 窪川小学校 四万十町 町 警察、消防 
122 米奥小学校 四万十町 町 警察、消防 
123 川口小学校 四万十町 町 警察、消防 
124 窪川中学校 四万十町 町 警察、消防、自衛隊 
125 ウェル花夢 四万十町 町 主に警察 
126 轟公園 四万十町 町 警察、消防 
127 こいのぼり公園 四万十町 町 警察、消防 
128 ふるさと交流センター 四万十町 町 主に警察 
129 三島キャンプ場 四万十町 町 主に警察 
130 道の駅 大月（ふれあいの里） 大月町 町 警察、消防、自衛隊 
131 県立宿毛高等学校大月分校 大月町 県 警察、消防 
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132 大月中学校（多目的グランド） 大月町 町 警察、消防、自衛隊 
133 大月町総合グランド 大月町 町 警察、消防、自衛隊 
134 土佐西南大規模公園 佐賀地区 黒潮町 県 警察、消防、自衛隊 
135 幡多青少年の家 黒潮町 県 警察、消防 
136 県立大方高等学校 黒潮町 県 警察、消防 
 

 

⑳大分県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 大分スポーツ公園（ビッグアイ） 大分市 
（財）大分スポパ

ーク２１ 
警察、消防、自衛隊 

2 総合運動公園 大分市 市 警察、消防、自衛隊 
3 自衛隊別府駐屯地 別府市 自衛隊 警察、自衛隊 
4 野口原総合グランド 別府市 市 警察、消防、自衛隊 
5 中津総合運動場 中津市 市 警察、消防、自衛隊 
6 総合運動公園 佐伯市 市 警察、消防、自衛隊 
7 弥生スポーツ公園緑の広場 佐伯市 市 警察、消防 
8 臼杵商業高校 臼杵市 県 警察、消防、自衛隊 
9 野津吉四六ランド 臼杵市 市 警察、消防、自衛隊 

10 
勤労青少年ホーム・豊後高田体育セ

ンター 
豊後高田市 市 警察、消防 

11 市営総合運動場 杵築市 市 警察、消防 
12 宇佐市総合運動場 宇佐市 市 警察、消防、自衛隊 
13 武蔵多目的広場 国東市 市 警察、消防、自衛隊 
14 日出高校跡地 日出町 町 警察、消防、自衛隊 
 

 

○21宮崎県 
No 拠点名称 所在地 管理者 使途 

1 生目の杜多目的グラウンド A 宮崎市 
宮崎市教育委員

会 
警察、消防、自衛隊 

2 生目の杜アイビースタジアム 宮崎市 
宮崎市教育委員

会 
警察、消防 

3 生目の杜第２野球場 宮崎市 
宮崎市教育委員

会 
警察、消防 

4 日向岬ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟｰｸ 日向市 日向市 警察、消防、自衛隊 
5 名貫多目的広場 都農町 都農町 警察、消防、自衛隊 

6 北川町総合運動公園 北川町 
北川町教育委員

会 
警察、消防 

7 三川内小学校運動場 延岡市 
北浦町教育委員

会 
主に警察 
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別表３－１ 広域物資拠点 
 

都府県名 拠点名称 位置 住所 面積 

長野県 茅野市運動公園総合体育館 A 茅野市玉川５００ 7,260㎡
岐阜競輪駐車場 B 岐阜市東栄町５丁目１６－１ 35,062㎡
岐阜県青少年活動センター C 土岐市泉町定林寺９５８－１ 1,268,000㎡岐阜県 

浅中公園 D 大垣市浅中 2-11-1 118,000㎡
県立草薙総合運動場 E 静岡市駿河区栗原２７０ 238,000㎡
静岡県武道館大道場 F 藤枝市前島２－１０ 2,000㎡
県立小笠山総合運動公園 G 袋井市愛野２３００－１ 2,697,000㎡静岡県 

浜松市オートレース場 H 浜松市和合町９３６－１９ 174,300㎡
県営名古屋空港 I 豊山町 1,650,000㎡
岡崎中央総合公園 J 岡崎市 70,000㎡
県一宮総合運動場 K 一宮市 100,000㎡愛知県 

大高緑地 L 名古屋市緑区 179,000㎡
北部墓地公園垂坂サッカー場、

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 M 四 日 市 市 大 矢 知 町 大 沢

1981-25 24,000㎡

ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ N 桑名市多度町御衣野４０００ 15,780㎡
三重県消防学校 O 鈴鹿市石薬師町４５２ 46,455㎡
県立津東高等学校 P 津市一身田上津部田１４７０ 20,000㎡
松阪市民文化会館 Q 松阪市川井町６９０ 85,000㎡
県営サンアリーナ R 伊勢市朝熊町字鴨谷 4383-4 91,000㎡
県立志摩高等学校 S 志摩市磯部町恵利原１３０８ 24,000㎡
三重県東紀州（紀北）広域防災

拠点［県立尾鷲高等学校（光が

丘校舎）］ 
T 尾鷲市光が丘２８－６１ 26,000㎡

三重県 

熊野市山崎運動公園 U 熊野市有馬町 4520-325 106,400㎡
彦根総合運動場 V 滋賀県彦根市松原町 3028 140,074㎡

滋賀県 希望が丘文化公園（青年の城：

文化ゾーン） W 滋賀県竜王町薬師 1178 36,336㎡

京都府 京都市災害物資搬送センター X 京都市伏見区横大路千両松町

１４８－１ 6,500㎡

大阪府中部広域防災拠点 Y 大阪府八尾市空港１－２０９

－７ 54,000㎡

大阪府北部広域防災拠点 Z 吹田市千里万博公園７８－４ 1,789㎡大阪府 

大阪府南部広域防災拠点 AA 大阪府泉南市りんくう南浜２  24,000㎡

しあわせの村 AB 神戸市北区山田町下谷上字中

一里山 2,050,000㎡

甲子園浜海浜公園 AC 西宮市甲子園浜３丁目 110,000㎡
三木総合防災公園 AD 三木市志染町御坂１－１９ 263,700㎡
西播磨広域防災拠点 AE 赤穂郡上郡町光都３－２－９ 70,000㎡
淡路ふれあい公園 AF 南あわじ市広田 1473-12 125,000㎡

兵庫県 

国営明石海峡公園 淡路地区

※ AG あわじ市 370,000㎡

第二浄化センター AH 北葛城郡広陵町萱野４６０ 356,360㎡
奈良県 

吉野川浄化センター AI 五條市二見町５－１３１４ 159,014㎡
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県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ AJ 和歌山市手平 2丁目 1-1 55,562㎡
県立橋本体育館 AK 橋本市北馬場 454 340,000㎡
有田総合庁舎 AL 有田郡湯浅町湯浅 2355-1 21,187㎡
川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ AM 日高郡日高川町和佐 2095 14,515㎡
新宮市立佐野体育館､ｸﾞﾗﾝﾄﾞ AN 新宮市佐野 1501 51,000㎡
県立情報交流ｾﾝﾀｰ Big-u AO 田辺市新庄町 3353-9 46,000㎡

和歌山県 

ｻﾝﾅﾝﾀﾝﾗﾝﾄﾞ AP 東牟婁郡串本町くじの川 1105 12,894㎡

岡山操車場跡地公園（仮称） AQ 岡山市北長瀬表町一丁目１番

１号他 108,000㎡

吉永海洋センター総合グラウ

ンド AR 備前市吉永町吉永中 291-4 17,500㎡岡山県 

倉敷スポーツ公園 AS 倉敷市中庄３２５０－１ 194,000㎡
広島県 広島県防災拠点施設 AT 三原市本郷町善入寺 94-22 24,918㎡
山口県 柳井市民球場 AU 柳井市南浜 3丁目 2番 1号 27,868㎡

蔵本公園 AV 徳島市庄町１丁目 91,000㎡
鳴門競艇場 AW 鳴門市撫養町大桑島 53,208㎡

吉野川市鴨島運動場 AX 吉野川市鴨島町知恵島字北須

賀東先 39,163㎡

阿南中学校グラウンド AY 阿南市見能林町 16,000㎡

徳島県 

川上農村広場 AZ 海南町神野字柿谷 17,000㎡
香東川公園成合運動場 BA 高松市円座町 835 82,827㎡

香川県 
国営讃岐まんのう公園※ BB まんのう町 1,120,000㎡
愛媛県総合運動公園 BC 松山市上野町乙４６ほか 337,200㎡

山根公園 BD 新居浜市角野新田町三丁目１

３番 101,790㎡
愛媛県 

西予市宇和運動公園陸上競技

場 BE 西予市宇和町卯之町三丁目 10,400㎡

高知市総合運動場 BF 高知市大原町 110,000㎡
室戸広域公園 BG 室戸市領家 282,800㎡
高知青少年の家 BH 吾川郡いの町八田 33,000㎡
県立窪川高等学校 BI 高岡郡四万十町北琴平町 6-1 23,948㎡

高知県 

四万十市安並運動公園 BJ 四万十市安並 4231 100,000㎡
大分県 総合運動公園 BK 佐伯市大字柿木畑４７８ 243,300㎡

生目の杜運動公園はんぴドー

ム BL 宮崎市大字跡江 4461-1 15,900㎡
宮崎県 

北川町総合運動公園 BM 北川町大字川内名 7330 12,500㎡
備考）・「位置」の欄の記号は、別図１に対応する。 
   ・※印のついた拠点は、他の広域物資拠点が被災した場合その他状況に応じて利用す

る拠点。 
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別表３－２ 広域物資拠点に輸送される物資の種類と量 

 

都府県名 拠点の名称 物資の種類 量 

長野県 茅野市運動公園総合体育館 調整粉乳 約 0.02ｔ 

食料（発災後３日目程度まで） 約 2.7 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 47 万食 岐阜競輪駐車場 

調整粉乳 約 0.12ｔ 

食料（発災後３日目程度まで） 約 0.2 万食 
岐阜県青少年活動センター 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 3.3 万食 

食料（発災後３日目程度まで） 約 3.6 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 63.3 万食

岐阜県 

浅中公園 

調整粉乳 約 0.15ｔ 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 13.6 万食

調整粉乳 約 0.07ｔ 

小児おむつ 約 1.03 千枚
県立草薙総合運動場 

大人用おむつ 約 0.25 千枚

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 34 万食 

調整粉乳 約 0.18ｔ 

小児おむつ 約 2.59 千枚
静岡県武道館大道場 

大人用おむつ 約 0.62 千枚

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約144.3万食

調整粉乳 約 0.76ｔ 

小児おむつ 約10.96千枚
県立小笠山総合運動公園 

大人用おむつ 約 2.61 千枚

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約350.6万食

調整粉乳 約 1.84ｔ 

小児おむつ 約26.62千枚

静岡県 

浜松市オートレース場 

大人用おむつ 約 6.34 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約183.4万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約516.5万食

調整粉乳 約 2.6ｔ 

小児おむつ 約15.73千枚

県営名古屋空港 

簡易トイレ 約 1,500 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約212.5万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約598.5万食

調整粉乳 約 3.02ｔ 

小児おむつ 約18.22千枚

愛知県 

岡崎中央総合公園 

簡易トイレ 約 1,740 基 
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食料（発災後３日目程度まで） 約142.4万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 401 万食 

調整粉乳 約 2.02ｔ 

小児おむつ 約12.21千枚

県一宮総合運動場 

簡易トイレ 約 1,170 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 64.5 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約181.7万食

調整粉乳 約 0.92ｔ 

小児おむつ 約 5.53 千枚

大高緑地 

簡易トイレ 約 530 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 39.9 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 97.3 万食

調整粉乳 約 0.52ｔ 

毛布 約 7.24 千枚

小児おむつ 約13.91千枚

北部墓地公園垂坂サッカー場、

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場 

大人用おむつ 約 2.33 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 22.6 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 55.1 万食

調整粉乳 約 0.29ｔ 

毛布 約 4.1 千枚 

小児おむつ 約 7.87 千枚

ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

大人用おむつ 約 1.32 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 30.4 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 74.2 万食

調整粉乳 約 0.39ｔ 

毛布 約 5.52 千枚

小児おむつ 約 10.6 千枚

三重県消防学校 

大人用おむつ 約 1.77 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 39.9 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 97.3 万食

調整粉乳 約 0.52ｔ 

毛布 約 7.24 千枚

小児おむつ 約 13.9 千枚

県立津東高等学校 

大人用おむつ 約 2.33 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 25 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 61.2 万食

調整粉乳 約 0.32ｔ 

三重県 

松阪市民文化会館 

毛布 約 4.55 千枚
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小児おむつ 約 8.73 千枚

大人用おむつ 約 1.46 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 37.1 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 90.5 万食

調整粉乳 約 0.48ｔ 

毛布 約 6.73 千枚

小児おむつ 約12.92千枚

県営サンアリーナ 

大人用おむつ 約 2.16 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 12.3 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 30 万食 

調整粉乳 約 0.16ｔ 

毛布 約 2.23 千枚

小児おむつ 約 4.28 千枚

県立志摩高等学校 

大人用おむつ 約 0.72 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 8万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 19.5 万食

調整粉乳 約 0.1ｔ 

毛布 約 1.45 千枚

小児おむつ 約 2.79 千枚

三重県東紀州（紀北）広域物資

拠点［県立尾鷲高等学校（光が

丘校舎）］ 

大人用おむつ 約 0.47 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 7.3 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 17.9 万食

調整粉乳 約 0.1ｔ 

毛布 約 1.33 千枚

小児おむつ 約 2.55 千枚

熊野市山崎運動公園 

大人用おむつ 約 0.43 千枚

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 21.2 万食
彦根総合運動場 

調整粉乳 約 0.13ｔ 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 40.7 万食
滋賀県 

希望が丘文化公園（青年の城：

文化ゾーン） 調整粉乳 約 0.25ｔ 

食料（発災後３日目程度まで） 約 2.4 万食 
京都府 京都市災害物資搬送センター 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 91.8 万食

食料（発災後３日目程度まで） 約128.4万食
大阪府中部広域防災拠点 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 560 万食 

食料（発災後３日目程度まで） 約 15 万食 
大阪府北部広域防災拠点 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 65.3 万食

食料（発災後３日目程度まで） 約 62.7 万食

大阪府 

大阪府南部広域防災拠点 
食料（発災後４日程度から１週間まで） 約273.4万食
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食料（発災後３日目程度まで） 約 20.3 万食
しあわせの村 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約114.8万食

食料（発災後３日目程度まで） 約 15.9 万食
甲子園浜海浜公園 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 90 万食 

食料（発災後３日目程度まで） 約 12.7 万食
三木総合防災公園 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 71.7 万食

食料（発災後３日目程度まで） 約 6.9 万食 
西播磨広域防災拠点 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 39 万食 

食料（発災後３日目程度まで） 約 5万食 

兵庫県 

淡路ふれあい公園 
食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 28.2 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 31 万食 
第二浄化センター 

調整粉乳 約 0.09ｔ 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 11 万食 
奈良県 

吉野川浄化センター 
調整粉乳 約 0.03ｔ 

食料（発災後３日目程度まで） 約 42.9 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約100.7万食

調整粉乳 約 0.44ｔ 

毛布 約10.42千枚

小児おむつ 約18.78千枚

大人用おむつ 約 2.97 千枚

県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ 

簡易トイレ 約 350 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 9.2 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 21.5 万食

調整粉乳 約 0.09ｔ 

毛布 約 2.23 千枚

小児おむつ 約 4.02 千枚

大人用おむつ 約 0.64 千枚

県立橋本体育館 

簡易トイレ 約 80 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 10.2 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 23.9 万食

調整粉乳 約 0.1ｔ 

毛布 約 2.47 千枚

小児おむつ 約 4.46 千枚

大人用おむつ 約 0.71 千枚

有田総合庁舎 

簡易トイレ 約 80 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 16.6 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 38.9 万食

和歌山県 

川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ 

調整粉乳 約 0.17ｔ 



 73

毛布 約 4.02 千枚

小児おむつ 約 7.25 千枚

大人用おむつ 約 1.15 千枚

簡易トイレ 約 140 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 12.9 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 30.2 万食

調整粉乳 約 0.13ｔ 

毛布 約 3.12 千枚

小児おむつ 約 5.63 千枚

大人用おむつ 約 0.89 千枚

新宮市立佐野体育館､ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 

簡易トイレ 約 110 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 25.7 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 60.2 万食

調整粉乳 約 0.26ｔ 

毛布 約 6.23 千枚

小児おむつ 約11.23千枚

大人用おむつ 約 1.78 千枚

県立情報交流ｾﾝﾀｰ Big-u 

簡易トイレ 約 210 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 3.8 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 9万食 

調整粉乳 約 0.04ｔ 

毛布 約 0.93 千枚

小児おむつ 約 1.67 千枚

大人用おむつ 約 0.27 千枚

ｻﾝﾅﾝﾀﾝﾗﾝﾄﾞ 

簡易トイレ 約 30 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 32.2 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 113 万食 

調整粉乳 約 0.58ｔ 

小児おむつ 約 3.99 千枚

大人用おむつ 約 0.7 千枚 

岡山操車場跡地公園（仮称） 

簡易トイレ 約 90 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 0.8 万食 吉永海洋センター総合グラウ

ンド 食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 2.7 万食 

食料（発災後３日目程度まで） 約 19.3 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 67.8 万食

調整粉乳 約 0.36ｔ 

小児おむつ 約 2.34 千枚

岡山県 

倉敷スポーツ公園 

大人用おむつ 約 0.41 千枚
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簡易トイレ 約 50 基 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 36.7 万食
広島県 広島県防災拠点施設 

調整粉乳 約 0.07ｔ 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 1.2 万食 
山口県 柳井市民球場 

小児おむつ 約 0.08 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 40.3 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約103.2万食

調整粉乳 約 0.56ｔ 

毛布 約 2.63 千枚

小児おむつ 約 9.12 千枚

大人用おむつ 約 1.38 千枚

蔵本公園 

簡易トイレ 約 400 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 4.8 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 12.5 万食

調整粉乳 約 0.07ｔ 

毛布 約 0.32 千枚

小児おむつ 約 1.1 千枚 

大人用おむつ 約 0.17 千枚

鳴門競艇場 

簡易トイレ 約 50 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 8.2 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 21 万食 

調整粉乳 約 0.11ｔ 

毛布 約 0.54 千枚

小児おむつ 約 1.86 千枚

大人用おむつ 約 0.28 千枚

吉野川市鴨島運動場 

簡易トイレ 約 80 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 19.7 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 50.5 万食

調整粉乳 約 0.28ｔ 

毛布 約 1.29 千枚

小児おむつ 約 4.46 千枚

大人用おむつ 約 0.68 千枚

阿南中学校グラウンド 

簡易トイレ 約 190 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 5.5 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 14 万食 

調整粉乳 約 0.08ｔ 

毛布 約 0.36 千枚

徳島県 

川上農村広場 

小児おむつ 約 1.24 千枚
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大人用おむつ 約 0.19 千枚

簡易トイレ 約 50 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 4.3 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 39.8 万食

調整粉乳 約 0.19ｔ 

小児おむつ 約 2.97 千枚

香川県 香東川公園成合運動場 

大人用おむつ 約 0.53 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 13 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 69 万食 

調整粉乳 約 0.32ｔ 
愛媛県総合運動公園 

小児おむつ 約 2.74 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 4.7 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 24.8 万食

調整粉乳 約 0.11ｔ 
山根公園 

小児おむつ 約 0.98 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 5.9 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 31.3 万食

調整粉乳 約 0.14ｔ 

愛媛県 

西予市宇和運動公園陸上競技

場 

小児おむつ 約 1.24 千枚

食料（発災後３日目程度まで） 約 80.2 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 175 万食 

調整粉乳 約 0.82ｔ 

毛布 約35.62千枚

小児おむつ 約31.93千枚

大人用おむつ 約 6.32 千枚

高知市総合運動場 

簡易トイレ 約 890 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 14.2 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 31 万食 

調整粉乳 約 0.14ｔ 

毛布 約 6.3 千枚 

小児おむつ 約 5.65 千枚

大人用おむつ 約 1.12 千枚

室戸広域公園 

簡易トイレ 約 160 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 16 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 35 万食 

調整粉乳 約 0.16ｔ 

毛布 約 7.12 千枚

高知県 

高知青少年の家 

小児おむつ 約 6.39 千枚
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大人用おむつ 約 1.26 千枚

簡易トイレ 約 180 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 12 万食 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 26.1 万食

調整粉乳 約 0.12ｔ 

毛布 約 5.31 千枚

小児おむつ 約 4.76 千枚

大人用おむつ 約 0.94 千枚

県立窪川高等学校 

簡易トイレ 約 130 基 

食料（発災後３日目程度まで） 約 20.8 万食

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 45.3 万食

調整粉乳 約 0.21ｔ 

毛布 約 9.23 千枚

小児おむつ 約 8.28 千枚

大人用おむつ 約 1.64 千枚

四万十市安並運動公園 

簡易トイレ 約 230 基 

食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 5.3 万食 
大分県 総合運動公園 

調整粉乳 約 0.02ｔ 

食料（発災後３日目程度まで） 約 0.1 万食 生目の杜運動公園はんぴドー

ム 食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 4.8 万食 

食料（発災後３日目程度まで） 約 0.3 万食 
宮崎県 

北川町総合運動公園 
食料（発災後４日程度から１週間まで） 約 32.8 万食

 
 



道路種別 路線名 区間 

東名高速道路 神奈川県 厚木ＩＣ 愛知県 小牧ＩＣ 

中央自動車道 東京都 高井戸ＩＣ 愛知県 小牧ＪＣＴ 

北陸自動車道 滋賀県 木之本ＩＣ 滋賀県 米原ＪＣＴ 

東海北陸自動車道 岐阜県 飛騨清見ＩＣ 愛知県 一宮ＪＣＴ 

名神高速道路 愛知県 小牧ＩＣ 兵庫県 西宮ＩＣ 

愛知県 名古屋ＩＣ 三重県 伊勢関ＩＣ 
東名阪自動車道 

愛知県 上社ＪＣＴ 愛知県 高針ＪＣＴ 

西名阪自動車道 奈良県 天理ＩＣ 大阪府 松原ＪＣＴ 

伊勢湾岸自動車道 愛知県 豊田ＪＣＴ 三重県 四日市ＪＣＴ 

伊勢自動車道 三重県 伊勢関ＪＣＴ 三重県 伊勢ＩＣ 

紀勢自動車道 三重県 勢和多気ＪＣＴ 三重県 大宮大台ＩＣ 

近畿自動車道 大阪府 吹田ＪＣＴ 大阪府 松原ＪＣＴ 

大阪府 松原ＪＣＴ 和歌山県 吉備ＩＣ 
阪和自動車道 

和歌山県 御坊ＩＣ 和歌山県 みなべＩＣ 

播磨自動車道 兵庫県 播磨ＪＣＴ 兵庫県 播磨新宮ＩＣ 

中国自動車道 山口県 下関ＩＣ 大阪府 吹田ＪＣＴ 

広島県 廿日市ＩＣ 兵庫県 神戸ＪＣＴ 

山口県 山口ＪＣＴ 広島県 大竹ＪＣＴ 

兵庫県 三木ＪＣＴ 兵庫県 神戸西ＪＣ 
山陽自動車道 

岡山県 倉敷ＪＣＴ 岡山県 早島ＩＣ 

岡山自動車道 岡山県 北房ＪＣＴ 岡山県 岡山ＪＣＴ 

瀬戸中央自動車道 岡山県 早島ＩＣ 香川県 坂出ＪＣＴ 

神戸淡路鳴門自動車

道 
兵庫県 神戸西ＩＣ 徳島県 鳴門ＩＣ 

広島県 西瀬戸尾道ＩＣ 広島県 生口島北ＩＣ 

広島県 生口島南ＩＣ 愛媛県 大島北ＩＣ 西瀬戸自動車道 

愛媛県 大島南ＩＣ 愛媛県 今治ＩＣ 

高松自動車道 徳島県 鳴門ＩＣ 愛媛県 川之江ＩＣ 

徳島自動車道 愛媛県 川之江東ＩＣ 徳島県 徳島ＩＣ 

愛媛県 川之江ＪＣＴ 愛媛県 大洲ＩＣ 
松山自動車道 

愛媛県 大洲北只ＩＣ 愛媛県 西予宇和ＩＣ 

高知自動車道 愛媛県 川之江ＪＣＴ 高知県 須崎東ＩＣ 

福岡県 門司ＩＣ 佐賀県 鳥栖ＩＣ 

高速自動車

道路 

九州自動車道 
鹿児島県 鹿児島ＩＣ 宮崎県 えびのＪＣＴ 

別表４－１  緊急輸送ルートの路線及び区間 
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大分県 大分米良ＩＣ 大分県 津久見ＩＣ 
東九州自動車道 

宮崎県 清武ＪＣＴ 宮崎県 西都ＩＣ 

大分自動車道 佐賀県 鳥栖ＪＣＴ 大分県 大分米良ＩＣ 

宮崎自動車道 宮崎県 えびのＪＣＴ 宮崎県 宮崎ＩＣ 

名阪国道 三重県 亀山ＩＣ 奈良県 天理ＩＣ 

名古屋高速道路都心

環状線 
全線 

名古屋高速道路１号

楠線 

愛知県 名古屋市東片端

ＪＣＴ 

愛知県 名古屋市楠ＪＣ

Ｔ 

名古屋高速道路２号

東山線 

愛知県 名古屋市新洲崎

ＪＣＴ 

愛知県 名古屋市高針Ｊ

ＣＴ 

名古屋高速道路３号

大高線 

愛知県 名古屋市鶴舞南

ＪＣＴ 

愛知県 名古屋市名古屋

南ＩＣ 

名古屋高速道路５号

万場線 

愛知県 名古屋市新洲崎

ＪＣＴ 

愛知県 名古屋市名古屋

西ＪＣＴ 

名古屋高速道路１１

号小牧線 

愛知県 名古屋市楠ＪＣ

Ｔ 
愛知県 小牧市小牧ＩＣ

名古屋高速道路１６

号一宮線 

愛知県 清洲市清洲ＪＣ

Ｔ 

愛知県 一宮市一宮東出

入口 

伊勢二見鳥羽有料道

路 

三重県 伊勢市朝熊町三

重県道３７号接続 

三重県 伊勢市朝熊町国

道４２号接続 

阪神高速道路１号環

状線 
全線 

阪神高速道路３号神

戸線 

大阪府 大阪市西長堀出

入口 
兵庫県 神戸市須磨ＩＣ

阪神高速道路４号湾

岸線 

大阪府 大阪市天保山Ｊ

ＣＴ 

大阪府 泉佐野市りんく

うＪＣＴ 

阪神高速道路５号湾

岸線 

大阪府 大阪市南港北出

入口 

兵庫県 神戸市六甲アイ

ランド北出入口 

阪神高速道路７号北

神戸線 

兵庫県 神戸市伊川谷Ｊ

ＣＴ 

兵庫県 西宮市西宮山口

ＪＣＴ 

阪神高速道路１１号

池田線 

大阪府 大阪市中之島分

岐 

大阪府 池田市池田木部

ＩＣ 

自動車専用

道路 

阪神高速道路１２号

守口線 

大阪府 大阪市渡辺橋分

岐 

大阪府 守口市守口出入

口 
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大阪府 大阪市城北ＪＣ

Ｔ 

大阪府 大阪市森小路出

入口 

阪神高速道路１３号

東大阪線 

大阪府 大阪市内本町Ｊ

ＣＴ 

大阪府 東大阪市水走出

入口 

阪神高速道路１４号

松原線 

大阪府 大阪市公園北分

岐 

大阪府 松原市松原ＪＣ

Ｔ 

阪神高速道路１５号

堺線 

大阪府 大阪市湊町出入

口 
大阪府 大阪市堺出入口

阪神高速道路１６号

大阪湾線 

大阪府 大阪市信濃橋分

岐 

大阪府 大阪市南港北出

入口 

阪神高速道路１７号

西大阪線 

大阪府 大阪市浜津橋分

岐 

大阪府 大阪市安治川出

入口 

第二神明道路 兵庫県 須磨ＩＣ 兵庫県 明石西ＩＣ 

堺泉北有料道路 大阪府 堺ＪＣＴ 大阪府 綾園ＩＣ 

広島岩国道路 広島県 大竹ＪＣＴ 広島県 廿日市ＪＣＴ 

尾道福山自動車道 広島県 福山西ＩＣ 広島県 西瀬戸尾道ＩＣ

南阪奈道路 大阪府 美原ＪＣＴ 奈良県 葛城ＩＣ 

湯浅御坊道路 和歌山県 吉備ＩＣ 和歌山県 御坊ＩＣ 

奈良県 郡山南 IC 奈良県 橿原北 IC 
京奈和自動車道 

奈良県 五條北 IC 和歌山県 橋本東 IC 
生口島道路 広島県 生口島北ＩＣ 広島県 生口島南ＩＣ 

大島道路 愛媛県 大島北ＩＣ 愛媛県 大島南ＩＣ 

今治小松道路 愛媛県 今治湯ノ浦ＩＣ 愛媛県 いよ小松ＪＣＴ

大洲道路 愛媛県 大洲ＩＣ 愛媛県 大洲北只ＩＣ 

国道１号 
神奈川県 横浜市戸塚区

横浜新道交差 
大阪府 大阪市終点 

国道２号 大阪府 大阪市始点 
山口県 山陽小野田市国

道１９０号交差 

国道１０号 
大分県 中津市国道２１

２号交差 
宮崎県・鹿児島県境 

国道１１号 徳島県 徳島市始点 
愛媛県 松山市国道５６

号交差 

一般国道 

国道１９号 
愛知県 春日井ＩＣ 愛知県 春日井市国道１

５５号交差 
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国道２１号 岐阜県 各務原ＩＣ 
岐阜県 各務原市岐阜基

地 

国道２３号 
愛知県 豊橋市国道１号

交差 
三重県 伊勢ＩＣ 

国道２４号 
和歌山県 和歌山市国道

４２号交差 
奈良県 郡山ＩＣ 

国道２６号 
和歌山県 和歌山市国道

４２号交差 

大阪府 大阪市国道２５

号交差 

国道３２号 
香川県 高松市国道１１

号交差 

高知県 高知市国道３３

号交差 

国道３３号 愛媛県 松山市始点 
高知県 高知市国道３２

号交差 

国道４１号 愛知県 小牧ＩＣ 
愛知県 名古屋市国道１

９号交差 

三重県 勢和多気ＩＣ 
和歌山県 和歌山市国道

２６号交差 
国道４２号 

三重県 伊勢二見鳥羽有

料道路接続 

三重県 鳥羽市国道１６

７号交差 

国道５３号 岡山県 岡山ＩＣ 
岡山県 岡山市国道２号

交差 

国道５５号 徳島県 徳島市始点 
高知県 高知市国道３２

号交差 

国道５６号 
高知県 高知市国道３３

号交差 
愛媛県 松山市終点 

国道１５０号 
静岡県 静岡市市道丸子

新田広野三丁目線交差 

静岡県 浜松市国道１号

交差 

国道１６５号 三重県 久居ＩＣ 
三重県 津市久居新町県

道７７６号交差 

国道１６７号 
三重県 鳥羽市国道４２

号交差 
三重県 志摩市賢島口 

国道１６８号 
和歌山県 新宮市国道４

２号交差 

和歌山県 田辺市国道３

１１号交差 

国道１７０号 
大阪府 枚方市国道１号

交差 

大阪府 泉佐野市国道２

６号交差 
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国道１７６号 大阪府 中国吹田ＩＣ 
兵庫県 宝塚市山本野里

東 

国道１９２号 
徳島県 徳島市国道１１

号交差 

愛媛県 四国中央市国道

１１号交差 

国道１９６号 愛媛県 今治ＩＣ 愛媛県 今治湯ノ浦ＩＣ

国道２４６号 神奈川県 横浜町田ＩＣ
静岡県 沼津市国道１号

交差 

国道２６０号 
三重県 紀北町国道４２

号交差 

三重県 志摩市県道１７

号（浜島阿児線）交差 

国道３１１号 
和歌山県 田辺市国道１

６８号交差 

和歌山県 田辺市国道４

２号交差 

香川県 東かがわ市国道

１１号交差 

徳島県 阿波市県道徳島

吉野線交差 
国道３１８号 

徳島県 吉野川市県道徳

島鴨島線交差 

徳島県 吉野川市国道１

９２号交差 

香川県 善通寺ＩＣ 香川県 善通寺市与北町

国道３１９号 香川県 善通寺市上吉田

町 

香川県 善通寺市本郷通

り 

国道３７１号 
大阪府 河内長野市国道

１７０号交差 

和歌山県橋本市国道２４

号交差 

三重県道３７号 三重県 伊勢ＩＣ 
三重県 伊勢市朝熊町伊

勢二見鳥羽有料道路接続

三重県道４２号 三重県 津ＩＣ 
三重県 津市納所町市道

北河路橋安東小学校線交

差 
三重県道１１４号 三重県 津市久居新町 三重県 久居駐屯地前 

三重県道７７６号 
三重県 津市久居新町国

道１６５号交差 
三重県 津市久居新町 

大阪府道大阪和泉泉

南線 

大阪府 和泉市和泉中学

校前 
大阪府 和泉市伯太町 

県道 

和歌山県道２４号

（県道御坊由良線）

和歌山県 美浜町和田交

差点（和歌山県美浜町県

道柏御坊線交差） 

和歌山県 美浜町和歌山

駐屯地 
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和歌山県道２６号

（県道御坊美山線）

和歌山県 御坊市藤田町

（和歌山県御坊市県道日

高印南線交差） 

和歌山県 御坊市湯川町

財部交差点（和歌山県御

坊市国道４２号交差） 

和歌山県道２７号

（県道日高印南線）
和歌山県 御坊ＩＣ 

和歌山県 御坊市藤田町

（和歌山県御坊市県道御

坊美山線交差） 

和歌山県道１８８号

（県道柏御坊線） 

和歌山県 御坊市中央通

三丁目松原通り交差点

（和歌山県御坊市国道４

２号交差） 

和歌山県美浜町和田交差

点（和歌山県美浜町御坊

由良線交差） 

徳島県道徳島吉野線
徳島県 阿波市国道３１

８号交差点 

徳島県 阿波市県道宮川

内牛島停車場線交差点 

徳島県道徳島鴨島線
徳島県 吉野川市県道宮

川内牛島停車場線交差点

徳島県 吉野川市国道３

１８号交差点 

徳島県道４０号 
徳島県 松茂町空港西口

交差点 
徳島県 松茂町徳島空港

徳島県道宮川内牛島

停車場線 

徳島県 阿波市県道徳島

吉野線交差点 

徳島県 吉野川市県道徳

島鴨島線交差点 

香川県 善通寺市与北町
香川県 善通寺市上吉田

町 香川県道善通寺大野

原線 香川県 善通寺市本郷通

り 

香川県 善通寺市善通寺

駐屯地 

愛媛県道３３４号 
愛媛県 東温市国道１１

号交差点 

愛媛県 松山市松山駐屯

地 

名古屋市道東志賀町

線第１号 
名古屋市 黒川出入口 名古屋市 城北橋 

名古屋市道大津町線

第１号名古屋市道大

津橋城北新町線 

名古屋市 城北橋 名古屋市 名城公園 

津市道北河路橋安東

小学校線 

三重県 津市納所町県道

４２号交差 

三重県 メッセウイング

みえ前 

市道 

泉大津市道泉大津中

央線 

大阪府 泉大津市阪和豊

中 

大阪府 和泉市和泉中学

校前 
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和泉市道伯方町２号

線 
大阪府 和泉市伯太町 

大阪府 和泉市信太山駐

屯地 

静岡市市道丸子新田

広野三丁目線 

静岡県 静岡市国道１号

交差 

静岡県 静岡市国道１５

０号交差 
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区間 

起点 終点 

御前崎港 
名古屋港 
衣浦港 
三河港 
四日市港 
津松阪港 
鳥羽港 
浜島港 
吉津港 
長島港 
鵜殿港 

和歌山下津港 
新宮港 
日高港 
文里港 

徳島小松島港 
橘港 
高知港 
奈半利港 

 
 
 
 

川崎港 
又は 
横浜港 
又は 
横須賀港 
又は 
沼津港 
又は 

田子の浦港 
又は 
清水港 

宇和島港 
徳島小松島港 
橘港 
高知港 
奈半利港 

 
 

尼崎西宮芦屋港 

宇和島港 
徳島小松島港 
橘港 
高知港 
奈半利港 

 
 

津久見港 

宇和島港 
高知港 
奈半利港 

 
呉港 

宇和島港 

別表４－２ 海上輸送ルート 
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別表４－３ 物資の緊急輸送活動 

○発災後３日程度までの食料 

輸送内容 輸送区間 
物資調達の 

調整主体 

物資輸送の 

調整主体 

山梨県→岐阜県（岐阜競輪駐車場） 消防庁 物資供給都道府県 

埼玉県→愛知県（県営名古屋空港） 消防庁 物資供給都道府県 

群馬県、千葉県→愛知県（岡崎中央総合公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（三重県消防学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県立津東高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（松阪市民文化会館） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県営サンアリーナ） 消防庁 物資供給都道府県 

富山県→兵庫県（三木総合防災公園） 消防庁 物資供給都道府県 

石川県→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
消防庁 物資供給都道府県 

鹿児島県→岡山県（倉敷スポーツ公園） 消防庁 物資供給都道府県 

佐賀県→高知県（高知市総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

鳥取県、島根県→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

山梨県→岐阜県（岐阜競輪駐車場） 農林水産省 国土交通省 

山梨県→岐阜県（岐阜県青少年活動センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 

群馬県、山梨県→岐阜県（浅中公園） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→愛知県（県営名古屋空港） 農林水産省 国土交通省 

群馬県、埼玉県、千葉県→愛知県（岡崎中央

総合公園） 
農林水産省 国土交通省 

千葉県→愛知県（県一宮総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

千葉県→愛知県（大高緑地） 農林水産省 国土交通省 

千葉県→三重県（北部墓地公園垂坂サッカー

場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（県営サンアリーナ） 農林水産省 国土交通省 

山梨県→京都府（京都市災害物資搬送センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 

神奈川県→大阪府（大阪府中部広域防災拠

点） 
農林水産省 国土交通省 

調理不要食品の

搬送 

神奈川県→大阪府（大阪府北部広域防災拠

点） 
農林水産省 国土交通省 
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神奈川県→大阪府（大阪府南部広域防災拠

点） 
農林水産省 国土交通省 

新潟県→兵庫県（しあわせの村） 農林水産省 国土交通省 

新潟県→兵庫県（甲子園浜海浜公園） 農林水産省 国土交通省 

富山県→兵庫県（三木総合防災公園） 農林水産省 国土交通省 

富山県、福井県→兵庫県（西播磨広域防災公

園） 
農林水産省 国土交通省 

福井県、石川県→兵庫県（淡路ふれあい公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（県立和歌山ビッグホエー

ル） 
農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（県立橋本体育館） 農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（有田総合庁舎） 農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（川辺町サイクリングター

ミナル） 
農林水産省 国土交通省 

東京都、神奈川県→和歌山県（県立情報交流

ｾﾝﾀｰ Big-u） 
農林水産省 国土交通省 

石川県、熊本県、鹿児島県→岡山県（岡山操

車場跡地公園（仮称）） 
農林水産省 国土交通省 

熊本県→岡山県（吉永海洋センター総合グラ

ウンド） 
農林水産省 国土交通省 

長崎県、鹿児島県→岡山県（倉敷スポーツ公

園） 
農林水産省 国土交通省 

熊本県→徳島県（蔵本公園） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→徳島県（鳴門競艇場） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（川上農村広場） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→香川県（香東川公園成合運動場） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→愛媛県（愛媛県総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→愛媛県（山根公園） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→愛媛県（西予市宇和運動公園陸上競

技場） 
農林水産省 国土交通省 

福岡県、佐賀県、熊本県→高知県（高知市総

合運動場） 
農林水産省 国土交通省 

島根県、鳥取県→高知県（室戸広域公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（高知青少年の家） 農林水産省 国土交通省 
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鹿児島県→宮崎県（生目の杜運動公園はんぴ

ドーム） 
農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→宮崎県（北川町総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→愛知県（岡崎中央総合公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（北部墓地公園垂坂サッカー

場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（三重県消防学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県立志摩高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（三重県東紀州（紀北）広域

防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校舎）］）
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（熊野市山崎運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

富山県→兵庫県（三木総合防災公園） 消防庁 物資供給都道府県 

石川県→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
消防庁 物資供給都道府県 

佐賀県→高知県（高知市総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

鳥取県→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（四万十市安並公園） 消防庁 物資供給都道府県 

新潟県→岐阜県（岐阜競輪駐車場） 農林水産省 国土交通省 

群馬県、埼玉県→愛知県（岡崎中央総合公園） 農林水産省 国土交通省 

千葉県→愛知県（大高緑地） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（県営サンアリーナ） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（県立志摩高等学校） 農林水産省 国土交通省 

山梨県→京都府（京都市災害物資搬送センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 

新潟県→兵庫県（しあわせの村） 農林水産省 国土交通省 

新潟県→兵庫県（三木総合防災公園） 農林水産省 国土交通省 

富山県→兵庫県（西播磨広域防災公園） 農林水産省 国土交通省 

福井県、石川県→兵庫県（淡路ふれあい公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（新宮市立佐野体育館、ｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞ） 
農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
農林水産省 国土交通省 

簡易調理食品の

搬送 

神奈川県→和歌山県（サンナンタンランド） 農林水産省 国土交通省 
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長崎県、鹿児島県→岡山県（倉敷スポーツ公

園） 
農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（川上農村広場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（室戸広域公園） 農林水産省 国土交通省 

 
○発災後４日程度から一週間までの食料 

輸送内容 輸送区間 
物資調達の 

調整主体 

物資輸送の 

調整主体 

新潟県→岐阜県（岐阜駐輪駐車場） 農林水産省 国土交通省 

新潟県→岐阜県（岐阜県青少年活動センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 

新潟県→岐阜県（浅中公園） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→静岡県（静岡県武道館大道場） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

群馬県、新潟県→静岡県（浜松市オートレー

ス場） 
農林水産省 国土交通省 

群馬県、千葉県→愛知県（県営名古屋空港） 農林水産省 国土交通省 

千葉県→愛知県（岡崎中央総合公園） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→愛知県（県一宮総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→愛知県（大高緑地） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（北部墓地公園垂坂サッカー

場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（三重県消防学校） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（県立津東高等学校） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（県営サンアリーナ） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（県立志摩高等学校） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（三重県東紀州（紀北）広域

防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校舎）］）
農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（熊野市山崎運動公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→滋賀県（彦根総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

東京都→滋賀県（希望が丘文化公園（青年の

城：文化ゾーン）） 
農林水産省 国土交通省 

調理不要食品の

搬送 

東京都→京都府（京都市災害物資搬送センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 



 89

神奈川県→大阪府（大阪府中部広域防災拠

点） 
農林水産省 国土交通省 

東京都→大阪府（大阪府北部広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

東京都、神奈川県、富山県→大阪府（大阪府

南部広域防災拠点） 
農林水産省 国土交通省 

神奈川県→兵庫県（西播磨広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

福井県→兵庫県（淡路ふれあい公園） 農林水産省 国土交通省 

石川県→奈良県（第二浄化センター） 農林水産省 国土交通省 

石川県→奈良県（吉野川浄化センター） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 農林水産省 国土交通省 

石川県→和歌山県（県立橋本体育館） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（有田総合庁舎） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
農林水産省 国土交通省 

鳥取県、島根県、佐賀県、熊本県→岡山県（岡

山操車場跡地公園（仮称）） 
農林水産省 国土交通省 

佐賀県→岡山県（吉永海洋センター総合グラ

ウンド） 
農林水産省 国土交通省 

熊本県→岡山県（倉敷総合スポーツ公園） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→広島県（広島県防災拠点施設） 農林水産省 国土交通省 

熊本県→山口県（柳井市民球場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（蔵本公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（鳴門競艇場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 農林水産省 国土交通省 

佐賀県→愛媛県（山根公園） 農林水産省 国土交通省 

佐賀県→愛媛県（西予市宇和運動公園陸上競

技場） 
農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（高知市総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→大分県（総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→宮崎県（生目の杜運動公園はんぴ

ドーム） 
農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→宮崎県（北川町総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→大阪府（大阪府中部広域防災拠点） 消防庁 物資供給都道府県 

新潟県→岐阜県（浅中公園） 農林水産省 国土交通省 

簡易調理食品の

搬送 

新潟県→静岡県（県立草薙総合運動場） 農林水産省 国土交通省 
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群馬県→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

群馬県、新潟県→静岡県（浜松市オートレー

ス場） 
農林水産省 国土交通省 

群馬県、埼玉県→愛知県（県営名古屋空港） 農林水産省 国土交通省 

千葉県→愛知県（岡崎中央総合公園） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→愛知県（県一宮総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→愛知県（大高緑地） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（県立津東高等学校） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（松阪市民文化会館） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→三重県（県営サンアリーナ） 農林水産省 国土交通省 

東京都、神奈川県→大阪府（大阪府中部広域

防災拠点） 
農林水産省 国土交通省 

東京都→大阪府（大阪府北部広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

東京都→富山県（大阪府南部広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→兵庫県（しあわせの村） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→兵庫県（甲子園浜海浜公園） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→兵庫県（三木総合防災公園） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→兵庫県（西播磨広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

福井県→兵庫県（淡路ふれあい公園） 農林水産省 国土交通省 

石川県→奈良県（第二浄化センター） 農林水産省 国土交通省 

石川県→奈良県（吉野川浄化センター） 農林水産省 国土交通省 

富山県→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（新宮市立佐野体育館､ｸﾞﾗ

ﾝﾄﾞ） 
農林水産省 国土交通省 

山梨県→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ Big-u） 農林水産省 国土交通省 

東京都→和歌山県（サンナンタンランド） 農林水産省 国土交通省 

佐賀県→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（蔵本公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（川上農村牧場） 農林水産省 国土交通省 

長崎県→香川県（香東川公園成合運動場） 農林水産省 国土交通省 

佐賀県、長崎県→愛媛県（愛媛県総合運動公

園） 
農林水産省 国土交通省 

佐賀県→愛媛県（山根公園） 農林水産省 国土交通省 
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福岡県→愛媛県（西予市宇和運動公園陸上競

技場） 
農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（室戸広域公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（高知青少年の家） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（県立窪川高等学校） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（四万十市安並運動公園） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→岐阜県（岐阜競輪駐車場） 農林水産省 国土交通省 

埼玉県→岐阜県（岐阜県青少年活動センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 

群馬県、東京都、山梨県→岐阜県（浅中公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→静岡県（県立草薙総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

東京都→静岡県（静岡県武道館大道場） 農林水産省 国土交通省 

東京都→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→静岡県（浜松市オートレース場） 農林水産省 国土交通省 

東京都、新潟県→愛知県（県営名古屋空港） 農林水産省 国土交通省 

東京都→愛知県（岡崎中央総合公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→愛知県（県一宮総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

東京都→愛知県（大高緑地） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（北部墓地公園垂坂サッカー

場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（三重県消防学校） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（県立津東高等学校） 農林水産省 国土交通省 

東京都、神奈川県→三重県（松阪市民文化会

館） 
農林水産省 国土交通省 

神奈川県→三重県（県営サンアリーナ） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→三重県（県立志摩高等学校） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→三重県（三重県東紀州（紀北）広

域防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校

舎）］） 

農林水産省 国土交通省 

神奈川県→三重県（熊野市山崎運動公園） 農林水産省 国土交通省 

東京都→滋賀県（彦根総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

東京都→滋賀県（希望が丘文化公園（青年の

城：文化ゾーン）） 
農林水産省 国土交通省 

精米の搬送 

東京都→京都府（京都市災害物資搬送センタ

ー） 
農林水産省 国土交通省 
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福岡県→大阪府（大阪府中部広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→大阪府（大阪府北部広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→大阪府（大阪府南部広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→兵庫県（しあわせの村） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→兵庫県（甲子園浜海浜公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→兵庫県（三木総合防災公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→兵庫県（西播磨広域防災拠点） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→兵庫県（淡路ふれあい公園） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→奈良県（第二浄化センター） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→奈良県（吉野川浄化センター） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（県立橋本体育館） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県→和歌山県（有田総合庁舎） 農林水産省 国土交通省 

神奈川県、石川県、富山県→和歌山県（川辺

町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 
農林水産省 国土交通省 

石川県、福井県→和歌山県（新宮市立佐野体

育館､ｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 
農林水産省 国土交通省 

石川県→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ Big-u） 農林水産省 国土交通省 

福井県→和歌山県（サンナンタンランド） 農林水産省 国土交通省 

長崎県→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
農林水産省 国土交通省 

島根県→岡山県（吉永海洋センター総合グラ

ウンド） 
農林水産省 国土交通省 

島根県、鳥取県、佐賀県→岡山県（倉敷スポ

ーツ公園） 
農林水産省 国土交通省 

鳥取県→広島県（広島県防災拠点施設） 農林水産省 国土交通省 

島根県→山口県（柳井市民球場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（蔵本公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（鳴門競艇場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→徳島県（川上農村広場） 農林水産省 国土交通省 

佐賀県→香川県（香東川公園成合運動場） 農林水産省 国土交通省 

長崎県→愛媛県（愛媛県総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

長崎県→愛媛県（山根公園） 農林水産省 国土交通省 
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福岡県→愛媛県（西予市宇和運動公園陸上競

技場） 
農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（高知市総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（室戸広域公園） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（高知青少年の家） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（県立窪川高等学校） 農林水産省 国土交通省 

福岡県→高知県（四万十市安並運動公園） 農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→大分県（総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→宮崎県（生目の杜運動公園はんぴ

ドーム） 
農林水産省 国土交通省 

鹿児島県→宮崎県（北川町総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

 
○食料以外 

輸送内容 輸送区間 
物資調達の 

調整主体 

物資輸送の 

調整主体 

群馬県→長野県（茅野市運動公園総合体育

館） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（県営名古屋空港） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（岡崎中央総合公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（県一宮総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（大高緑地） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（北部墓地公園垂坂サッカ

ー場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（三重県消防学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県立津東高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（松阪市民文化会館） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県営サンアリーナ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県立志摩高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（三重県東紀州（紀北）広

域防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校

舎）］） 

消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（熊野市山崎運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→滋賀県（彦根総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

調整粉乳の搬送 

東京都→滋賀県（希望が丘文化公園（青年

の城：文化ゾーン）） 
消防庁 物資供給都道府県 
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東京都→奈良県（第二浄化センター） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→奈良県（吉野川浄化センター） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立橋本体育館） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（有田総合庁舎） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（新宮市立佐野体育館､ｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞ） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（ｻﾝﾅﾝﾀﾝﾗﾝﾄﾞ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都、島根県→岡山県（倉敷スポーツ公

園） 
消防庁 物資供給都道府県 

島根県→広島県（広島県防災拠点施設） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（蔵本公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（鳴門競艇場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（阿南中学校グラウンド） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（川上農村広場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→香川県（香東川公園成合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛媛県（愛媛県総合運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛媛県（山根公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛媛県（西予市宇和運動公園陸上

競技場） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（高知市総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（高知青少年の家） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（四万十市安並運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→大分県（総合運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

群馬県→長野県（茅野市運動公園総合体育

館） 
農林水産省 国土交通省 

群馬県→岐阜県（岐阜競輪駐車場） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→岐阜県（浅中公園） 農林水産省 国土交通省 
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群馬県→静岡県（県立草薙総合運動場） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→静岡県（静岡県武道館大道場） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 農林水産省 国土交通省 

群馬県→静岡県（浜松市オートレース場） 農林水産省 国土交通省 

東京都→三重県（北部墓地公園垂坂サッカ

ー場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（三重県消防学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（県立津東高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→三重県（松阪市民文化会館） 消防庁 物資供給都道府県 

富山県、石川県→三重県（県営サンアリー

ナ） 
消防庁 物資供給都道府県 

富山県→三重県（県立志摩高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

富山県→三重県（三重県東紀州（紀北）広

域防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校

舎）］） 

消防庁 物資供給都道府県 

富山県→三重県（熊野市山崎運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立橋本体育館） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（有田総合庁舎） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 消防庁 物資供給都道府県 

富山県→和歌山県（新宮市立佐野体育館､ｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞ） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
消防庁 物資供給都道府県 

富山県→和歌山県（サンナンタンランド） 消防庁 物資供給都道府県 

長崎県→徳島県（蔵本公園） 消防庁 物資供給都道府県 

長崎県→徳島県（鳴門競艇場） 消防庁 物資供給都道府県 

長崎県→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→徳島県（川上農村広場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都、島根県、佐賀県、長崎県、鹿児島

県→高知県（高知市総合運動場） 
消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県、鳥取県→高知県（高知青少年の家） 消防庁 物資供給都道府県 

毛布の搬送 

島根県→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 
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島根県→高知県（四万十市安並運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

群馬県、埼玉県→静岡県（県立草薙総合運

動場） 
消防庁 物資供給都道府県 

埼玉県→静岡県（静岡県武道館大道場） 消防庁 物資供給都道府県 

埼玉県→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

埼玉県→静岡県（浜松市オートレース場） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県、佐賀県→徳島県（阿南中学校グラ

ウンド） 
消防庁 物資供給都道府県 

島根県→徳島県（川上農村広場） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（四万十市安並運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

埼玉県→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→静岡県（浜松市オートレース場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛知県（県営名古屋空港） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛知県（岡崎中央総合公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛知県（県一宮総合運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛知県（大高緑地） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（北部墓地公園垂坂サッカ

ー場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（三重県消防学校） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（県立津東高等学校） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（松阪市民文化会館） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（県営サンアリーナ） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（県立志摩高等学校） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（三重県東紀州（紀北）広

域防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校

舎）］） 

厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→三重県（熊野市山崎運動公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→和歌山県（県立橋本体育館） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→和歌山県（有田総合庁舎） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→和歌山県（川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 厚生労働省 物資供給事業者 

小児おむつの搬送 

埼玉県→和歌山県（新宮市立佐野体育館､ｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞ） 
厚生労働省 物資供給事業者 
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埼玉県→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→和歌山県（ｻﾝﾅﾝﾀﾝﾗﾝﾄﾞ） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→岡山県（倉敷スポーツ公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→山口（柳井市民球場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→徳島県（蔵本公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→徳島県（鳴門競艇場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→香川県（香東川公園成合運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛媛県（愛媛県総合運動公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛媛県（山根公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→愛媛県（西予市宇和運動公園陸上

競技場） 
厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→高知県（高知市総合運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

埼玉県→高知県（高知青少年の家） 厚生労働省 物資供給事業者 

島根県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→徳島県（川上農村広場） 消防庁 物資供給都道府県 

佐賀県、鹿児島県→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（四万十市安並運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

栃木県→静岡県（県立草薙総合運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→静岡県（静岡県武道館大道場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→静岡県（県立小笠山総合運動公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→静岡県（浜松市オートレース場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（北部墓地公園垂坂サッカ

ー場、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場） 
厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（ｱｲﾘｽﾊﾟｰｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（三重県消防学校） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（県立津東高等学校） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（松阪市民文化会館） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（県営サンアリーナ） 厚生労働省 物資供給事業者 

大人用おむつの搬

送 

栃木県→三重県（県立志摩高等学校） 厚生労働省 物資供給事業者 
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栃木県→三重県（三重県東紀州（紀北）広

域防災拠点［県立尾鷲高等学校（光が丘校

舎）］） 

厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→三重県（熊野市山崎運動公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（県立橋本体育館） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（有田総合庁舎） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（新宮市立佐野体育館､ｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞ） 
厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→和歌山県（ｻﾝﾅﾝﾀﾝﾗﾝﾄﾞ） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→岡山県（倉敷スポーツ公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→徳島県（蔵本公園） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→徳島県（鳴門競艇場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→徳島県（阿南中学校グラウンド） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→香川県（香東川公園成合運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→高知県（高知市総合運動場） 厚生労働省 物資供給事業者 

栃木県→高知県（高知青少年の家） 厚生労働省 物資供給事業者 

東京都→愛知県（県営名古屋空港） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（岡崎中央総合公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（県一宮総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→愛知県（大高緑地） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立和歌山ﾋﾞｯｸﾞﾎｴｰﾙ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立橋本体育館） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（有田総合庁舎） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（川辺町ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾀｰﾐﾅﾙ） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（新宮市立佐野体育館､ｸﾞ

ﾗﾝﾄﾞ） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→和歌山県（県立情報交流ｾﾝﾀｰ

Big-u） 
消防庁 物資供給都道府県 

簡易トイレの搬送 

東京都→和歌山県（ｻﾝﾅﾝﾀﾝﾗﾝﾄﾞ） 消防庁 物資供給都道府県 
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東京都→岡山県（岡山操車場跡地公園（仮

称）） 
消防庁 物資供給都道府県 

東京都→岡山県（倉敷スポーツ公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（蔵本公園） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（鳴門競艇場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→徳島県（吉野川市鴨島運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都、島根県→徳島県（阿南中学校グラ

ウンド） 
消防庁 物資供給都道府県 

島根県→徳島県（川上農村広場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（高知市総合運動場） 消防庁 物資供給都道府県 

東京都→高知県（高知青少年の家） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（室戸広域公園） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（県立窪川高等学校） 消防庁 物資供給都道府県 

島根県→高知県（四万十市安並運動公園） 消防庁 物資供給都道府県 

 
 
注）・輸送調整主体欄の「物資供給都道府県」とは、物資の供給を予定している非被災都道府県が協定等を

締結している一般貨物運送事業者を利用することをさす。 

  ・輸送調整主体欄の「国土交通省」とは、国土交通省が一般貨物自動車運送事業者等に対して物資搬送

の調整を行うことをさす。 

  ・輸送調整主体欄の「物資供給事業者」とは、物資供給事業者が自社の輸送手段等を利用することをさ

す。 
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別表４－４  民間フェリーによる部隊の輸送 
 

区間 規模 
省庁名 

起点 終点 人 車両 
小樽 舞鶴 約 800人 約 150台 
小樽 新潟 約 800人 約 140台 
苫小牧 八戸 約 2,500人 約 500台 
苫小牧東 敦賀 約 500人 約 120台 
苫小牧 大洗 約 1,000人 約 200台 
苫小牧 新潟 約 900人 約 180台 
苫小牧 仙台 約 700人 約 170台 
函館 青森 約 13,000人 約 3,000台 
室蘭 青森 約 600人 約 150台 
臼杵 八幡浜 約 3,500人 約 1,050台 
別府 八幡浜 約 3,000人 約 900台 
別府 三崎 約 2,000人 約 600台 

防衛省 

佐賀関 三崎 約 4,600人 約 650台 
苫小牧 大洗 約 700人 約 100台 警察庁 
那覇 鹿児島 約 100人 約 10台 
小樽 舞鶴 約 600人 約 150台 
苫小牧 大洗 約 600人 約 150台 

消防庁 

那覇 鹿児島 約 100人 約 20台 
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別図１－１ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図
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別図１－２ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図（東海） 
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別図１－３ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図（中部） 
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別図１－４ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図（近畿） 
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別図１－５ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図（中国） 
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別図１－６ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図（四国） 
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別図１－７ 緊急輸送ルート、進出拠点、物資拠点 一覧図（九州） 
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別図２－１ 東京都 活動拠点一覧図 
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別図２－２ 長野県 活動拠点一覧図 
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別図２－３ 岐阜県 活動拠点一覧図 
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別図２－４ 静岡県 活動拠点一覧図 
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別図２－５ 愛知県 活動拠点一覧図 
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別図２－６ 三重県 活動拠点一覧図 
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別図２－７ 滋賀県 活動拠点一覧図 
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別図２－８ 京都府 活動拠点一覧図 
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別図２－９ 大阪府 活動拠点一覧図 
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別図２－１０ 兵庫県 活動拠点一覧図 
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別図２－１１ 奈良県 活動拠点一覧図 
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別図２－１２ 和歌山県 活動拠点一覧図 
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別図２－１３ 岡山県 活動拠点一覧図 
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別図２－１４ 広島県 活動拠点一覧図 
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別図２－１５ 山口県 活動拠点一覧図 



 

警察＋消防＋自衛隊 
警察＋消防 
消防＋自衛隊 

警察＋自衛隊 
警察 
自衛隊 
消防 

凡例 

別図２－１６ 徳島県 活動拠点一覧図 
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別図２－１７ 香川県 活動拠点一覧図 
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別図２－１８ 愛媛県 活動拠点一覧図 
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別図２－１９ 高知県 活動拠点一覧図 
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別図２－２０ 大分県 活動拠点一覧図 
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別図２－２１ 宮崎県 活動拠点一覧図 


