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１．計画の概要 

 

１－１．計画策定の背景 

 

首都圏は、他の地域と比べ人口や建築物、経済活動等が極めて高度に集積するとともに、

政治や行政、あるいは経済といった首都中枢機能も集積している。一方、首都圏及びその周

辺地域においては、これまでに関東大震災をはじめ大規模な地震が発生し、今後もその発生

が危惧されており、こうした大規模地震の発生により、人的・物的被害や経済被害が甚大と

なることが危惧されるとともに、地震発生時における首都中枢機能の継続性の確保が重要な

課題となっている。 

中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループでは、平成25年12月19日「首都直

下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（以下「内閣府ＷＧ報告」という。）において

被害想定を公表しており、死者は最大で2.3万人、建物等被害が最大で61万棟、経済被害が95

兆円に達する等甚大な被害となることが試算されている。 

また、地震発災後の応急災害対策（緊急物資の輸送等）を支える基幹的インフラである道

路については、内閣府ＷＧ報告において、各種道路被害の発生に加え、「沿道建物から道路へ

のガレキの散乱、電柱の倒壊、道路施設の損傷、停電に伴う信号の滅灯、延焼火災の発生、

放置車両の発生、鉄道の運行停止に伴う道路交通需要の増大等により、発災直後から、特に

環状八号線の内側を中心として、深刻な道路交通麻痺等が発生」し、災害対応に大きな支障

となることが危惧されている。このことから、地震発生後直ちに迅速な道路啓開が可能とな

るよう、首都直下地震における道路啓開計画を立案しておくことは非常に重要な課題である。 

 
図 1 「首都直下地震」想定震度分布 

 （出典）「首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）平成 25 年 12 月」

（中央防災会議首都直下地震対策検討ワーキンググループ）
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１－２．道路啓開計画の目的 

 

東日本大震災では、負傷者の命を救い、被災者に緊急物資を届けるルートを確保するため、

緊急通行車両が移動できるルートを切り啓く「道路啓開」（「くしの歯」作戦）を実行し、人

命救助や緊急物資の輸送、復旧・復興に大きく貢献した。 

人命救助で生存率が大きく変化する時間は３日間とされ、一般的に『７２時間の壁』と言

われている。これまでの時間に迅速な道路啓開できるかどうかが人命救助に直結することと

なる。 

平成26年3月28日閣議決定の「首都直下地震緊急対策推進基本計画」においては、道路の耐

震対策やネットワーク多重化とともに、早期の道路啓開や一般車両の交通制御等の重要性に

触れ、深刻な道路交通麻痺へ対応するための各機関が行うべき道路啓開、放置車両の処理及

び交通制御の手順や役割を明確にした具体的計画を作成し、それぞれの機関が役割に応じた

具体的な行動を明確化し、たゆまぬ訓練の実施を含め体制の整備に努めることとされている。 

また、平成26年4月1日策定の国土交通省首都直下地震対策計画においても、関係機関や業

界等と連携しつつ、状況に応じた優先的な道路啓開を実施することとされ、このために平時

から準備しておくべき事項として、以下の項目が挙げられている。 

・発災後に道路状況に関する情報共有や啓開作業の調整等を行うため、道路管理者等関係

機関による協議会を活用する。 

・発災後に道路啓開に必要な重機やレッカー車等を確実に確保するため、建設業界やレッ

カー業界等との災害協定を締結する。 

・緊急輸送ルートを基本とした道路啓開計画を策定し、関係機関と共有する。 

・緊急通行車両の円滑な移動のため、首都高速と一般道路を連携させた緊急輸送ルートの

確保方策について検討を推進する。 

さらに、平成 26 年 11 月 21 日に災害対策基本法の一部を改正する法律が施行され、迅速な

道路啓開に向けた措置として放置車両対策等の強化を図るための措置が盛り込まれた。これ

により、首都直下地震をはじめとする大規模な災害発生時に、図 2 の流れに示す手続きを経

て道路管理者が放置車両・立ち往生車両の移動・撤去を行うことが可能となった。この法改

正の趣旨に鑑み、車両移動を含む道路啓開が発災後迅速に進められるよう、啓開の手順・体

制等を定めた具体計画を作成し、その準備を進めておくことが重要である。 
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図 2 改正災害対策基本法に基づく車両移動の流れ（直轄国道） 

 

以上を踏まえ、首都直下地震発生時の道路啓開について、より具体的な計画を策定するた

めに、平成 26 年７月に関係行政機関からなる「首都直下地震道路啓開計画検討協議会」を組

織し、検討を進めてきた。 

本計画は、先に示した内閣府の被害想定のもと、郊外側から都心部へ向けて効率的かつ迅

速な道路啓開を実施するにあたり、道路啓開の考え方や手順、具体的な啓開方法に加え、事

前に備えておくべき事項等をまとめたものである。 

 

 

１－３．道路啓開計画の要旨 

 

内閣府ＷＧ報告の被害想定では、都心２３区の多くで震度６強以上となるなど、強い揺れ

による壊滅的な被害が想定されている。道路被害についても、都区部の一般道を対象に、液

状化による沈下、倒壊建物のガレキによる閉塞によって通行できない区間が大量に発生し、

渋滞と相まって復旧には１か月を要することが見込まれる等甚大な被害が想定されている。 

一方、都心部には想定される被災者数や被害規模に比べ、道路啓開等に必要となる人員、

物資や機材が不足している現状にあり、都心２３区の外からの救援・支援が必要となると考

えられる。また、都心部は道路ネットワークが密であり、緊急輸送道路に指定されている道

路も数多く存在するが、これら全てを同時に啓開することは、限られた人員、資機材では限

界があり、かつ相当な時間を要する上に、のちの救命救助や復旧活動に多大な支障を来すこ

ととなる。 
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以上のことから本計画では、道路啓開を実施するにあたり、あらかじめ首都直下地震発災

時に優先的に啓開するルート（以下、「優先啓開ルート」という。）を絞り込み、この優先啓

開ルートに人員、資機材を集中的に投入することで、いち早く都心部までルートを切り開く

方針とする。 

 

 

１－４．八方向作戦 

 

本計画では、都心２３区内で震度６弱以上の地震が発生した場合に、全国各方面からのア

クセスが可能となるよう、放射方向の道路を活用し、都心に向けた八方向（八方位）毎に優

先啓開ルートを設定して、郊外から一斉に進行する作戦（以下、「八方向作戦」という。）で

道路啓開を実施することとする。各道路管理者が連携・協力のもと、八方向毎に、高速道路、

国道、都道の被害が少ない区間を交互に利用する（いわゆるあみだ状に組み合わせる）こと

により、少なくとも都心へ向かう１車線及び都心から郊外へ向かう１車線（合計２車線）を

緊急に確保することで、より短時間で必要な路線を啓開していくこととする。 

八方向作戦では、道路啓開がその後の消火活動や救命・救助活動、緊急物資の輸送等を支

えるとともに、人命救助の７２時間の壁を意識しつつ、発災後４８時間以内に各方向最低１

ルートは道路啓開を完了することを目標とする。 

 

 

図 3 首都直下地震に備えた“八方向作戦”による道路啓開 
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２．事前の備え  

 

首都直下地震の発災時に迅速に道路啓開を実施するためには、当日の道路啓開活動を念頭

に、道路啓開作業量（被災状況）の想定及びそれに対応した人員・資機材の確保、関係機関

との情報共有・必要な調整等を図るとともに、訓練の実施による現場対応力の向上等の事前

準備が非常に重要となる。従って、関係機関との情報共有・必要な調整のもと、各道路管理

者が以下に示す事項について取り組む。 

 

 

２－１．道路におけるリスク情報の把握 

 

優先啓開ルートの設定にあたっては、道路の被災状況を出来るだけ早急かつ正確に把握し

た上で検討することになるが、首都直下地震の発災時には、地震の規模や震源、発生日時や

被害の程度等によっては、点検すら満足に行えず、被災状況に関する情報がほとんど入手で

きないといった事態も生じうる。こうした不測の事態に備えつつ、発災後のできるだけ早い

段階から優先啓開ルートの検討が容易となるよう、道路に関係する潜在的なリスク情報につ

いて、可能な限り把握しておくことが重要である。 

道路に関係する潜在的リスク情報としては、①耐震対策未実施箇所、老朽化の状況、急線

形の箇所や幅員狭小区間等の道路本体に関するもの、②木造住宅密集地域、ゼロメートル地

帯、液状化の可能性の高い等の地域・沿道状況に関するもの、③震度想定や津波浸水区域等

の被災想定に関するもの等がある。こうした潜在的リスク情報について、方向別にそれぞれ

が有する道路事情や地域の状況・被災の様相等を適切に踏まえて適切かつ幅広に収集し、発

災後直ちに優先啓開ルートの検討に用いることが可能となるよう、図 4 に示すようなリスク

情報を記載した図面等を各方向別に事前に準備しておくことが重要である。 

 



6 
 

 

図 4 道路に関係する主な潜在的リスク情報  

【道路種別】
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
国道
都道・補助国道

【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・その他
液状化の可能性が高い地域
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

凡例

高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

（出典） 

首都高速大規模更新・修繕箇所：「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

液状化の可能性が高い地域：「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局  

木造住宅密集地域：「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1月）東京都  

ゼロメートル地帯：国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

0 5km
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２－２．被害の想定 

 

道路啓開計画の検討にあたっての基礎情報として、まず想定される被災状況を可能な限り

具体的に想定することが必要である。そこで、中央防災会議及び東京都の被害想定をもとに、

以下の通り被害の種別ごとに各種条件を設定し、発生する道路被害を想定する。 

なお、直轄国道において設定した被害想定の例を以下に示す。本計画における被災の想定

は、あくまで一定の仮定に基づくものであり、実際の被災は、地震の規模や時間帯、交通状

況によって異なる場合があることに留意が必要である。 

 

＜直轄国道の被害想定の例＞ 

 

【道路本体（橋梁）】 

○大被害 

内閣府ＷＧ報告にも記載されている通り、首都高速道路（以下「首都高」）、直轄国道及

び緊急輸送ルートとして想定している道路の橋梁は、落橋や倒壊等の甚大な災害を防止す

る耐震化対策をおおむね完了しており、甚大な被害の発生は限定的であると仮定する。 

 
写真 1 東日本大震災の被害状況 

（出典）東日本大震災を踏まえた緊急提言（国土交通省） 

 

○中小被害 

想定される被災として、揺れによる支承部からの逸脱と、液状化による橋台背面の段差

を仮定する。 

東京国道事務所管内及び都県境に立地する 148 橋梁のうち、以下の状況を仮定する。 

・現地状況等により地震時に被害の発生が懸念される橋梁は 4 橋梁（境川橋、松代橋、

昭和橋、松泉橋）（想定段差：約 20ｃｍ）。 

・液状化により橋梁段差の発生が懸念される橋梁は、27 橋。 
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図 5 液状化により橋梁段差の発生が懸念される渡河橋梁 

 

・この内、荒川（12 橋）、多摩川（3 橋）を渡河する橋梁の橋台（15 橋梁）は、橋台背面

が高盛土となっているため、大きな段差（想定段差：約 40cm）の発生が懸念。 

・その他の渡河橋梁の橋台（12 橋梁）背面に発生する段差は東日本大震災の被害状況を

参考に、約 30cm と想定。 

・段差の発生が想定される橋梁の合計は、31 橋梁であり、段差の平均は約 30cm と想定。 

 

表 1 橋梁段差のまとめ 

誘因 内容 想定橋梁数 想定段差 

揺れ 現地状況等により被災の発生が懸念される橋梁 ４橋 約２０cm

液状化 荒川、多摩川を渡河する橋梁の橋台 １５橋 約４０cm

その他の渡河橋梁の橋台 １２橋 約３０cm

合計（平均） ３１橋 約３０cm

 

○歩道橋の落橋 

歩道橋に付属されている標識・看板や部材などの落下や、昇降階段部の一部損壊が過去

事例より懸念されるものの、これらは道路を閉塞するまでのリスクではないと仮定する。 

 

【路上車両】 

路上車両は、以下のように想定する。 

・発災時の路上車両数：通常（ピーク）時の交通量 

・・・Ｈ２２センサスのピーク時交通量と混雑時の速度から交通密度を算出し、

区間延長を掛け合わせることにより算出 

・発災後の車両の割合：関東地方整備局想定 

・・・立ち往生車両（６割）、放置車両（３割）、その他※（１割） 

※その他：被災して移動不能となった車両など 

 

No. 路線番号 橋梁名称

荒1 357
荒川河口右岸高架橋（山、海）
荒川河口橋（山、海）

荒2 14
小松川小橋、小松川大橋、小松川2号
高架橋、新小松川小橋、新小松川2号
高架橋、新小松川大橋

荒3 6
新四ツ木１号高架橋、新四ツ木橋、新
四ツ木２号高架橋、四ツ木橋

荒4 4 千住大橋、千住新橋
多1 15 六郷橋（横浜国道）
多2 1 多摩川大橋
多3 246 新二子橋（横浜国道）
他1 14 両国橋
他2 14 中川新橋（下り）

他3 14
江戸川大橋（京葉道路、NEXCO東日
本）

他4 6 言問橋
他5 6 四ツ木陸橋
他6 6 中川大橋
他7 6 新葛飾橋、新葛飾橋（下り）
他8 4 草加高架橋

（出典） 

「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」

（平成 25 年 3月）東京都建設局・港湾局 
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【沿道施設】 

○沿道ビル・木造家屋の倒壊 

東京都の耐震化率について、平成 24 年度末で特定緊急輸送道路沿道の建築物で高さが路

幅員の概ね 1/2 を超える建築物では、耐震化率約 80%と耐震化が促進されている（出典：「東

京都耐震改修促進計画」（平成 24 年 3 月）東京都）。 

優先啓開ルートとしての利用が想定される路線の沿道は堅牢な建物がほとんどであり、

沿道建物の倒壊による道路閉塞リスクはここでは想定しないものとする。また、ガラスや

看板等の落下が懸念されるものの、東日本大震災の実績と同様に大部分は歩道範囲で収ま

ると想定する。 

 
図 6 路線 1km 区間で発生するガレキの想定イメージ 

 

○沿道火災 

都心部には木造密集地域等の火災の発生が懸念される地域が存在するが、優先啓開ルー

トとしての利用が想定される首都高、直轄国道、都道の沿道はほぼ堅牢な建築物であり、

沿道火災による道路閉塞リスクはここでは想定しないものとする。 

点在する幹線道路沿道の木造家屋が延焼した場合でも、幹線道路を閉塞するまでに至ら

ないと仮定する。 

 

 

【占用物件】 

○電柱 

都内の直轄国道では無電柱化が促進され、事業中および未事業化区間は 43.0km である。 

東日本大震災の際は、電柱が液状化の影響で傾くなど変位が生じるケースが発生した。

そこで、危険側の想定として、液状化のリスクの高い地域にある電柱は全て倒壊すると仮

定する。 

液状化の可能性が高い地域の直轄国道は、国道 6号の 2km 区間と国道 14 号の 2km 区間が

想定される。 

3
.5
m

3
.5
m

1
.0
m

歩道部

中央分離帯

耐震化され
た建物

未耐震 未耐震

1,000  m100 m 100  m ・・・ 未耐震区間合計 200m

壁・ガラ スなど
１０％のガレキ量

が発生

壁・ガラ スなど
１０％のガレキ量

が発生

耐震化され
た建物

耐震化され
た建物

耐震化され
た建物

耐震化され
た建物

耐震化され
た建物

耐震化され
た建物

耐震化され
た建物
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図 7 直轄国道の無電柱化未実施箇所と液状化の可能性を照合した電柱倒壊リスク箇所 

 

 

以上の被災想定を踏まえた被災想定量の試算結果は、表 2 に示すとおりである。 

 

表 2 被災想定量の試算結果（直轄国道） 

立ち往生車両 放置車両 その他※３

Ｒ１ 18.2 1,000 600 300 100 1 160 -

Ｒ１５ 18.1 900 540 270 90 1 160 -

小計 36.3 1,900 1,140 570 190 2 320 -

２． 南西 川崎国道 Ｒ２４６ 13.7 3,200 1,920 960 320 1 120 -

３． 西 相武国道 Ｒ２０ 16.5 3,300 1,980 990 330 1 150 -

Ｒ１７ 18.8 2,900 1,740 870 290 2 170 -

Ｒ２５４ 15.2 2,400 1,440 720 240 0 140 -

小計 34.0 5,300 3,180 1,590 530 2 310 -

５． 北 北首都国道 Ｒ４ 14.5 4,400 2,640 1,320 440 4 130 -

Ｒ６ 14.7 3,500 2,100 1,050 350 8 130 2

Ｒ１４ 9.1 2,200 1,320 660 220 10 80 2

小計 23.8 5,700 3,420 1,710 570 18 210 4

７． 東 千葉国道 Ｒ３５７ 19.0 600 360 180 60 3 170 -

24,400 14,640 7,320 2,440 31 1,410 4

※１ 区間長：東京国道事務所の管理延長。

※２ 路上車両：【エリア】東京２３区内、【台数】H22センサスデータのピーク時交通量

路上車両：【割合（関東地方整備局想定）】立ち往生車両（６割）、放置車両（３割）、その他※３（１割）

※３ その他：被災して移動不能となった車両など

※４ 橋梁段差：液状化により橋梁段差の発生が懸念される渡架橋が27橋。

橋梁段差：現地状況などにより、被害の発生が懸念される橋梁が4橋。

※５ ガレキ：H24末の東京都の耐震化率80%を考慮。1kmあたり9.0m3のガレキが発生するものと想定。

※６ 電柱：液状化の可能性の高い範囲における無電柱化未実施区間の延長。

※ 端数処理により、合計が合わない場合がある。

路線名 橋梁段差
※４

（橋）

電柱倒壊
※６

（km）

 路上車両※２  （台） ガレキ
※５

（m3）

上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開の作業では、時間を要する対応を回避するため対象として
いない。
上記『項目』については、『首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年）』における想定対象項目の一例を記載したもの
であり、実際の被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

※

※

北西

北東

方位
区間長

※１

（km）

合計

６． 首都国道

４． 大宮国道

１． 横浜国道南

被災種別

事務所名
(P14参照)

（出典）「東京都２３区内の無電柱化状況図」（平成 26 年 4月）国土交通省道路局 

「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3月）東京都建設局・港湾局  
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２－３．道路啓開候補路線の選定 

 

八方向作戦の実施にあたっては、限りある資機材・啓開部隊を、特定の路線・区間に集中

投入することが、迅速な啓開の重要な要素である。従って、八方向作戦の道路啓開を実施す

る候補となる路線（以下、「道路啓開候補路線」という。）として、 

・自衛隊、警察、消防等の各拠点へのアクセス 

・想定される道路被災の状況 

・道路幅員（原則４車線以上） 

・車両通行禁止規制が予定されている道路 

等を総合的に勘案し、方向別に次表に示す高速道路、国道、都道を道路啓開候補路線として

設定した。 

また、各方向の責任啓開事務所を表 3 に示す。 

 

表 3 八方向別の道路啓開候補路線一覧 

方向 道路啓開候補路線 責任啓開事務所 

０．都心 国道 357 号、国道 15 号、国道 20 号、外堀通り 
東京国道事務所 

<東京都千代田区>

１．南 首都高湾岸線、首都高横羽線、国道 15 号、国道 1号 
横浜国道事務所 

<神奈川県横浜市>

２．南西 東名高速、第三京浜、首都高 3号線、国道 246 号 
川崎国道事務所 

<神奈川県川崎市>

３．西 中央道、首都高 4号線、国道 20 号 
相武国道事務所 

<東京都八王子市>

４．北西 関越道、首都高 5号線、国道 17 号、国道 254 号、目白通り 
大宮国道事務所 

<埼玉県さいたま市>

５．北 東北道、首都高川口線、国道 4号、国道 122 号 
北首都国道事務所 

<埼玉県草加市>

６．北東 
常磐道、首都高 6号線、国道 6号 

京葉道路、首都高 7号線、国道 14 号 

首都国道事務所 

<千葉県松戸市>

７．東 東関東道、首都高湾岸線、国道 357 号 
千葉国道事務所 

<千葉県千葉市>

８．南東 東京湾アクアライン 
NEXCO 東日本 

（千葉国道事務所） 

※責任啓開事務所：首都直下地震発災時に各方向の優先啓開ルートの連絡・調整を行う事務所。 

※上記以外の路線についても、優先啓開ルートに設定する場合がある。 
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図 8 八方向作戦の道路啓開候補路線及び関係機関の進出拠点 

 

 

 

 

発災時には、この道路啓開候補路線の中から、被災箇所・被災規模が比較的少ない路線・

区間を相互に組み合わせ優先啓開ルートを設定する。これらの優先啓開ルートには、災害対

策基本法第７６条の６による道路の指定を行い、啓開に障害となる車両を迅速に移動できる

ようにする。各道路管理者は、設定された優先啓開ルートを構成するそれぞれの管理区間の

道路啓開を優先的に実施するとともに、関係道路管理者は当該道路啓開の実施にあたり、そ

れぞれの役割に応じて一体的かつ連携・協力して取り組むほか、各道路管理者及び関係機関

は情報共有・必要な調整を行う。 

また、方向別に道路啓開の部隊・資機材が集結する拠点（以下、「集結拠点」という。）を

事前に設定し、発災後早急に集結し啓開を開始できる体制を整えておくこととする。なお、

直轄国道の啓開部隊において設定している集結拠点を以下に示す。 

 

（各機関の拠点についての出典） 

「内閣府所管防災施設」内閣府公表  

「国土交通省業務継続計画（第 3 版）」（平成 26 年 4 月）国土交通省 
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図 9 八方向作戦の集結拠点（直轄国道） 

 

表 4 八方向作戦の集結拠点（直轄国道） 

方向 拠点名 

南 
□1 国道１５号と交差する国道４０９号（川崎競馬場付近） 

□2 多摩川大橋神奈川県側橋詰 

南西 □3 川崎国道事務所 

西 □4 下高井戸資材置場 

北西 □5 戸田バスターミナル（調整中） 

北 □6 国道４号と交差する国道２９８号の側道部 

北東 
□7 外環道と国道６号の交差部 

□8 外環道と京葉道路の交差部 

東 □9 船橋防災センター 

南東 － 
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２－４．タイムラインの作成 

 

首都直下地震発災後、八方向作戦を実施するにあたり、いつ何をするかについて明らかに

した具体的な行動計画（以下、「タイムライン」という。）を作成しておくことは、迅速な啓

開を実施する上で、かつ啓開活動に従事する者の意識醸成の観点でも極めて有効である。従

って、八方向作戦の方向別に出来るだけ詳細なタイムラインを作成することとする。タイム

ラインは、八方向毎に優先啓開ルートの啓開を連絡・調整にあたるそれぞれの責任啓開事務

所が主体となって作成するものとする。 

また、タイムラインの作成にあたっては、八方向別のエリアの実情を適切に反映した出来

るだけ現実的な被災状況について、地震発生の季節・時間帯や平休日等の違いを考慮して八

方向それぞれで設定し、優先啓開ルート案の設定及びこれに基づく啓開の流れを構築してお

くこととする。 

なお、想定する被災量は、あくまで一定の仮定に基づくものとなるため、実際の被災は地

震の規模や時間帯、交通状況によって異なる場合があることに留意が必要である。 

 

 

２－５．人員・資機材等の体制構築・民間事業者との連携 

 

（１）必要資機材量・班体制の設定 

 

道路啓開を迅速かつ効率的に行うためには、被災状況（啓開作業量）に応じた啓開能力を

確保することが必要となる。そこで、ここでは２－２の被災想定で算出した被災量等をもと

に、啓開作業に必要となる重機や敷鉄板等の資機材、オペレータや作業員等の人員・班体制

等の数量を八方向別にそれぞれ想定するものとする。 

 

ここで、道路啓開候補路線の４８時間での啓開に必要な資機材量及び班体制の試算にあた

り、直轄国道で設定した試算条件の例を以下に示す。 

 

＜直轄国道の試算条件の例＞ 

 

方向別に必要となる資機材量及び班体制の試算にあたって設定した被災種別毎の班体制

を以下に示す。 

 

○橋梁段差 

・約３０ｃｍの橋梁段差の補修は、１班を構成する作業員の人数による。 

・橋梁段差の補修は、土のう積立とする。 

・作業員４人の場合、上下各１車線（４箇所／橋）を啓開するのに要する作業時間は、

４．０時間とする。 
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○路上車両 

・路上車両１台あたりの啓開時間は、表 5 のとおりとする。 

表 5 路上車両１台あたりの啓開時間 

路上車両 車種 
啓開時間※３ 排除方法 

対象 割合※２ 区分 

立ち往生車両 ６割 ― １分／台 誘導等（運転者乗車・自走可）

放置車両 ３割 
大型 ２０分／台 レッカー等 

小型 ３分／台 フォーク付ホイールローダ等 

その他※１ １割 
大型 ３０分／台 レッカー等 

小型 ６分／台 フォーク付ホイールローダ等 

※１被災して移動不能となった車両など 

※２関東地方整備局想定 

※３出典：第２回道路啓開時における路上車両移動技術研究会資料（平成 26年 8 月開催） 

 

○ガレキ 

・作業員１人の仕事量をガレキ１m3/h とする。 

・本試算では、１班は作業員９人で構成されていることを想定。 

 

○電柱倒壊 

・電柱倒壊に対する処理は、占用者（電力会社等）が主体となって行うものとする。 

・本試算では被災リスクとして示すものの、啓開時間に加えないこととする。 

 

なお、上記以外にも大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時

間を要する対応を回避するため想定の対象としていない。 

また、上記については、「首都直下地震等による東京の被害想定」（Ｈ２４）における想

定対象項目の一例を記載したものであり、実際の被災は想定と異なる場合がある。実際の

被災に応じて、臨機に対応することが重要である。 
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以上を踏まえ、必要資機材量及び班体制の試算結果を表 6 及び図 10 に示す。 

 

表 6 必要資機材量及び班体制の試算結果（直轄国道） 

Ｒ１ ２００　 ５　 １６　 ２　 １　 １　 ０　

Ｒ１５ ２００　 ５　 １６　 ２　 １　 １　 ０　

小計 ４００　 １０　 ３２　 ３　 ２　 ２　 ０　

２．南西 川崎国道 Ｒ２４６ ２００　 ５　 １６　 ４　 １　 １　 ０　

３．西 相武国道 Ｒ２０ ２００　 ５　 １６　 ４　 １　 １　 ０　

Ｒ１７ ４００　 １０　 ３２　 ４　 ２　 ２　 ０　

Ｒ２５４ ０　 ０　 ０　 ３　 ０　 １　 ０　

小計 ４００　 １０　 ３２　 ７　 ２　 ３　 ０　

５．北 北首都国道 Ｒ４ ８００　 １５　 ６４　 ６　 １　 １　 ０　

Ｒ６ １,６５０　 ３５　 １２８　 ４　 ３　 １　 １　

Ｒ１４ ２,０５０　 ４０　 １６０　 ３　 ３　 １　 １　

小計 ３,７００　 ７５　 ２８８　 ７　 ６　 ２　 ２　

７．東 千葉国道 Ｒ３５７ ６００　 １０　 ４８　 ２　 １　 １　 ０　

合計 ６,３００　 １３０　 ５００　 ３３　 １４　 １１　 ２　

※１資機材：１橋を啓開するのに必要な資機材量は、土のうが200袋、土砂が5m3、敷鉄板（1.5m*3.0m）が16枚として試算。

※２班体制：各作業項目に対する必要な部隊編成は、以下のように想定したものである。

※２路上車両班：路上車両排除の１班は、大型レッカー１台等、作業員数人と想定。

※２土木班：バックホウ１台とクレーン付トラック１台、作業員数人と想定

※２土木班：ただし、電柱倒壊対応において、ケーブル撤去は専門業者によるものとする。

※端数処理により、合計が合わない場合がある。

１．南 横浜国道

４．北西 大宮国道

６．北東 首都国道

ガレキ
処理

電柱倒壊
対応

路線名

※上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開の作業では、時間を要する対応を回避するため対象とし
ていない。
※上記『項目』については、『首都直下地震等による東京の被害想定（平成24年）』における想定対象項目の一例を記載したもの
であり、実際の被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

方向 事務所名

資機材（橋梁段差）※１ 班体制　（班）※２

土のう
（袋）

土量
（m3）

敷鉄板等
（枚）

路上車両
班

土木班

橋梁段差
補修

 

 
図 10 八方向別の必要資機材量（直轄国道） 

  

・ 道路種別

国道

高速道路（ＮＥＸＣＯ）

首都高速

・集結拠点

国道１５号と交差する国道４０９号

多摩川大橋堤防

川崎国道事務所

下高井戸資材置き場

戸田バスターミナル（調整中）

国道２９８号の側道部

外環交差部（国道６号）

外環交差部（京葉道路）

船橋防災センター

・備蓄場所

都心

南方向

南西方向

西方向

北西方向

北方向

北東方向

東方向

南東方向

・ 必要な備蓄量（直轄国道）

凡例

１

２

３

４

５

６

７

８

９

※必要資機材量は、東京２３区内の被災想定に対する量である。 



17 
 

（２）資機材の備蓄及び点検・啓開体制の構築 

 

初動体制を如何に迅速かつ確実に確保できるかが円滑な啓開活動はもとより後の消火活動、

救急救命活動等に大きく影響することとなる。従って、点検及び啓開が発災後迅速に開始し、

円滑に実施できるように、必要な人員体制・資機材の確保を図る。 

このうち、啓開に必要となる資機材については、各方向別に集結場所に迅速に搬入可能な

エリアに備蓄場所を設定し、平時から十分な量を備蓄しておくことを原則とする。 

各方向別に、資機材を備蓄する場所（備蓄場所）を図 11 及び表 7 に示す。備蓄が必要な

資機材については、新規購入を含めて適正な配備を迅速に行うこととする。 

なお、必要資機材量等については、一定の仮定に基づく試算であることを踏まえ、前提条

件である各種被災想定の見直しの際にはもちろん、今後の八方向別のタイムラインの作成に

あたっての各エリアの実情を踏まえたより現実的な被災状況の設定、さらには応急復旧工法

の技術開発に伴う新たな工法の適用等、あらゆる機会に常に見直しを行い、より現実的かつ

実践的な必要資機材量及び備蓄量となるよう留意することが必要である。 

 

 
図 11 八方向別の主な備蓄場所 
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表 7 八方向別の主な備蓄場所 

（南） 神奈川出張所、厚木出張所、保土ヶ谷出張所、大磯出張所、金沢国道出張所、小田原出張所

（南西） 川崎国道事務所

（西） 日野出張所、八王子国道出張所

（北西） 浦和出張所、熊谷国道出張所、春日部国道出張所、大宮出張所

（北） 戸田維持出張所

（北東） 首都国道事務所

（東） 千葉出張所、酒々井出張所、柏維持修繕出張所、船橋出張所

（南東） 木更津出張所

首都高速

ＮＥＸＣＯ東日本

ＮＥＸＣＯ中日本

直轄国道

管理者 備蓄場所

　　京浜管理事務所、所沢管理事務所、加須管理事務所、谷和原管理事務所、千葉管理事務所、東京湾アクアライン管理事務所

　　横浜保全・サービスセンター、八王子保全・サービスセンター

　　西東京管理局、東東京管理局、神奈川管理局

 

 

路上車両移動用の機材としてホイールローダを配備する場合、いつ起きるかわからない首

都直下地震の発生に備え、冬期以外は路上車両移動用のフォーク付ホイールローダとして首

都圏に配備しておくことを基本とする。なお、冬期においては、除雪対応用のホイールロー

ダとして配備するものの、八方向作戦による道路啓開が迅速に開始できる場所に配備するこ

ととする。 

車両排除用の機材としては、この他にも吊りベルトや車両をスライドさせる器具等があり、

これらの活用や配備についても検討を進める。 

また、橋梁段差、路上車両、ガレキ、電柱などの被災リスクに対応すべく、初動体制時に

必要となる重機、オペレータや作業員が発災後直ちに集結場所に自動参集できるよう体制を

整えるとともに、初動以降に順次必要となる資機材や人員等の支援体制も構築しておくこと

も重要である。 

以上のような、点検・啓開体制構築のため、資機材の確保や重機の手配、オペレータや作

業員の確保等実際に啓開作業に従事する建設業者・レッカー組合等の民間事業者との災害時

協定の締結又は見直しを図る。 

また、電柱倒壊や水道管の破裂等道路の占用物件の被災が発生した場合には、各専門業者

による対応が必要となる場合が想定されることから、被災時の撤去方法や役割分担等につい

て事前に調整し、その体制を整備しておくこととする。 

なお、重機等を多数使用する啓開活動には大量の燃料が必要となることから、一定量の備

蓄に加え、民間給油施設のみならず公的機関を含めた確実な燃料の優先調達体制を整えてお

くこととする。  
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２－６．訓練の実施 

 

本計画の実効性を高めるため、実践的な訓練を通じ、道路啓開に従事する者が地震発生後

に何をどのタイミングで何に留意して行うかといった具体的な行動について習熟しておくこ

とは非常に重要である。従って、平時から首都直下地震の発生を想定した各種訓練を関係機

関の連携・協力のもとに定期的に実施し、現場対応力の向上を図る。また、訓練の実施を通

じて得られた知見や課題等を踏まえ、本計画及び訓練の内容・方法について必要な見直しを

行う。 

また、災害対策基本法の改正により、緊急通行車両の通行を確保するため、車両その他の

物件については、道路管理者が自ら移動等の措置を実施することができることとなった。こ

れを踏まえ、定期的な訓練やフォーク付ホイールローダによる車両撤去等の新たな手法への

重点的・技術的訓練等を通じ、障害物の迅速な撤去についても技能の習熟を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

フォークリフトによる車両移動     フォーク付ホイールローダによる車両移動 

 

 

 

 

 

 

 

大型レッカーによる大型車両移動     占用者（電力会社）によるケーブル撤去 

 

 

 

 

 

 

 

    高速道路会社による橋梁段差補修       バックホウによるガレキ撤去 

 

 

  

写真 2 関東地方整備局等の防災実動訓練（平成２６年１０月） 
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２－７．事前広報の実施 

 

首都直下地震発生時においては、内閣府ＷＧでも指摘があるとおり特に環状八号線の内側

を中心に、深刻な道路交通麻痺等の発生が懸念されている。これには、膨大な量の路上車両

のうち放置される車両を道路利用者の協力によって如何に削減・抑制することができるかが

重要となり、発災直後の車の利用抑制（交通総量の抑制）、車のキーをつけたままの避難（移

動困難車両の削減）、優先啓開ルート及び車線への進入禁止（優先啓開ルートからの一般車両

排除）等についての理解と協力を得る必要がある。このため、地震発災時の心得やとるべき

行動等について、平時からドライバーへの周知徹底を図り、道路啓開への協力について理解

を求めていくこととする。 

また、帰宅困難者が優先啓開ルート上に広範に溢れ、啓開作業に多大な支障を来すことの

ないよう、都心への通勤・通学者に対して、道路啓開の重要性・必要性や優先啓開ルートや

道路啓開対象路線等について周知徹底を図る。 

既に各道路管理者や一部の関係機関は、大地震が発生した場合の停車・避難の方法、災害

時の交通規制等に関するアナウンスを行っている。これらの取り組みを含め、事前広報をあ

らゆる機会を活用し取組みの強化を図る。 

 

 

２－８．関係機関の計画との調整 

 

八方向作戦による道路啓開の実効性を高め、迅速な道路啓開を可能とするとともに、その

後の消火・救命救急活動や緊急物資の輸送へと有機的に繋げていくため、本啓開計画の内容、

特に八方向作戦の方向別の道路啓開候補路線を踏まえ、各道路管理者は今後作成する首都直

下地震に関する各種計画・ガイドライン等について、関係機関と必要な調整を図る。 
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３．発災後の対応 

 

３－１．被災状況の把握・集約及び区間指定 

 

八方向作戦においては、投入可能な人員・資機材に限りがあるため、効率的かつ迅速な優

先啓開ルートを選定するためには、道路の被災情報を的確に把握することが非常に重要とな

る。従って、各道路管理者は、発災後、直ちに初動体制を立ち上げ、道路啓開候補路線等の

点検を開始し、ＩＴＶ等による確認を含め速やかに被災状況の把握に努めることとする。 

点検は、各道路管理者が自ら行うことと併せ、各道路管理者が災害時の協定を締結してい

る協力会社においても、あらかじめ締結した協定に基づき自動的に行うこととするなど、そ

の体制を整えておくことが重要である。この場合の点検については、迅速な道路啓開を行う

ことができるかどうかを見極めることを主眼に実施する。このため、パトロールカーや自転

車等により、道路本体（段差・陥没）、倒壊建物のガレキ、路上車両、電柱倒壊等に関して、

被災等の状況や被災等の規模を早急に把握することとする。 

また、壊滅的被害が発生しているエリア等では、管理路線の点検が困難な路線・区間も想

定されることから、道路に関する情報を広範囲に素早く把握できるヘリコプターを活用し、

空からの被災状況の把握に努める。 

以上の道路の被災状況に関する情報については、優先啓開ルートの選定の基礎となる重要

な情報であることから、直轄国道の点検結果は直ちに関東地方整備局に情報を集約し、国土

交通本省と情報共有する。また、ＮＥＸＣＯ・首都高の被災情報については、国土交通本省

を通じて、また東京都の被災情報については直接、関東地方整備局に情報共有を図る。 

さらに、関係機関においても道路被災や重大事故・交通麻痺の発生等の優先啓開ルートの

検討に役立つ道路情報を入手した場合には、速やかに国土交通省本省を通じて関東地方整備

局に情報を提供するよう努める。 

以上は、情報集約の基本的な流れであり、首都直下地震発災時には、優先啓開ルートを決

定する関東地方整備局への情報集約を図ることを念頭に置きつつ、その時々の通信手段等の

状況に応じて臨機に対応することが重要である。 

なお、点検が発災後速やかに開始できる体制として、点検職員の事前指定、発災後の参集

体制の構築や職員の技術水準の確保を図るとともに、情報伝達機材、点検車両や自転車の確

保等について平時から準備しておくこととする。 

情報集約された被災情報をもとに、各道路管理者が災害対策基本法第 76 条の 6の規定に基

づき、それぞれの管理する道路について、起終点を明示又は区間を包括してその区間の指定

（以下、「区間の指定」という。）を行うものとする。また、区間の指定にあたっては同法施

行令第 33 条の 3の規定に基づき、あらかじめ若しくは事後において速やかに当該地域を管轄

する都県公安委員会に、道路の区間及びその理由を通知しなければならない。その後、当該

指定をした道路の区間（以下、「指定道路区間」という。）について、同法同条の規定に基づ

き、当該指定道路区間内に在る者に対し、当該指定道路区間について周知を行うものとする。 
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 図 12 道路の被災情報に係る情報収集の主な流れ 

 

 

３－２．優先啓開ルートの決定 

 

（１）優先啓開ルートの決定手続き 

 

一般的な災害対応の場合、現地の被災状況に応じて迅速かつ柔軟に状況判断を行うことが

最も重要であることから、実行部隊を直接指揮する国道事務所のレベルでルート案を作成す

ることが最も効率的かつ効果的な対応となる。しかしながら、広範囲かつ甚大な被害に対応

する八方向作戦については、関係機関等の情報を含めた広域の情報が集約できる関東地方整

備局本局において優先啓開ルート案を検討する。 

関東地方整備局本局は、各道路管理者からの被災状況の報告や都県公安委員会からの車両

の移動等の措置をとることの要請を勘案し、責任啓開事務所やその他道路管理者であるＮＥ

ＸＣＯ・首都高・東京都、都県警察と必要な調整を図りつつ、八方向作戦の優先啓開ルート

案を作成するとともに、国土交通本省と情報共有を行い決定する。 

優先啓開ルートの作成にあたっては、１車線の啓開すら困難と考えられる重大被災箇所や、

沿線の火災、路上車両の状況等の各種被災状況等を総合的に勘案し、道路啓開候補路線及び

道路啓開候補路線間を接続する道路を適切に組み合わせ、八方向毎に作成する。 

決定した優先啓開ルートについて、関東地方整備局は、東京都に対しては直接、その他の

道路管理者及び関係機関に対しては国土交通本省に要請して、情報共有・調整を図るととも

に、必要に応じ各道路管理者への指示を行う。 

以上により、決定し区間を指定した優先啓開ルートについて、関係機関との情報共有・必

要な調整のもと、各道路管理者が道路啓開の実施及び輸送ルートの確保を行う。 

なお、道路啓開の実施にあたっては、決定した優先啓開ルートの道路啓開に拘ることなく、

実際の被災状況に応じた優先啓開ルートの変更やそれに伴う災対法に基づく区間の指定の手

続きなど、迅速な道路啓開に向けて柔軟に対応することとする 
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また、各道路管理者は、優先啓開ルート決定前であっても啓開作業部隊を待機場所に滞留

させることなく、点検時に把握した被害状況を踏まえ、比較的被災が小さく、啓開が容易な

道路を見極めて優先啓開ルートを自ら想定し、当該道路の啓開を速やか行うべきことに留意

が必要である。 

さらに、ここで示した優先啓開ルート決定及び情報提供に係る流れは、基本的な流れであ

り、首都直下地震発災時にはその時々の通信手段等の状況に応じて臨機に対応することが重

要である。 

 
図 13 優先啓開ルートの決定フロー（道路管理者） 

 

（２）優先啓開ルート案 

 

被災後に設定することとなる具体的な優先啓開ルートについては、道路啓開候補路線に選

定した高速道路と直轄国道を基本に、被災が小さく啓開が可能な区間をあみだ状に組み合わ

せて設定することになる。なお、道路啓開候補路線を相互に接続する場合、その他の道路（環

状七号線をはじめとする都道等）についても適切に組み合わせて設定する。 

そこで、ここでは、想定される優先啓開ルート案として、八方向別に以下の３つのケース

で優先啓開ルートの例を設定した。 

＜ケース１＞ 高速道路を優先的に使用する場合 

＜ケース２＞ 高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合 

＜ケース３＞ 直轄国道を優先的に使用する場合 

なお、この考え方としては、基本的に高速道路が啓開可能であれば優先的に啓開し、高速

道路の被災規模が大きい区間などは直轄国道を啓開することとしつつ、被災状況に応じて環

状道路などの都道も利用して都心に進行することを念頭に、ケース設定を行っている。 

ただし、ここで示した優先啓開ルートの例は、都心周辺におけるあくまで一定の仮定に基

づく被災想定で作成したものであり、実際の被災状況に応じて適切に設定することが必要で

ある。 

また、ここでは路線別の具体的な啓開進捗速度の要素を加味していないため、今後のタイ

ムライン作成にあたっては、これら時間的要素を加味した優先啓開ルートを想定とすること

が必要である。  
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①南方向  

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

国道１５号と交差する国道４０９号→国道４０９号→１号横羽線→１号羽田線→都心 

 
図 14 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南方向ケース１） 

 

※集結拠点（国道１５号と交差する国道４０９号）より、路上車両の台数が少ないと想定さ

れる、環七より郊外側の国道４０９号を経由して、首都高横羽線及び首都高１号羽田線を啓

開。そのまま都心部に至る。 

 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

国道１５号と交差する国道４０９号→国道１５号→環八→１号羽田線→湾岸線→都道→１号

羽田線→都心 

 
図 15 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南方向ケース２） 

 

※首都高横羽線の多摩川渡河橋に大規模な段差が生じて通行不能となる事象を想定。集結拠

点（国道１５号と交差する国道４０９号）より、路上車両の台数が少ないと想定される、環

七より郊外側の国道１５号と環八を経由して、首都高１号羽田線を使用。首都高１号羽田線

の勝島付近で比較的大規模な段差が生じたと想定し、昭和島ＪＣＴから湾岸線へ迂回。湾岸

線の大井ＩＣから都道を経由して首都高１号羽田線を啓開し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

国道１５号と交差する国道４０９号→国道１５号→環八→国道１号→都心 

 
図 16 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南方向ケース３） 

 

※集結拠点（国道１５号と交差する国道４０９号）より、国道１５号を使用。首都高１号羽

田線全線に大規模更新箇所及び大規模修繕箇所が点在して、その箇所毎に大規模な段差が生

じたと想定。また、国道１５号に橋梁が存在するため、環八を経由して、比較的リスクの小

さいと想定される、国道１号を啓開し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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②南西方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

川崎国道事務所→国道２４６号→環八→３号渋谷線→都心 

 

図 17 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南西方向ケース１） 

※集結拠点（川崎国道事務所）より、路上車両の台数が少ないと想定される、環七より郊外

側の国道２４６号及び環八を経由して、首都高３号渋谷線を啓開。そのまま都心部に至る。

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

川崎国道事務所→国道２４６号→３号渋谷線→都心 

 

図 18 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南西方向ケース２） 

 

※集結拠点（川崎国道事務所）より、国道２４６号を使用。首都高３号渋谷線の三軒茶屋か

ら池尻の区間が大規模更新箇所であり、その箇所に大規模な段差が生じたと想定し、国道２

４６号をそのまま啓開。渋谷ＩＣより首都高３号渋谷線を啓開し、そのまま都心部に至る。

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

川崎国道事務所→国道２４６号→都心 

 

図 19 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南西方向ケース３） 

 

※集結拠点（川崎国道事務所）より、国道２４６号を使用。首都高３号渋谷線は、三軒茶屋

から池尻の区間が大規模更新箇所と点在する大規模修繕箇所に大規模な段差が生じたと想

定。国道２４６号を啓開し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。



30 
 

③西方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

下高井戸資材置場→国道２０号→４号新宿線→都心 

 

図 20 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（西方向ケース１） 

 

※集結拠点（下高井戸資材置場）より、路上車両の台数が少ないと想定される、環七より郊

外側の国道２０号を使用。永福ＩＣより首都高４号新宿線を啓開し、そのまま都心部に至る。

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

下高井戸資材置場→国道２０号→４号新宿線→国道２０号→都心 

 

図 21 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（西方向ケース２） 

 

※集結拠点（下高井戸資材置場）より、路上車両の台数が少ないと想定される、環七より郊

外側の国道２０号を使用。永福ＩＣより首都高４号新宿線を使用。新宿の急曲線箇所で通行

不能となる事象を想定。初台ＩＣから国道２０号の啓開を行い、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

下高井戸資材置場→国道２０号→都心 

 

図 22 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（西方向ケース３） 

 

※集結拠点（下高井戸資材置場）より、国道２０号を使用。首都高４号新宿線は全線に大規

模修繕箇所が点在し、その箇所に比較的大規模な段差が生じたと想定。国道２０号を啓開し、

そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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④北西方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

戸田バスターミナル（調整中）→県道→５号池袋線→都心 

（郊外）関越道→目白通り→山手通り→５号池袋線→都心 

 

図 23 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北西方向ケース１） 

※集結拠点（戸田バスターミナル（調整中））より、県道を経由して、路上車両の台数が少

ないと想定される、首都高５号池袋線を使用。そのまま都心部に至る。 

※関越道を使用する支援部隊は、練馬ＩＣより緊急自動車専用路（第一次交通規制）である

目白通りへ前進。山手通りを北上し、北池袋ＩＣより５号池袋線を啓開。そのまま都心部に

至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

戸田バスターミナル（調整中）→県道→国道１７号→５号池袋線→国道２５４号→５号池袋

線→都心 

（郊外）関越道→目白通り→山手通り→国道２５４号→５号池袋線→都心 

 

図 24 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北西方向ケース２） 

※集結拠点（戸田バスターミナル（調整中））より、路上車両の台数が少ないと想定される、

環七より郊外側の国道１７号と首都高５号池袋線を使用。滝野川及び池袋付近で比較的大規

模な段差が生じたと想定し、北池袋ＩＣから国道２５４号を啓開。大規模な段差が生じたと

想定された箇所を通過後、東池袋ＩＣより首都高５号池袋線を啓開。そのまま都心部に至る。

※関越道を使用する支援部隊は、練馬ＩＣより緊急自動車専用路（第一次交通規制）である

目白通りへ前進し、山手通りを北上。国道２５４号を経由し、東池袋ＩＣより５号池袋線を

啓開。そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

戸田バスターミナル（調整中）→県道→国道１７号→５号池袋線→国道１７号→都心 

（郊外）関越道→目白通り→都心 

 

図 25 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北西方向ケース３） 

 

※集結拠点（戸田バスターミナル（調整中））より、路上車両の台数が少ないと想定される、

環七より郊外側の国道１７号と首都高５号池袋線を使用。池袋から早稲田区間の大規模修繕

箇所と滝野川付近で比較的大規模な段差が生じたと想定し、滝野川ＩＣから国道１７号を啓

開。そのまま都心部に至る。 

※関越道を使用する支援部隊は、練馬ＩＣより緊急自動車専用路（第一次交通規制）である

目白通りへ前進。そのまま目白通りを啓開し、都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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⑤北方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

国道２９８号の側道部→外環→高速川口線→国道４号→１号上野線→都心

 

図 26 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北方向ケース１） 

※集結拠点（国道２９８号の側道部）から、路上車両の台数の少ないと想定される、外環及

び高速川口線を千住新橋まで使用。千住新橋ＩＣから国道４号を啓開して、そのまま都心部

に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。 

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。 

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。 

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

国道２９８号の側道部→外環→高速川口線→都道→環七→国道４号→１号上野線→都心 

 

図 27 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北方向ケース２） 

※集結拠点（国道２９８号の側道部）より、路上車両の台数が少ないと想定される、外環及

び高速川口線を使用。高速川口線において鹿浜橋付近及び扇大橋付近で通行不能となる事象

を想定。東領家ＩＣより都道及び環七を使用し、国道４号並びに首都高１号上野線を啓開し、

そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。 

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。 

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。 

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

国道２９８号の側道部→国道２９８号→国道４号→都心 

 

図 28 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北方向ケース３） 

 

※高速川口線の曲線箇所及び１号上野線の大規模修繕箇所が被災したと想定。集結拠点（国

道２９８号の側道部）より、国道２９８号を経由して、国道４号を啓開し、そのまま都心部

に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。 

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。 

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。 

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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⑥北東方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

外環交差部（国道６号）→国道２９８号→外環→６号三郷線→６号向島線→都心 

外環交差部（京葉道路）→京葉道路→７号小松川線→都心 

 

図 29 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北東方向ケース１） 

※集結拠点（外環交差部（国道６号））より、国道２９８号を経由して、路上車両の台数が

少ないと想定される、外環及び首都高６号三郷線、６号向島線を啓開。そのまま都心部に至

る。 

※集結拠点（外環交差部（京葉道路））より、路上車両の台数が少ないと想定される、京葉

道路及び首都高７号小松川線を啓開。そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート

【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】
重大被災想定箇所
軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道 首都高速
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
都道・補助国道

【ＩＣ】 高速ＯＮ 高速ＯＦＦ

【拠点】
・各機関の拠点

政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平

成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定

版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロ

ジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土

交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

外環交差部（国道６号）→国道６号→中央環状線→６号向島線→都心 

外環交差部（京葉道路）→京葉道路→国道１４号→７号小松川線→都心 

 

図 30 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北東方向ケース２） 

※集結拠点（外環交差部（国道６号））より、首都高６号三郷線の八潮から加平の区間に通

行不能となる事象を想定し、国道６号を使用。四つ木ＩＣより中央環状線及び首都高６号向

島線を啓開。そのまま都心部に至る。 

※集結拠点（外環交差部（京葉道路））より、京葉道路を前進するが、首都高７号小松川線

の篠崎付近に通行不能となる事象を想定し、国道１４号に迂回。一之江ＩＣより首都高７号

小松川線を啓開し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート

【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】
重大被災想定箇所
軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道 首都高速
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
都道・補助国道

【ＩＣ】 高速ＯＮ 高速ＯＦＦ

【拠点】
・各機関の拠点

政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平

成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定

版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロ

ジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土

交通省作成のデータ  
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

外環交差部（国道６号）→国道６号→都心 

外環交差部（京葉道路）→国道１４号→都心 

 

図 31 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（北東方向ケース３） 

 

※集結拠点（外環交差部（国道６号））より、首都高６号三郷線から６号向島線にわたる曲

線箇所及び大規模修繕箇所で比較的大規模な段差などが生じたと想定し、国道６号を啓開。

そのまま都心部に至る。 

※集結拠点（外環交差部（京葉道路））より、首都高７号小松川線の大規模修繕箇所で比較

的大規模な段差などが生じたと想定し、国道１４号を啓開。そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート

【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】
重大被災想定箇所
軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道 首都高速
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
都道・補助国道

【ＩＣ】 高速ＯＮ 高速ＯＦＦ

【拠点】
・各機関の拠点

政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平

成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定

版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロ

ジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都  

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土

交通省作成のデータ  
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⑦東方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１：高速道路を優先的に使用する場合＞ 

 

船橋防災センター→国道３５７号→湾岸線→９号深川線→都心 

 

 

図 32 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（東方向ケース１） 

 

※集結拠点（船橋防災センター）より、国道３５７号を経由して、千鳥町ＩＣより路上車両

の台数が少ないと想定される、首都高湾岸線及び首都高９号深川線を啓開。そのまま都心部

に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞ （潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局 

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース２：高速道路と直轄国道を組み合わせて使用する場合＞ 

 

船橋防災センター→国道３５７号→湾岸線→１１号台場線→１号羽田線→都心 

 

 

図 33 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（東方向ケース２） 

 

※集結拠点（船橋防災センター）より、国道３５７号を経由して、千鳥町ＩＣより路上車両

の台数が少ないと想定される、首都高湾岸線を使用。首都高９号深川線の木場付近の曲線箇

所で通行不能となる事象を想定し、首都高１１号台場線へ迂回。そのまま首都高１号羽田線

を啓開し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞ （潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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■優先啓開ルートの例＜ケース３：直轄国道を優先的に使用する場合＞ 

 

船橋防災センター→国道３５７号→都道→都心 

 

 

図 34 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（東方向ケース３） 

 

※首都高湾岸線及び首都高 9 号深川線、首都高 11 号台場線の大規模修繕箇所で比較的大規

模な段差が生じたと想定。集結拠点（船橋防災センター）より、国道３５７号と都道を啓開

し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞ （潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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⑧南東方向 

 

■優先啓開ルートの例＜ケース１～ケース３＞ 

集結場所→東京湾アクアライン→川崎浮島ＪＣＴ（南方向の啓開を活用し都心へ） 

 

 
 

 

 

 

 

図 35 道路啓開候補路線及び優先啓開ルート（南東方向ケース１～３） 

 

※集結拠点より、路上車両の台数が少ないと想定される、東京湾アクアラインを啓開。浮島

ＪＣＴより都心側への前進は、南方向の啓開を活用し、そのまま都心部に至る。 

  

優先啓開ルート
【潜在的リスク】
・道路本体

首都高速大規模更新箇所
首都高速大規模修繕箇所
直轄国道幅員狭小（拡幅事業箇所）
直轄国道無電柱化未実施箇所

・液状化
液状化の可能性が高い地域
液状化の可能性がある地域

・その他
木造住宅密集地域
ゼロメートル地帯

【被災想定箇所】

重大被災想定箇所

軽微被災想定箇所

【道路種別】
国道
高速道路（ＮＥＸＣＯ）
首都高速
都道・補助国道

【ＩＣ】
高速ＯＮ
高速ＯＦＦ

【拠点】
政府の拠点
直轄国道の集結拠点

＜凡例＞

（潜在的リスクの出典） 

・（首都高）「首都高速道路の更新計画について」（平成 26 年 6 月）首都高速道路株式会社  

・（液状化）「東京の液状化予測（平成 24 年度改定版）」（平成 25 年 3 月）東京都建設局・港湾局

・（木造住宅密集地域）「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」実施方針（平成 24 年 1 月）東京都 

・（ゼロメートル地帯）国土地理院地図を基に国土交通省作成のデータ  

※都心部近郊の集結拠点から都心部までの優先啓開ルートを示す。

※重大被災：落橋などには至らないものの、想定した被災より規模が

大きく、啓開に時間がかかることが想定される被災。

※軽微被災：一定の条件のもとで想定した３０ｃｍ程度までの段差で、

短時間の啓開作業により前進することが可能な被災。

※ 上記以上の大規模被災の可能性はあるが、緊急を要する道路啓開作業では、時間を要する

対応を回避するため想定の対象としていない。 

※※上記については、一定の条件のもとでの被災想定等に基づき記載したものであり、実際の

被災は想定と異なる場合がある。実際の被災に応じて、臨機に対応することが重要である。
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３－３．人員・資機材の集結 

 

被災状況把握のための点検開始と同時に、優先啓開ルートの決定後直ちに八方向作戦が遂

行可能となるよう、必要な人員・資機材の確保に着手し、速やかにこれらを確保する。 

各道路管理者は、八方向作戦に必要な人員・資機材について、他の道路啓開に優先して確

保できるよう、道路啓開に関する計画や民間事業者等との協定においてあらかじめ定めてお

くこととする。また、発災後直ちに必要となる資機材については、平時から備蓄しておくこ

とを原則とする。さらに、発災後の情報伝達手段がうまく機能しないことを想定し、人員や

資機材がそれぞれの集結場所に自動参集する体制を確保するとともに、自動的に啓開作業を

開始する体制についても事前に確保しておくこととする。 

責任啓開事務所は、集結場所等に確保した人員・資機材の量を把握するものとする。 
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３－４．啓開の実施 

 

（１）啓開の基本方針 

優先啓開ルート決定後、直ちに各道路管理者は、優先啓開ルートに該当するそれぞれの管

理区間について、災害対策基本法第７６条の６の規定に基づく区間の指定、当該指定道路区

間の都県公安委員会への通知及び指定道路区間に在る者に対する周知等の手続きを適切に行

い、当該指定道路区間の道路啓開を優先的に実施することとする。 

責任啓開事務所は、それぞれの方向の優先啓開ルートの連絡・調整にあたる。なお、道路

啓開の作業進捗状況や作業体制等から、優先啓開ルートに該当する指定道路区間の道路啓開

を、本来の道路管理者以外の管理者が実施することが、迅速な道路啓開実施上やむを得ず必

要となる場合には、本来道路管理者から要請を受けて責任啓開事務所が自ら実施することも

視野に入れておくものとする。 

また、道路啓開の実施にあたっては、道路管理者により一般車両等の進入防止措置をとり、

啓開ルートを確保する。なお、道路啓開実施後においては、必要に応じて警察による交通規

制が実施されることとなる。 

 

 

（２）啓開の手順 

発災後の点検から啓開までの手順を以下に示す。 

 

 

図 36 首都直下地震における啓開のイメージ（発災後の点検実施） 

 

○各道路管理者は、発災後直ちに道路啓開候補路線について被災状況の点検を開始。 

・点検は、各道路管理者が必要に応じ協定を結んでいる協力会社の協力を得て実施。

・点検の際は、被災状況に応じ、パトロールカーと自転車を適宜使い分け点検を実施。

○被災情報（点検結果）については、直轄国道及び東京都の情報は直接、その他の道路

管理者及び関係機関の情報は国土交通本省を通じて、直ちに関東地方整備局に情報を

集約。 
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図 37 首都直下地震における啓開のイメージ（個別路線啓開から優先啓開ルート設定へ） 

 

 

（３）啓開部隊の班編成 

道路啓開の実動部隊の班編成として、道路点検パトロールカー、応急復旧用重機・資材運

搬（ユニック車、ダンプトラック等）及び放置車両撤去（レッカー車）を基本とする。都心

部に近い集結拠点に集結し一団となって啓開を行っていくことが望ましいが、被災状況や集

結状況に応じて、迅速な啓開を目的として、必ずしも全ての部隊がそろわなくても柔軟に対

応する。 

 
図 38 啓開部隊の編成例（一般道のイメージ） 

○優先啓開ルートは、限られた資機材を有効に活用して迅速に都心に到達するため、高

速道路、国道及び都道等の被害が少なく啓開しやすい区間を交互に活用（一部は補助

的に環状道路も活用）。 

○優先啓開ルートの決定後、各道路管理者は、直ちに優先啓開ルートに該当するそれぞ

れの管理区間について、災害対策基本法の規定に基づく区間の指定、当該指定道路区

間の都県公安委員会への通知及び指定道路区間に在る者に対する周知等の手続きを適

切に行うとともに、当該指定道路区間の道路啓開を優先的に実施。 

○啓開後の優先啓開ルートを活用し、適宜啓開部隊を増強してその他の道路又は各拠点

への道路啓開を実施。 
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（４）啓開の方法 

 ①発災直後 

倒壊建物のガレキ、運転手の避難等による放置車両、被災して移動不能となった車両な

どの発生が想定される。また、液状化が発生するエリアで無電柱化されていない区間など

では、電柱の倒壊などにより通行阻害（道路閉塞）が想定される。 

 
図 39 発災直後の道路状況イメージ 

 

②啓開実施（第一段階） 

道路啓開は上下各１車線用として計２車線の啓開を基本に実施するものとし、車両通行

空間の確保を進める。啓開作業は、郊外側から重機・レッカー車等を投入し、ガレキや電

柱の排除、放置車両、被災して移動不能となった車両などのレッカー等による移動を行う。 

この際、車両移動については、災害対策基本法第７６条の６第１項の規定に基づき、運

転者等へ車両移動を命令し、又は同法同条第３項の各号に該当する場合には道路管理者自

らが第１項の措置を行うこととする。なお、道路管理者自らが行う場合、同項の規定にお

いて、やむを得ない限度で当該車両等を破損することが可能となったことを踏まえ、当該

規定に基づき迅速に道路啓開を実施することとする。 

なお、車両移動の具体的手続きについては、「災害対策基本法に基づく車両移動に関する

運用の手引き」（平成 26 年 11 月 21 日国土交通省道路局）によることとする。 

また、車両の移動等を行った場合には、当該地域を管轄する警察署長（当該措置を高速

道路において行った場合には、当該高速道路を管轄する高速道路交通警察隊長）に対して、

記録した情報をできるだけ速やかに提供するものとする。 

 

③啓開実施（第二段階） 

啓開の実施と併せ、啓開の支障とならないよう立ち往生車両を郊外側（警視庁による第

一次交通規制が行われている環状七号線より外側）に誘導することにより、滞留車両をス

ムーズに移動させる。これにより、道路啓開・輸送ルートの確保が効率的に実施可能とな

る。 

上下各１車線用の計２車線の道路啓開実施後の道路・車線は、必要に応じてカラーコー

3
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3
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ンや看板の設置等、視覚的・物理的に一般車両の進入を防止する措置を道路管理者が適切

に実施する。なお、必要に応じて警察による交通規制が実施されることとなる。 

 

④啓開実施（第三段階） 

上下各１車線用として計２車線の啓開完了後、引き続き都心部に向けて、隣接区間の道

路啓開を実施する。 

 
図 40 啓開実施後の道路状況イメージ 

 

（５）啓開後の一般車両の排除 

道路啓開実施後に、消火・人命救助等の各種活動や緊急輸送ルートとしての機能に支障を

来すことのないよう、緊急通行車両以外の一般車両が当該道路へ進入することを防止するこ

とは非常に重要な課題である。従って、必要に応じてカラーコーンや看板の設置等、視覚的・

物理的に一般車両の進入を防止する措置を道路管理者が適切に実施するする。なお、必要に

応じて警察による交通規制が実施されることとなる。 

 

（６）進捗状況の把握・調整 

関東地方整備局本局は、優先啓開ルートの決定後も、八方向作戦による道路啓開の実施状

況を定期的に把握し、進捗管理を行う。また、各方向の進捗状況に応じて、適宜優先啓開ル

ートの調整・見直しを行うとともに、人員体制や資機材について、複数の方向を跨ぐ融通等

の調整を行う。 

 

 

３－５．関係機関の連携 

 

迅速な道路啓開及びその後の輸送ルートの確保にあたっては、各道路管理者が適切に連携

し、機動的に対応することが必要となる。このため、各道路管理者が適切な役割分担の下、

関係機関との情報共有を密にしつつ、一体的な協力及び連携体制を構築しつつ取り組むとと

もに、平時から意見交換や訓練などを通じて密接な関係を築いておくことが重要である。 
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①道路管理者間の連携 

各道路管理者が収集した被災情報は、直轄国道及び東京都においては直接、その他の道路

管理者においては国土交通本省を通じて直ちに関東地方整備局に情報を集約する。関東地方

整備局本局が作成し国土交通本省と情報共有を行い決定した優先啓開ルートについて、関東

地方整備局は、責任啓開事務所及び東京都に対しては直接、その他道路管理者には国土交通

本省に要請して、情報共有・調整を図るとともに必要に応じて指示を行う。 

各道路管理者は、この優先啓開ルートについて、災害対策基本法の規定に基づく手続きを

適切に行い、責任啓開事務所の連絡・調整のもと、それぞれの役割分担に従い連携・協力し

て道路啓開を実施する。 

また、啓開状況の情報共有を逐次行うほか、本来道路管理者からの要請を受けた国による

道路啓開の代行等、相互協力のもと柔軟な対応を行う。 

 

②道路管理者と関係機関の連携 

道路管理者と関係機関の連携は、本省レベル・出先機関（ブロック・各県）レベル・現場

（啓開責任事務所単位）レベルのそれぞれで被災状況や優先啓開ルートに関する情報共有や

必要な調整を図る。 

なお、決定した優先啓開ルートについては、災害対策基本法第７６条の６の規定に基づく

区間の指定を行う際に、道路の存する地域を管轄する都県公安委員会への通知を行う。 

 

 

 図 41 道路啓開に関する関係機関との情報共有・調整フロー 

 

③実行部隊の連携 

八方向作戦の道路啓開では、時々刻々と変化する現地の状況に柔軟に対応し、かつ迅速な

道路啓開を実施するために、現場の実行部隊レベルの連携が非常に重要となる。従って、責

任啓開事務所の連絡・調整のもと、優先啓開ルートの迅速かつ柔軟な道路啓開に向けた道路

管理者間の連携に加え、道路啓開実施後の一般車両の進入防止のための交通規制等との連携

等が十分機能するよう、協力体制を確立する。 

道路管理者 関係機関

関東地方整備局

点検・啓開作業班

情報共有

調整

指示等

責任啓開事務所

点検・啓開作業班

各警察署

東部方面総監部 関係都県警察
情報共有

消防庁※１

調整

情報共有

調整

情報共有

調整

情報共有

各地方自治体の
災対本部

各事務所※２

国土交通省 防衛省 警察庁

方面隷下部隊等

消防庁

各消防本部

各消防署

※１ 東京都等の地方公共団体の災害対策本部（道路調整チーム）と一体的に、各関係 機関との
情報共有・連携体制を構築する。

※２ ＮＥＸＣＯは各事務所が、首都高速は原則として本社が、東京都は原則として本庁が対応する。
※３ □は、緊急災害対策本部（緊急災害現地対策本部）の本部員としての情報共有・必要な調整。
※４ □は、特に密な連携体制を構築すべき主体。

NEXCO東日本
NEXCO中日本

首都高
東京都等の

地公体※１
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 図 42 道路啓開に関する実施機関との情報共有・調整フロー（実行部隊間） 

 

 

３－６．発災後の広報の実施 

 

地震発災後、優先啓開ルートにおいて迅速な道路啓開活動が行えるよう、各道路管理者は、

災対法第７６条の６の規定に基づく区間の指定をしたときは、直ちに当該指定道路区間に在

る者に対し当該指定道路区間を周知することとする。 

この周知の方法については、指定道路区間内に在る者に対して個々に伝達することを要す

るものではなく、以下の周知方法等によって周知を行う。 

・道路情報板による情報提供 

・日本道路交通情報センター（ラジオ等）を利用した情報提供 

・当該指定道路区間における立て看板に掲出   

・ホームページ、記者発表 等 

従って、震災後に直ちに上記の方法を含めた広報ができるよう、あらかじめ情報提供内容

や掲示などの周知方法について準備しておくこととする。 

このうち、立て看板の設置箇所は、指定道路区間の起終点に設置するほか、移動車両の多

い箇所など適宜設置するものとし、道路啓開作業とあわせて設置することとする。 

また、地震発災後は、道路の通行可能区間（通行止め状況）や道路啓開状況（通行可能と

なる見通し）等に対する問い合わせ等、マスコミに加え広く国民から寄せられることが想定

される。 

従って、指定道路区間における道路利用者への広報に加え、広く国民全般に対する発信対

応や取材・問い合わせ対応等の広報活動についても、適切に実施できる体制をあらかじめ整

えておくことが重要である。 

  

道路管理者 関係機関

関東地方整備局

点検・啓開作業班

情報共有

調整

指示等

責任啓開事務所

点検・啓開作業班

各警察署

東部方面総監部 関係都県警察
情報共有

調整

情報共有

調整

情報共有

調整

情報共有

各地方自治体の
災対本部

各事務所※２

国土交通省 防衛省 警察庁

方面隷下部隊等

消防庁

各消防本部

各消防署

※１東京都等の地方公共団体の災害対策本部（道路調整チーム）と一体的に、各関係 機関との

情報共有・連携体制を構築する。
※２ＮＥＸＣＯは各事務所が、首都高速は原則として本社が、東京都は原則として本庁が対応する。

※３□は、緊急災害対策本部（緊急災害現地対策本部）の本部員としての情報共有・必要な調整。
※４□は、実行部隊における特に密な連携体制を構築すべき主体。

NEXCO東日本
NEXCO中日本

首都高
東京都等の

地公体※１
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４．今後の課題 

 

本計画では、首都直下地震の発生に際し、関係機関との情報共有・必要な調整のもと、各

道路管理者が八方向作戦による道路啓開を迅速に進めるための基本的考え方、具体的方法や

役割分担等についてまとめた。しかしながら、本計画はあくまで現在想定される１つの仮定

のもとに作成したものであることや、実際の災害時の具体的なオペレーションについては更

に詳細な検討が必要であることから、実際の災害の様相に合わせ、本計画を基本としつつも

臨機応変な対応が求められる。従って、現在の備えだけでは十分ではないことを肝に命じ、

計画の実効性をさらに担保していくために、今後とも本協議会を活用し、連携・協力体制を

構築するとともに、以下の事項について継続的に取り組むこととする。 

 

○情報伝達、通信手段、伝達手段 

本計画による道路啓開を成功させるためには、道路啓開及び災害従事活動に従事する関

係者間の情報伝達を確実かつ正確に行えることが前提となる。 

このため、関係者間の情報伝達手段が平時のみならず災害時においても確保できるよう、

通信設備の検討及び配備を進める。 

また、迅速な啓開の成否は、膨大に発生する路上車両のドライバーや帰宅困難者の方々

の協力が非常に大きいところ、こうした一般の方々への協力依頼等の周知方法について、

道路情報板やＳＮＳ等を活用した効果的な手法やその情報提供内容等の検討を進める。 

 

○技術開発・技術力の向上 

首都直下地震が発生した場合、大量に存在する路上車両の撤去が重要となる。従って災

対法改正を踏まえ、迅速に車両を排除することが可能となるよう、車両撤去技術の習熟に

向けた訓練等を定期的に実施する。また、特に撤去に多大な手間と時間を要する大型車を

対象としたより短時間でかつ省力化した撤去技術や段差処理技術等、より効率的に車両を

撤去できるような新たな撤去技術に関する研究開発を進める。 

このため、平成２６年６月４日に「道路啓開時における車両移動技術研究会」を立ち上

げ、これまでに、被災想定に応じた既存の車両移動機材の適応性と課題を抽出し、既存の

車両移動機材の改良、新たな開発・撤去技術の構想について検討してきた。今後も、構想

の実現化に向け研究開発を進める。 

 

○道路管理者の体制の確保 

現在、深夜の発災など、あらゆる時間帯に対応できる体制を構築することが道路管理者

によっては課題となっている。 

このため、職員や協定会社の迅速な参集方法等について予め具体的な検討を行うなど、

引き続きこれら課題解決のための検討を行い、常時対応可能な体制を確保する。 
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○計画のスパイラルアップ 

本計画の実行を担保するためには、日ごろから災害発生を想定した訓練を重ねることに

よって、情報伝達や具体の啓開について実地での習熟を行うとともに、発災直後の被災状

況把握から情報伝達・共有、優先啓開ルートの決定、啓開の実施に至るまでの各プロセス

における課題を把握し、検証・改善を行っていくことが重要である。 

このため、定期的な訓練を関係機関の連携・協力のもと行っていくこととともに、計画

のスパイラルアップを図る。 

  



55 
 

＜参考１＞ 協議会メンバー 

表 8 協議会メンバー 

所 属 役 職 氏 名 

【道路管理者】   

国土交通省 道路局国道・防災課道路防災対策室長 吉 田  敏晴 

関東地方整備局 道路部道路企画官 山 田  哲也 

関東地方整備局 企画部防災対策技術分析官 小輪瀬 良司 

関東地方整備局 東京国道事務所長 西 尾  崇 

東京都 建設局道路管理部道路防災専門課長 細 谷  浩二 

東日本高速道路㈱ 

関東支社 
管理事業部調査役 

藤 田  聖二 

（池田 隆成） 

中日本高速道路㈱ 

東京支社 

保全・サービス事業部 

企画統括チーム担当リーダー 
末 吉  寿明 

中日本高速道路㈱ 

八王子支社 

保全・サービス事業部 

企画統括チーム担当リーダー 
荒 本  貴司 

首都高速道路㈱ 
保全・交通部防災対策課長 

交通管理課長 

吉 種  忠彦 

小 沢  清隆 

【関係機関】   

警察庁 交通局交通規制課課長補佐 重 岡  康二 

警視庁 交通部交通規制課課長代理 小 松  敬 

防衛省 運用企画局事態対処課国民保護・災害対策室長 原 田  忠義 

陸上自衛隊 東部方面総監部防衛課長 加々尾 哲郎 

消防庁 国民保護・防災部防災課広域応援室課長補佐 塩 谷  壮史 

東京消防庁 防災部震災対策課長 江 原  信之 

東京都 総務局総合防災部広域連携担当課長 
矢 向  弘明 

（金久保 豊和）

【事務局】   

関東地方整備局 道路部 道路管理課 

協力：関東地方整備局 企画部 防災課 

協力：東京国道事務所 防災情報課 

協力：国土交通省道路局国道・防災課道路防災対策室 
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＜参考２＞ 検討経緯 

 

表 9 検討経緯 

開催回・日時・場所 議 事 

 

第１回 

平成 26 年 7 月 14 日 

15:00～16:30 

 

１）首都直下地震道路啓開計画検討協議会規約について 

２）首都直下地震道路啓開について 

① 首都直下地震の概要 

② 緊急輸送道路網の状況と首都直下地震における道路啓開 

③ 首都直下地震における道路啓開の課題整理 

 

 

第２回 

平成 26 年 8 月 12 日 

15:00～17:00 

 

 

１）国土交通省首都直下地震対策計画について 

２）関係各機関における既存計画などの紹介 

３）一般道、高速道路における道路啓開作業に影響する被災イメ

ージと道路啓開の考え方 

 

 

第３回 

平成 26 年 10 月 21 日 

15:00～17:30  

 

１）道路啓開について 

・各道路管理者の道路啓開の考え方と「八方向作戦」について

・路上車両・電柱などの具体的排除方法の検討状況について 

２）広報のあり方 

・ドライバーへの協力依頼について（各機関の取り組みの紹介）

・発災後の情報提供、誘導など（各機関の取り組みの紹介） 

３）首都直下地震道路啓開計画の構成イメージについて 

４）意見交換（周知、抑制、誘導など） 

 

 

第４回 

平成 26 年 12 月 22 日 

15:00～17:00  

 

１）道路管理者と関係機関の連携について 

２）ドライバーへの協力依頼などの広報について 

３）首都直下地震道路啓開計画について 

４）意見交換 

 

 


