
緊急輸送道路区間一覧表
[1/4]

区分 道路種別 路線名 指定区間 延長(km) 供用・未供用の別
１次 高速自動車国道 名神高速道路 京都市境～大阪府境 6.3 供用
１次 高速自動車国道 舞鶴若狭自動車道 兵庫県境～福井県境 46.5 供用

滋賀県境～城陽IC 12.9 未供用
城陽ＩＣ～八幡京田辺ＩＣ 3.5 供用
八幡京田辺IC～大阪府境 1.3 未供用

１次 その他有料道路等 第二京阪道路 京都市境～大阪府境 10.5 供用
１次 その他有料道路等 京都縦貫自動車道（京都第二外環状道路） 京都市境～大山崎ＪＣＴ 5.0 供用
１次 その他有料道路等 京都縦貫自動車道（京都丹波道路） 丹波ＩＣ～京都市境 28.6 供用
１次 その他有料道路等 京都縦貫自動車道（丹波綾部道路） 綾部ＪＣＴ～丹波IＣ 29.2 供用
１次 その他有料道路等 京都縦貫自動車道（綾部宮津道路） 宮津天橋立ＩＣ～綾部JＣＴ 22.7 供用
１次 その他有料道路等 山陰近畿自動車道（宮津与謝道路） 与謝天橋立ＩＣ～宮津天橋立ＩＣ 6.5 供用
１次 その他有料道路等 山陰近畿自動車道（野田川大宮道路） 京丹後大宮ＩＣ～与謝天橋立ＩＣ 4.3 供用
１次 その他有料道路等 山陰近畿自動車道（大宮峰山道路） （仮称）大宮峰山ＩＣ～京丹後大宮ＩＣ 5.0 未供用

滋賀県境～京都市境 15.5 供用
京都市境～大山崎ＪＣＴ 2.0 供用

１次 その他有料道路等 京奈和自動車道 城陽ＩＣ～木津ＩＣ 17.0 供用
　 １６区間（８路線） 小計 216.8

京都市境～大阪府境（京阪国道） 8.1 供用
京都市境～大阪府境（バイパス） 9.6 供用

国道２４号交点～国道４７８号交点（京滋バイパス側道） 2.0 供用
１次 一般国道（指定区間） ９号 京都市境～兵庫県境 93.1 供用
１次 一般国道（指定区間） ２４号 京都市境～奈良県境 27.3 供用
１次 一般国道（指定区間） ２４号（城陽井手木津川バイパス） （都）東部丘陵線交点～国道１６３号交点 11.2 未供用
１次 一般国道（指定区間） ２７号 国道９号交点～福井県境 63.9 供用
1次 一般国道（指定区間） ２７号（西舞鶴道路） 国道２７号交点～国道２７号交点 4.9 未供用
１次 一般国道（指定区間） １６３号 奈良県境～（一）木津横田線交点 8.0 供用
１次 一般国道（指定区間） １７１号 京都市境～大阪府境 8.0 供用
１次 一般国道（指定区間） ４７８号 国道１７１号交点～国道１号（京阪国道）交点 5.1 供用

　 １１区間（７路線） 小計 241.2
１次 一般国道（指定区間外） １６２号 京都市境～福井県境 23.0 供用

国道２４号交点～三重県境 22.4 供用（※２）
（一）木津横田線交点～木津川橋北詰 2.8 供用

兵庫県境～国道９号交点 3.8 供用
国道９号交点～国道２７号交点 30.0 供用

１次 一般国道（指定区間外） １７６号 国道１７５号交点～国道１７８号交点 34.5 供用
１次 一般国道（指定区間外） １７７号 国道２７号交点～舞鶴市字下安久 0.7 供用

国道１７５号交点～国道１７６号交点 19.7 供用
国道３１２号交点～兵庫県境 4.5 供用

１次 一般国道（指定区間外） ３０７号 国道２４号交点～田辺西ＩＣ 4.1 供用
国道１７６号交点～国道１７８号交点 30.8 供用（※２）
大宮峰山IC（仮称）～国道４８２号交点 1.2 未供用

１次 一般国道（指定区間外） ３７２号 国道９号交点～兵庫県境 21.2 供用
１次 一般国道（指定区間外） ４２３号 大阪府境～国道３７２号交点 12.4 供用（※２）
１次 一般国道（指定区間外） ４８２号 峰山総合庁舎～国道３１２号交点 2.4 供用

　 １５区間（１１路線） 小計 213.5

１号一般国道（指定区間）１次

京滋バイパスその他有料道路等１次

１次 一般国道（指定区間外） １６３号

１７５号一般国道（指定区間外）１次

１７８号一般国道（指定区間外）１次

１次 一般国道（指定区間外） ３１２号

１次 高速自動車国道 新名神高速道路
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区分 道路種別 路線名 指定区間 延長(km) 供用・未供用の別
１次 主要地方道 京都宇治線 宇治東IC～（主）宇治淀線交点 1.5 供用
１次 主要地方道 福知山綾部線 （主）綾部インター線交点～国道２７号交点 0.5 供用
１次 主要地方道 綾部大江宮津線 宮津天橋立ＩＣ～国道１７６号交点 2.0 供用
１次 主要地方道 大山崎大枝線 国道１７１号交点～（主）西京高槻線交点 1.3 供用
１次 主要地方道 宇治淀線 （主）京都宇治線交点～国道２４号交点 5.0 供用
１次 主要地方道 園部平屋線 国道９号交点～園部ＩＣ 2.0 供用

国道１号（京阪国道）交点～京田辺市道薪新田辺線交点 5.2 供用
京田辺市道薪新田辺線交点～木津川市道木７１３号相楽台１６号線交点 12.5 供用

（主）生駒精華線交点～（一）けいはんな記念公園木津線交点 0.9 未供用
１次 主要地方道 福知山停車場線 （主）舞鶴福知山線交点～（一）福知山停車場篠尾線交点 0.9 供用
１次 主要地方道 池辺京田線 舞鶴西ＩＣ～国道２７号交点 1.1 供用
１次 主要地方道 小倉西舞鶴線 国道２７号交点～舞鶴東ＩＣ 2.2 供用
１次 主要地方道 舞鶴福知山線 （主）福知山停車場交点～国道９号交点 1.2 供用
１次 主要地方道 西京高槻線 （一）中山稲荷線交点～（主）大山崎大枝線交点 6.5 供用
１次 主要地方道 舞鶴綾部福知山線 （主）綾部インター線交点～（主）綾部インター線交点 0.9 供用

（主）福知山綾部線交点～（主）舞鶴綾部福知山線交点 1.6 供用
（主）舞鶴綾部福知山線交点～綾部ＩＣ 0.4 供用

　 １７区間（１４路線） 小計 45.7
１次 一般府道 中山稲荷線 京都市境～（主）西京高槻線交点 1.1 供用
１次 一般府道 中山向日線 乙訓総合庁舎～（主）西京高槻線交点 0.1 供用
１次 一般府道 福知山停車場篠尾線 （主）福知山停車場線交点～国道９号交点 1.2 供用
１次 一般府道 大宮岩滝線 国道３１２号交点～京丹後大宮IC 2.5 供用

　 ４区間（４路線） 小計 4.9
１次 市町村道 精華町道 桜が丘133号線 木津川市道 木７１２号相楽台１５号線～国道１６３号交点 0.06 供用
１次 市町村道 精華町道 桜が丘134号線 国道１６３号交点～木津川市道 木７１３号相楽台１６号線 0.10 供用
１次 市町村道 木津川市道 木712号相楽台15号線 （主）八幡木津線交点～精華町道 桜が丘１３３号線 0.08 供用
１次 市町村道 木津川市道 木713号相楽台16号線 精華町道 桜が丘１３４号線～（主）八幡木津線交点 0.17 供用
１次 市町村道 京田辺市道 薪新田辺線 （主）八幡木津線（山手幹線）交点～（主）八幡木津線（現道）交点 0.50 供用
１次 市町村道 （都）東部丘陵線 城陽スマートIC～（都）城陽井手木津川線交点 0.50 未供用

６区間（６路線） 小計 1.4
１次 その他（臨港道路） 前島中央臨港道路 国道２７号～前島臨港道路交点、前島臨港道路交点～前島中央臨港道路取合４号交点 0.55 供用
１次 その他（臨港道路） 前島臨港道路 前島中央臨港道路交点～前島中央臨港道路交点 0.18 供用
１次 その他（臨港道路） 前島中央臨港道路取合４号 前島中央臨港道路交点～前島ふ頭（京都舞鶴港 東港） 0.10 供用
１次 その他（臨港道路） 下福井喜多臨港道路 国道１７５号～喜多ふ頭臨港道路交点 0.80 供用
１次 その他（臨港道路） 喜多ふ頭臨港道路 下福井喜多臨港道路交点～喜多ふ頭臨港道路取合１号交点 0.35 供用
１次 その他（臨港道路） 喜多ふ頭臨港道路取合１号 喜多ふ頭臨港道路交点～喜多ふ頭（京都舞鶴港 西港） 0.65 供用

６区間（６路線） 小計 2.6
７５区間（５５路線（※）） 合計 726.1

八幡木津線主要地方道１次

綾部インター線１次 主要地方道

（※）高速・自専道（８路線）＋国道（指定区間）（７路線）＋国道（指定区間外）（１１路線）＋主要地方道（１４路線）＋一般府道（４路線）
　　　＋市町村道（６路線）＋臨港道路（６路線）＝５６路線から、重複している１路線（国道１６３号）を控除
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区分 道路種別 路線名 指定区間 延長(km) 供用・未供用の別
２次 一般国道（指定区間外） １７３号 兵庫県境～国道２７号交点 26.2 供用
２次 一般国道（指定区間外） １７８号 国道１７６号交点～（主）香美久美浜線交点 79.5 供用（※２）

滋賀県境～国道２４号交点 17.5 供用（※２）
田辺西ＩＣ～大阪府境 0.9 供用

（主）宇治木屋線交点～宇治田原IC 0.3 未供用
２次 一般国道（指定区間外） ４２６号 兵庫県境～国道９号交点 10.5 供用

国道９号交点～（主）園部能勢線交点 0.6 供用
（一）八木東インター線交点～国道９号交点 0.2 供用
国道１７８号交点～（一）間人大宮線交点（北側） 2.5 供用
（一）間人大宮線交点（南側）～峰山総合庁舎 8.3 供用

国道３１２号交点～兵庫県境 5.8 供用
１１区間（６路線） 小計 152.3

２次 主要地方道 小浜綾部線 福井県境～国道２７号交点 27.9 供用（※２）
２次 主要地方道 木津信楽線 国道１６３号交点～滋賀県境 19.5 供用
２次 主要地方道 枚方亀岡線 大阪府境～国道９号交点 5.2 供用
２次 主要地方道 福知山綾部線 国道９号交点～（主）綾部インター線交点 12.1 供用
２次 主要地方道 大山崎大枝線 （主）西京高槻線交点～済生会京都府病院 2.3 供用
２次 主要地方道 香美久美浜線 （一）久美浜気比線交点～国道１７８号交点 0.4 供用
２次 主要地方道 綾部宮島線 国道２７号交点～国道１６２号交点 17.2 供用（※２）
２次 主要地方道 京都守口線 京都市境～（主）八幡木津線交点 1.3 供用
２次 主要地方道 宇治淀線 国道２４号交点～京都市境 3.6 供用
２次 主要地方道 網野峰山線 国道１７８号交点～国道３１２号交点 8.6 供用
２次 主要地方道 園部平屋線 園部ＩＣ～国道１６２号交点 26.1 供用

（主）京都守口線交点～国道１号（京阪国道）交点 3.7 供用
国道１号（バイパス）交点～上津屋工業団地 0.6 供用

２次 主要地方道 東舞鶴停車場線 ＪＲ東舞鶴駅～国道２７号交点 0.6 供用
２次 主要地方道 亀岡園部線 国道９号交点～（主）園部平屋線交点 20.0 供用
２次 主要地方道 小倉西舞鶴線 （主）舞鶴和知線交点～国道２７号交点 7.1 供用
２次 主要地方道 奈良加茂線 （主）天理加茂木津線交点～国道１６３号交点 1.8 供用
２次 主要地方道 茨木亀岡線 大阪府境～大阪府境(（主）枚方亀岡線交点) 8.3 供用
２次 主要地方道 天理加茂木津線 （主）奈良加茂線交点～国道１６３号交点 4.4 供用
２次 主要地方道 京都日吉美山線 （主）園部平屋線交点～（主）日吉京丹波線交点 1.9 供用
２次 主要地方道 舞鶴和知線 国道２７号交点～（主）小浜綾部線交点 15.6 供用
２次 主要地方道 網野岩滝線 国道１７８号交点（網野町側）～国道１７８号交点（与謝野町側） 22.0 供用（※２）
２次 主要地方道 園部能勢線 国道４７７号交点～国道３７２号交点 8.6 供用
２次 主要地方道 舞鶴福知山線 （主）舞鶴綾部福知山線交点～（主）福知山停車場線交点 1.2 供用
２次 主要地方道 市島和知線 京丹波町道 本庄坂原線交点～国道２７号交点 2.0 供用

国道３０７号交点～南栗所交差点 1.8 供用
南栗所交差点～宇治田原町役場 1.1 未供用

（主）大山崎大枝線交点～大山崎町役場 0.6 供用
大山崎町役場～（一）下植野大山崎線交点 0.3 供用

２次 主要地方道 城陽宇治線 国道２４号交点（新名神側）～国道２４号交点（京滋バイパス側） 7.0 供用
２次 主要地方道 枚方山城線 （主）八幡木津線交点～国道２４号交点 1.8 供用
２次 主要地方道 生駒精華線 精華学研ＩＣ～（主）八幡木津線交点 0.7 供用
２次 主要地方道 宮前千歳線 千代川ＩＣ～国道９号交点 1.1 供用

（一）淵垣上八田線交点～（主）綾部インター線交点 3.7 供用
福知山市道上荒河観音寺線交点～（主）舞鶴福知山線交点 1.0 供用

２次 主要地方道 野田川大宮線 国道１７６号交点～（主）宮津養父線交点 1.7 供用
２次 主要地方道 佐々江下中線 （主）園部平屋線交点～京都市境 2.4 供用
２次 主要地方道 伏見柳谷高槻線 （主）西京高槻線交点～（主）大山崎大枝線交点 0.8 供用
２次 主要地方道 日吉京丹波線 （主）京都日吉美山線交点～国道９号交点 7.4 供用
２次 主要地方道 上野南山城線 南山城村役場～国道１６３号交点 1.5 供用

４０区間（３６路線） 小計 254.9

２次 一般国道（指定区間外） ４７７号

２次 一般国道（指定区間外） ３０７号

２次 主要地方道 八幡木津線

４８２号一般国道（指定区間外）２次

２次

主要地方道 西京高槻線

宇治木屋線主要地方道

舞鶴綾部福知山線主要地方道２次

２次
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区分 道路種別 路線名 指定区間 延長(km) 供用・未供用の別
２次 一般府道 久美浜気比線 （一）久美浜停車場線交点～（主）香美久美浜線交点 0.4 供用
２次 一般府道 中山稲荷線 （主）西京高槻線交点～京都市境 0.6 供用
２次 一般府道 下植野大山崎線 （主）大山崎大枝線交点～（主）西京高槻線交点 0.8 供用
２次 一般府道 長岡京停車場線 乙訓消防組合消防本部～国道１７１号交点 0.4 供用
２次 一般府道 黄檗停車場線 陸上自衛隊宇治駐屯地～国道２４号交点 0.9 供用
２次 一般府道 富野荘八幡線 国道１号（バイパス）交点～（一）八幡京田辺インター線交点 0.7 供用
２次 一般府道 山城総合運動公園城陽線 山城総合運動公園～国道２４号交差点 3.8 供用

（一）富野荘八幡線交点～山手幹線交点 1.4 供用
山手幹線交点～大阪府境 0.2 未供用

２次 一般府道 和束井手線 国道２４号（現道）交点～国道２４号（城陽井手木津川BP）交点 1.3 供用
２次 一般府道 和泉宮脇線 （主）綾部宮島線交点～（主）園部平屋線交点 3.2 供用
２次 一般府道 亀岡停車場線 亀岡市役所～国道９号交点 0.2 供用
２次 一般府道 東掛小林線 大井ＩＣ～国道９号交点 0.8 供用
２次 一般府道 郷ノ口室河原線 八木西ＩＣ～国道９号交点 0.1 供用
２次 一般府道 園部停車場線 ＪＲ園部駅～国道９号交点 0.2 供用
２次 一般府道 桧山須知線 国道１７３号交点～国道９号交点 6.6 供用
２次 一般府道 八木東インター線 八木東IC～国道４７７号交点 0.7 供用
２次 一般府道 淵垣上八田線 国道２７号交点～（主）舞鶴綾部福知山線交点 0.8 供用
２次 一般府道 内宮地頭線 舞鶴大江ＩＣ～国道１７５号交点 0.6 供用
２次 一般府道 西舞鶴停車場線 ＪＲ西舞鶴駅～国道２７号交点 0.1 供用
２次 一般府道 宮津停車場線 京都丹後鉄道宮津駅～（主）綾部大江宮津線交点 0.5 供用
２次 一般府道 温江加悦線 国道１７６号交点～（－）中藤加悦線交点 1.4 供用
２次 一般府道 伊根港線 国道１７８号交点～「道の駅」舟屋の里伊根 1.3 供用
２次 一般府道 野田川加悦線 （一）中藤加悦線交点～国道１７６号交点 0.9 供用
２次 一般府道 間人大宮線 国道４８２号交点（北側）～国道４８２号交点（南側） 3.0 供用（※２）
２次 一般府道 明田京丹後大宮停車場線 国道３１２号交点～京丹後市大宮庁舎 0.3 供用
２次 一般府道 浜詰網野線 京丹後市網野庁舎～国道１７８号交点 0.5 供用
２次 一般府道 久美浜停車場線 （一）久美浜気比線交点～国道１７８号交点 0.4 供用
２次 一般府道 中藤加悦線 （一）温江加悦線交点～（一）野田川加悦線交点 0.7 供用
２次 一般府道 小坂青垣線 国道９号交点～福知山市夜久野支所 0.2 供用
２次 一般府道 柚原向日線 向日市役所～（主）西京高槻線交点 0.2 供用
２次 一般府道 長尾八幡線 国道１号（京阪国道）交点～（主）八幡木津線交点 2.5 供用

３２区間（３１路線） 小計 35.7
２次 市町村道 宇治市道 宇治白川線 （主）宇治淀線交点～山城総合運動公園 1.5 供用

１区間（１路線） 小計 1.5
８４区間（７４路線） 合計 444.4

合計 １５９区間（１１６路線（※１）） １次＋２次の合計 1,170.5

（※２）供用路線の延長は、現道部の延長を計上
している。現在バイパス事業中で今後供用予定
の場合は、緊急輸送道路ネットワーク計画図にお
いて点線で表記するのみとする。

（※１）１次（５５路線）＋２次（７４路線）＝１２９路線から、重複している１３路線（国道（３）、主要地方道（９）、一般府道（１）を控除。
　　　　国道（３）：国道１７８号、国道３０７号、国道４８２号
　　　　主要地方道（９）：福知山綾部線、大山崎大枝線、宇治淀線、園部平屋線、八幡木津線、小倉西舞鶴線、舞鶴福知山線、西京高槻線、舞鶴綾部福知山線
　　　　一般府道（１）：中山稲荷線

２次 一般府道 八幡京田辺インター線


