
 

 

 

令和 ４年３月２５日 

道路局 企 画 課 

高速道路課 

 

 

「防災拠点自動車駐車場」を指定しました 

 

 災害時において、広域的な災害応急対策を迅速に実施するための拠点を確

保することが重要であることを踏まえ、地域防災計画等に位置づけられた「道

の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自動車駐車場につい

て、「防災拠点自動車駐車場」として指定しました。 

 
 令和３年３月に道路法等が改正され、広域災害応急対策の拠点となる防災
機能を有する「道の駅」や高速道路のサービスエリア・パーキングエリアの自
動車駐車場について、国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する
制度が創設されました。 
 
 この度、防災拠点自動車駐車場として、道の駅３３２箇所、サービスエリア・
パーキングエリア１４６箇所の計４７８箇所を指定しました。 
 
 
（添付資料） 
 

・「防災拠点自動車駐車場」の指定について 別紙１ 
 

・「防災拠点自動車駐車場」指定箇所一覧  別紙２ 
 
 
 
 
 
 
 

＜問い合わせ先＞ 国土交通省 代表(03)5253-8111  FAX(03)5253-1618 

指定制度および道の駅について 

道路局 企画課 評価室 神田・田中（内線：37552、37558 直通：(03)5253-8485） 

 サービスエリア・パーキングエリアについて 

道路局 高速道路課 春名・種田   （内線：38382、38343 直通：(03)5253-8491）    
 



○ 広域災害応急対策の拠点となる防災機能を有する「道の駅」等について、
国土交通大臣が防災拠点自動車駐車場として指定する制度を創設
（改正道路法等 令和３年３月３１日成立・公布、令和３年９月２５日施行）

「防災拠点自動車駐車場」の指定について

道の駅におけるイメージ

道路駐車場
（防災拠点自動車駐車場に指定）

⇒地域防災計画等に位置付けがある「道の駅」やSA・PAを対象として指定

利用の禁止・制限
の際に設ける標識

炊き出しの様子

○ 道路管理者が隣接する
地域振興施設等の
所有者と協定を締結し、
災害時には一体的に
活用可能

○ 災害時に防災拠点としての利用以外を
禁止・制限が可能

○ 災害時に有用な施設等の占用基準を緩和

道の駅を拠点として
活用した災害応急対策

地域振興施設等

別紙1



路線名 指定する自動車駐車場 所在地
1 東北縦貫自動車道弘前線 蓮田サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 埼玉県蓮田市
2 東北縦貫自動車道弘前線 佐野サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 栃木県佐野市
3 関越自動車道新潟線 三芳パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 埼玉県入間郡三芳町
4 関越自動車道新潟線 高坂サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 埼玉県東松山市
5 関越自動車道新潟線 上里サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 埼玉県児玉郡上里町
6 常磐自動車道 守谷サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 茨城県守谷市
7 常磐自動車道 守谷サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 茨城県守谷市
8 東関東自動車道千葉富津線 市原サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 千葉県市原市
9 東関東自動車道水戸線 湾岸幕張パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 千葉県千葉市
10 東関東自動車道水戸線 酒々井パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 千葉県印旛郡酒々井町
11 中央自動車道富士吉田線 石川パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 東京都八王子市
12 中央自動車道富士吉田線 石川パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 東京都八王子市
13 中央自動車道富士吉田線 談合坂サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 山梨県上野原市
14 中央自動車道富士吉田線 談合坂サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 山梨県上野原市
15 中央自動車道西宮線 恵那峡サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 岐阜県恵那市
16 中央自動車道西宮線 内津峠パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 愛知県春日井市
17 中央自動車道西宮線 内津峠パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 愛知県春日井市
18 中央自動車道西宮線 尾張一宮パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 愛知県一宮市
19 中央自動車道西宮線 尾張一宮パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 愛知県一宮市
20 中央自動車道西宮線 養老サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 岐阜県養老郡養老町
21 中央自動車道西宮線 草津パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 滋賀県草津市
22 中央自動車道西宮線 大津サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 滋賀県大津市
23 中央自動車道西宮線 大津サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 滋賀県大津市
24 中央自動車道西宮線 吹田サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 大阪府吹田市
25 第一東海自動車道 港北パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 神奈川県横浜市
26 第一東海自動車道 港北パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県横浜市
27 第一東海自動車道 海老名サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 神奈川県海老名市
28 第一東海自動車道 海老名サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県海老名市
29 第一東海自動車道 中井パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 神奈川県足柄上郡中井町
30 第一東海自動車道 中井パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県足柄上郡中井町
31 第一東海自動車道 鮎沢パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 神奈川県足柄上郡山北町
32 第一東海自動車道 鮎沢パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県足柄上郡山北町
33 第一東海自動車道 足柄サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県駿東郡小山町
34 第一東海自動車道 足柄サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県駿東郡小山町
35 第一東海自動車道 浜名湖サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県浜松市
36 第一東海自動車道 浜名湖サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県浜松市
37 第一東海自動車道 豊橋パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 愛知県豊橋市
38 東海北陸自動車道 川島パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 岐阜県各務原市
39 東海北陸自動車道 関サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 岐阜県関市
40 第二東海自動車道横浜名古屋線 駿河湾沼津サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県沼津市
41 第二東海自動車道横浜名古屋線 駿河湾沼津サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県沼津市
42 第二東海自動車道横浜名古屋線 清水パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県静岡市
43 第二東海自動車道横浜名古屋線 清水パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県静岡市
44 第二東海自動車道横浜名古屋線 静岡サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県静岡市
45 第二東海自動車道横浜名古屋線 静岡サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県静岡市
46 第二東海自動車道横浜名古屋線 藤枝パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県藤枝市
47 第二東海自動車道横浜名古屋線 藤枝パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県藤枝市
48 第二東海自動車道横浜名古屋線 掛川パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県掛川市
49 第二東海自動車道横浜名古屋線 掛川パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県掛川市
50 第二東海自動車道横浜名古屋線 遠州森町パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県周智郡森町
51 第二東海自動車道横浜名古屋線 遠州森町パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県周智郡森町
52 第二東海自動車道横浜名古屋線 浜松サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 静岡県浜松市
53 第二東海自動車道横浜名古屋線 浜松サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 静岡県浜松市
54 第二東海自動車道横浜名古屋線 長篠設楽原パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 愛知県新城市
55 北陸自動車道 賤ヶ岳サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 滋賀県長浜市
56 北陸自動車道 賤ヶ岳サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 滋賀県長浜市
57 近畿自動車道伊勢線 安濃サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 三重県津市
58 近畿自動車道伊勢線 安濃サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 三重県津市
59 近畿自動車道名古屋亀山線 御在所サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 三重県四日市市
60 近畿自動車道名古屋亀山線 御在所サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 三重県四日市市
61 近畿自動車道名古屋亀山線 亀山パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 三重県亀山市
62 近畿自動車道名古屋亀山線 亀山パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 三重県亀山市
63 近畿自動車道名古屋神戸線 土山サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 滋賀県甲賀市
64 近畿自動車道名古屋神戸線 土山サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 滋賀県甲賀市
65 近畿自動車道松原那智勝浦線 紀ノ川サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 和歌山県和歌山市
66 近畿自動車道松原那智勝浦線 道の駅「くちくまの」の自動車駐車場 和歌山県西牟婁郡上富田町

防災拠点自動車駐車場　指定箇所一覧 別紙２



路線名 指定する自動車駐車場 所在地

防災拠点自動車駐車場　指定箇所一覧 別紙２

67 中国縦貫自動車道 社パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 兵庫県加東市
68 中国縦貫自動車道 社パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 兵庫県加東市
69 中国縦貫自動車道 美東サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 山口県美祢市
70 山陽自動車道吹田山口線 三木サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 兵庫県三木市
71 山陽自動車道吹田山口線 三木サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 兵庫県三木市
72 山陽自動車道吹田山口線 吉備サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 岡山県岡山市
73 山陽自動車道吹田山口線 福山サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 広島県福山市
74 山陽自動車道吹田山口線 小谷サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 広島県東広島市
75 山陽自動車道吹田山口線 宮島サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 広島県廿日市市
76 山陽自動車道吹田山口線 宮島サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 広島県廿日市市
77 中国横断自動車道岡山米子線 高梁サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 岡山県高梁市
78 中国横断自動車道岡山米子線 大山パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 鳥取県西伯郡伯耆町
79 中国横断自動車尾道松江線 宍道湖サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 島根県松江市
80 中国横断自動車尾道松江線 宍道湖サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 島根県松江市
81 四国縦貫自動車道 上板サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 徳島県板野郡上板町
82 四国縦貫自動車道 吉野川サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 徳島県三好郡東みよし町
83 四国縦貫自動車道 吉野川サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 徳島県三好郡東みよし町
84 四国縦貫自動車道 入野パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 愛媛県四国中央市
85 四国縦貫自動車道 石鎚山サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 愛媛県西条市
86 四国横断自動車道阿南四万十線 府中湖パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 香川県坂出市
87 四国横断自動車道阿南四万十線 府中湖パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 香川県坂出市
88 四国横断自動車道阿南四万十線 高瀬パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 香川県三豊市
89 四国横断自動車道阿南四万十線 高瀬パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 香川県三豊市
90 四国横断自動車道阿南四万十線 豊浜サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 香川県観音寺市
91 四国横断自動車道阿南四万十線 豊浜サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 香川県観音寺市
92 四国横断自動車道阿南四万十線 鳴門西パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 徳島県鳴門市
93 四国横断自動車道阿南四万十線 津田の松原サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 香川県さぬき市
94 四国横断自動車道阿南四万十線 津田の松原サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 香川県さぬき市
95 四国横断自動車道阿南四万十線 馬立パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 愛媛県四国中央市
96 四国横断自動車道阿南四万十線 南国サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 高知県南国市
97 四国横断自動車道阿南四万十線 南国サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 高知県南国市
98 九州縦貫自動車道鹿児島線 吉志パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県北九州市
99 九州縦貫自動車道鹿児島線 吉志パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県北九州市
100 九州縦貫自動車道鹿児島線 直方パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県直方市
101 九州縦貫自動車道鹿児島線 鞍手パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県鞍手郡鞍手町
102 九州縦貫自動車道鹿児島線 古賀サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県古賀市
103 九州縦貫自動車道鹿児島線 古賀サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県古賀市
104 九州縦貫自動車道鹿児島線 広川サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県八女郡広川町
105 九州縦貫自動車道鹿児島線 広川サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県八女郡広川町
106 九州縦貫自動車道鹿児島線 山川パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県みやま市
107 九州縦貫自動車道鹿児島線 山江サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 熊本県球磨郡山江村
108 九州縦貫自動車道鹿児島線 えびのパーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県えびの市
109 九州縦貫自動車道鹿児島線 えびのパーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県えびの市
110 九州縦貫自動車道鹿児島線 吉松パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 鹿児島県姶良郡湧水町
111 九州縦貫自動車道宮崎線 霧島サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県小林市
112 九州縦貫自動車道宮崎線 霧島サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県小林市
113 九州縦貫自動車道宮崎線 日向高崎パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県都城市
114 九州縦貫自動車道宮崎線 日向高崎パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県都城市
115 九州縦貫自動車道宮崎線 山之口サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県都城市
116 九州縦貫自動車道宮崎線 山之口サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県都城市
117 九州縦貫自動車道宮崎線 清武パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県宮崎市
118 九州縦貫自動車道宮崎線 清武パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県宮崎市
119 九州横断自動車道長崎大分線 井上パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県小郡市
120 九州横断自動車道長崎大分線 山田サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県朝倉市
121 九州横断自動車道長崎大分線 山田サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県朝倉市
122 九州横断自動車道長崎大分線 玖珠サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 大分県玖珠郡玖珠町
123 東九州自動車道 今川パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県行橋市
124 東九州自動車道 今川パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県行橋市
125 東九州自動車道 上毛パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県築上郡上毛町
126 東九州自動車道 上毛パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 福岡県築上郡上毛町
127 東九州自動車道 別府湾サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 大分県別府市
128 東九州自動車道 別府湾サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 大分県別府市
129 東九州自動車道 川南パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県児湯郡川南町
130 東九州自動車道 川南パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県児湯郡川南町
131 東九州自動車道 宮崎パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 宮崎県宮崎市
132 東九州自動車道 宮崎パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 宮崎県宮崎市
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133 関門自動車道 めかりパーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 福岡県北九州市
134 沖縄自動車道 伊芸サービスエリア（上り線）の自動車駐車場 沖縄県国頭郡金武町
135 沖縄自動車道 伊芸サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 沖縄県国頭郡金武町
136 一般国道1号（西湘バイパス） 西湘パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県小田原市
137 一般国道14号（京葉道路） 幕張パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 千葉県千葉市
138 一般国道24号（京奈和自動車道） 道の駅「かつらぎ西」の自動車駐車場 和歌山県伊都郡かつらぎ町
139 一般国道28号（神戸淡路鳴門自動車道） 淡路サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 兵庫県淡路市
140 一般国道28号（神戸淡路鳴門自動車道） 淡路島南パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 兵庫県南あわじ市
141 一般国道271号（小田原厚木道路） 小田原パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県小田原市
142 一般国道271号（小田原厚木道路） 大磯パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 神奈川県中郡大磯町
143 一般国道271号（小田原厚木道路） 平塚パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 神奈川県平塚市
144 一般国道317号（西瀬戸自動車道） 来島海峡サービスエリア（下り線）の自動車駐車場 愛媛県今治市
145 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道） 厚木パーキングエリア（内回り）の自動車駐車場 神奈川県厚木市
146 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道） 厚木パーキングエリア（外回り）の自動車駐車場 神奈川県厚木市
147 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道） 菖蒲パーキングエリア（上り線）の自動車駐車場 埼玉県久喜市
148 一般国道468号（首都圏中央連絡自動車道） 菖蒲パーキングエリア（下り線）の自動車駐車場 埼玉県久喜市
149 一般国道478号（京都縦貫自動車道） 道の駅「京丹波 味夢の里」の自動車駐車場 京都府船井郡京丹波町
150 一般国道1号 道の駅「宇津ノ谷峠」の自動車駐車場（静岡市・藤枝市） 静岡県静岡市・藤枝市
151 一般国道1号 道の駅「掛川」の自動車駐車場 静岡県掛川市
152 一般国道1号 道の駅「藤川宿」の自動車駐車場 愛知県岡崎市
153 一般国道1号 道の駅「関宿」の自動車駐車場 三重県亀山市
154 一般国道2号 道の駅「みはら神明の里」の自動車駐車場 広島県三原市
155 一般国道2号 道の駅「西条のん太の酒蔵」の自動車駐車場 広島県東広島市
156 一般国道2号 道の駅「ソレーネ周南」の自動車駐車場 山口県周南市
157 一般国道3号 道の駅「たちばな」の自動車駐車場 福岡県八女市
158 一般国道3号 道の駅「鹿北」の自動車駐車場 熊本県山鹿市
159 一般国道3号 道の駅「うき」の自動車駐車場 熊本県宇城市
160 一般国道3号 道の駅「竜北」の自動車駐車場 熊本県八代郡氷川町
161 一般国道3号 道の駅「たのうら」の自動車駐車場 熊本県葦北郡芦北町
162 一般国道3号 道の駅「阿久根」の自動車駐車場 鹿児島県阿久根市
163 一般国道4号 道の駅「ごか」の自動車駐車場 茨城県猿島郡五霞町
164 一般国道4号 道の駅「しもつけ」の自動車駐車場 栃木県下野市
165 一般国道4号 道の駅「安達」の自動車駐車場 福島県二本松市
166 一般国道4号 道の駅「国見　あつかしの郷」の自動車駐車場 福島県伊達郡国見町
167 一般国道4号 道の駅「平泉」の自動車駐車場 岩手県西磐井郡平泉町
168 一般国道4号 道の駅「石鳥谷」の自動車駐車場 岩手県花巻市
169 一般国道4号 道の駅「石神の丘」の自動車駐車場 岩手県岩手郡岩手町
170 一般国道4号 道の駅「しちのへ」の自動車駐車場 青森県上北郡七戸町
171 一般国道4号 道の駅「浅虫温泉」の自動車駐車場 青森県青森市
172 一般国道5号 道の駅「ＹＯＵ･遊･もり」の自動車駐車場 北海道茅部郡森町
173 一般国道5号 道の駅「ニセコビュープラザ」の自動車駐車場 北海道虻田郡ニセコ町
174 一般国道6号 道の駅「ならは」の自動車駐車場 福島県双葉郡楢葉町
175 一般国道6号 道の駅「南相馬」の自動車駐車場 福島県南相馬市
176 一般国道6号 道の駅「そうま」の自動車駐車場 福島県相馬市
177 一般国道7号 道の駅「神林」の自動車駐車場 新潟県村上市
178 一般国道7号 道の駅「朝日」の自動車駐車場 新潟県村上市
179 一般国道7号 道の駅「象潟」の自動車駐車場 秋田県にかほ市
180 一般国道7号 道の駅「にしめ」の自動車駐車場 秋田県由利本荘市
181 一般国道7号 道の駅「岩城」の自動車駐車場 秋田県由利本荘市
182 一般国道7号 道の駅「ことおか」の自動車駐車場 秋田県山本郡三種町
183 一般国道7号 道の駅「ふたつい」の自動車駐車場 秋田県能代市
184 一般国道7号 道の駅「たかのす」の自動車駐車場 秋田県北秋田市
185 一般国道8号 道の駅「ながおか花火館」の自動車駐車場 新潟県長岡市
186 一般国道8号 道の駅「カモンパーク新湊」の自動車駐車場 富山県射水市
187 一般国道8号 道の駅「万葉の里　高岡」の自動車駐車場 富山県高岡市
188 一般国道8号 道の駅「メルヘンおやべ」の自動車駐車場 富山県小矢部市
189 一般国道8号 道の駅「めぐみ白山」の自動車駐車場 石川県白山市
190 一般国道8号 道の駅「こまつ木場潟」の自動車駐車場 石川県小松市
191 一般国道8号 道の駅「河野」の自動車駐車場 福井県南条郡南越前町
192 一般国道8号 道の駅「塩津海道あぢかまの里」の自動車駐車場 滋賀県長浜市
193 一般国道8号 道の駅「竜王かがみの里」の自動車駐車場 滋賀県蒲生郡竜王町
194 一般国道9号 道の駅「ようか但馬蔵」の自動車駐車場 兵庫県養父市
195 一般国道9号 道の駅「きなんせ岩美」の自動車駐車場 鳥取県岩美郡岩美町
196 一般国道9号 道の駅「神話の里　白うさぎ」の自動車駐車場 鳥取県鳥取市
197 一般国道9号 道の駅「はわい」の自動車駐車場 鳥取県東伯郡湯梨浜町
198 一般国道9号 道の駅「大栄」の自動車駐車場 鳥取県東伯郡北栄町
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199 一般国道9号 道の駅「ポート赤碕」の自動車駐車場 鳥取県東伯郡琴浦町
200 一般国道9号 道の駅「あらエッサ」の自動車駐車場 島根県安来市
201 一般国道9号 道の駅「サンピコごうつ」の自動車駐車場 島根県江津市
202 一般国道9号 道の駅「ゆうひパーク浜田」の自動車駐車場 島根県浜田市
203 一般国道9号 道の駅「ゆうひパーク三隅」の自動車駐車場 島根県浜田市
204 一般国道9号 道の駅「シルクウェイにちはら」の自動車駐車場 島根県鹿足郡津和野町
205 一般国道9号 道の駅「長門峡」の自動車駐車場 山口県山口市
206 一般国道10号 道の駅「豊前おこしかけ」の自動車駐車場 福岡県豊前市
207 一般国道10号 道の駅「しんよしとみ」の自動車駐車場 福岡県築上郡上毛町
208 一般国道10号 道の駅「やよい」の自動車駐車場 大分県佐伯市
209 一般国道10号 道の駅「北川はゆま」の自動車駐車場 宮崎県延岡市
210 一般国道10号 道の駅「日向」の自動車駐車場 宮崎県日向市
211 一般国道10号 道の駅「つの」の自動車駐車場 宮崎県児湯郡都農町
212 一般国道10号 道の駅「すえよし」の自動車駐車場 鹿児島県曽於市
213 一般国道11号 道の駅「源平の里むれ」の自動車駐車場 香川県高松市
214 一般国道12号 道の駅「三笠」の自動車駐車場 北海道三笠市
215 一般国道12号 道の駅「ハウスヤルビ奈井江」の自動車駐車場 北海道空知郡奈井江町
216 一般国道13号 道の駅「むらやま」の自動車駐車場 山形県村山市
217 一般国道13号 道の駅「尾花沢」の自動車駐車場 山形県尾花沢市
218 一般国道13号 道の駅「おがち」の自動車駐車場 秋田県湯沢市
219 一般国道13号 道の駅「十文字」の自動車駐車場 秋田県横手市
220 一般国道13号 道の駅「美郷」の自動車駐車場 秋田県仙北郡美郷町
221 一般国道13号 道の駅「かみおか」の自動車駐車場 秋田県大仙市
222 一般国道16号 道の駅「やちよ」の自動車駐車場 千葉県八千代市
223 一般国道17号 道の駅「おおた」の自動車駐車場 群馬県太田市
224 一般国道17号 道の駅「こもち」の自動車駐車場 群馬県渋川市
225 一般国道17号 道の駅「みつまた」の自動車駐車場 新潟県南魚沼郡湯沢町
226 一般国道17号 道の駅「ちぢみの里おぢや」の自動車駐車場 新潟県小千谷市
227 一般国道18号 道の駅「上田　道と川の駅」の自動車駐車場 長野県上田市
228 一般国道18号・一般県道杉野沢黒姫停車場線 道の駅「しなの」の自動車駐車場 長野県上水内郡信濃町
229 一般国道18号 道の駅「あらい」の自動車駐車場 新潟県妙高市
230 一般国道19号 道の駅「大桑」の自動車駐車場 長野県木曽郡大桑村
231 一般国道19号 道の駅「奈良井木曽の大橋」の自動車駐車場 長野県塩尻市
232 一般国道19号 道の駅「木曽ならかわ」の自動車駐車場 長野県塩尻市
233 一般国道20号 道の駅「信州蔦木宿」の自動車駐車場 長野県諏訪郡富士見町
234 一般国道21号 道の駅「可児ッテ「ＣＡＮＩＴＴＥ」」の自動車駐車場 岐阜県可児市
235 一般国道23号 道の駅「とよはし」の自動車駐車場 愛知県豊橋市
236 一般国道23号 道の駅「筆柿の里・幸田」の自動車駐車場 愛知県額田郡幸田町
237 一般国道23号 道の駅「にしお岡ノ山」の自動車駐車場 愛知県西尾市
238 一般国道23号 道の駅「津かわげ」の自動車駐車場 三重県津市
239 一般国道24号 道の駅「レスティ 唐古・鍵」の自動車駐車場 奈良県磯城郡田原本町
240 一般国道24号 道の駅「紀の川万葉の里」の自動車駐車場 和歌山県伊都郡かつらぎ町
241 一般国道25号 道の駅「針Ｔ・Ｒ・Ｓ」の自動車駐車場 奈良県奈良市
242 一般国道25号 道の駅「なら歴史芸術文化村」の自動車駐車場 奈良県天理市
243 一般国道26号 道の駅「みさき」の自動車駐車場 大阪府泉南郡岬町
244 一般国道27号 道の駅「シーサイド高浜」の自動車駐車場 福井県大飯郡高浜町
245 一般国道27号 道の駅「和」の自動車駐車場 京都府船井郡京丹波町
246 一般国道29号 道の駅「若桜」の自動車駐車場 鳥取県八頭郡若桜町
247 一般国道29号 道の駅「はっとう」の自動車駐車場 鳥取県八頭郡八頭町
248 一般国道30号 道の駅「みやま公園」の自動車駐車場 岡山県玉野市
249 一般国道32号 道の駅「滝宮」の自動車駐車場 香川県綾歌郡綾川町
250 一般国道33号 道の駅「みかわ」の自動車駐車場 愛媛県上浮穴郡久万高原町
251 一般国道33号 道の駅「天空の郷さんさん」の自動車駐車場 愛媛県上浮穴郡久万高原町
252 一般国道36号 道の駅「花ロードえにわ」の自動車駐車場 北海道恵庭市
253 一般国道36号 道の駅「ウトナイ湖」の自動車駐車場 北海道苫小牧市
254 一般国道38号 道の駅「スタープラザ　芦別」の自動車駐車場 北海道芦別市
255 一般国道39号 道の駅「おんねゆ温泉」の自動車駐車場 北海道北見市
256 一般国道40号 道の駅「びふか」の自動車駐車場 北海道中川郡美深町
257 一般国道40号 道の駅「おといねっぷ」の自動車駐車場 北海道中川郡音威子府村
258 一般国道40号 道の駅「なかがわ」の自動車駐車場 北海道中川郡中川町
259 一般国道41号 道の駅「ロック・ガーデンひちそう」の自動車駐車場 岐阜県加茂郡七宗町
260 一般国道41号 道の駅「飛騨街道なぎさ」の自動車駐車場 岐阜県高山市
261 一般国道42号 道の駅「海山」の自動車駐車場 三重県北牟婁郡紀北町
262 一般国道42号 道の駅「紀宝町ウミガメ公園」の自動車駐車場 三重県南牟婁郡紀宝町
263 一般国道42号 道の駅「なち」の自動車駐車場 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
264 一般国道42号 道の駅「たいじ」の自動車駐車場 和歌山県東牟婁郡太地町
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265 一般国道42号 道の駅「すさみ」の自動車駐車場 和歌山県西牟婁郡すさみ町
266 一般国道42号 道の駅「イノブータンランド・すさみ」の自動車駐車場 和歌山県西牟婁郡すさみ町
267 一般国道42号 道の駅「志原海岸」の自動車駐車場 和歌山県西牟婁郡白浜町
268 一般国道45号 道の駅「上品の郷」の自動車駐車場 宮城県石巻市
269 一般国道45号 道の駅「津山」の自動車駐車場 宮城県登米市
270 一般国道45号 道の駅「三滝堂」の自動車駐車場 宮城県登米市
271 一般国道45号 道の駅「高田松原」の自動車駐車場 岩手県陸前高田市
272 一般国道45号 道の駅「さんりく」の自動車駐車場 岩手県大船渡市
273 一般国道45号 道の駅「たろう」の自動車駐車場 岩手県宮古市
274 一般国道45号 道の駅「たのはた」の自動車駐車場 岩手県下閉伊郡田野畑村
275 一般国道45号 道の駅「はしかみ」の自動車駐車場 青森県三戸郡階上町
276 一般国道46号 道の駅「雫石あねっこ」の自動車駐車場 岩手県岩手郡雫石町
277 一般国道46号 道の駅「協和」の自動車駐車場 秋田県大仙市
278 一般国道47号 道の駅「あ・ら・伊達な道の駅」の自動車駐車場 宮城県大崎市
279 一般国道49号 道の駅「ひらた」の自動車駐車場 福島県石川郡平田村
280 一般国道49号 道の駅「あいづ 湯川・会津坂下」の自動車駐車場 福島県河沼郡湯川村
281 一般国道49号 道の駅「にしあいづ」の自動車駐車場 福島県耶麻郡西会津町
282 一般国道50号 道の駅「みかも」の自動車駐車場 栃木県栃木市
283 一般国道50号 道の駅「思川」の自動車駐車場 栃木県小山市
284 一般国道50号 道の駅「グランテラス筑西」の自動車駐車場 茨城県筑西市
285 一般国道52号 道の駅「なんぶ」の自動車駐車場 山梨県南巨摩郡南部町
286 一般国道52号 道の駅「富士川」の自動車駐車場 山梨県南巨摩郡富士川町
287 一般国道53号 道の駅「清流茶屋　かわはら」の自動車駐車場 鳥取県鳥取市
288 一般国道54号 道の駅「三矢の里あきたかた」の自動車駐車場 広島県安芸高田市
289 一般国道54号 道の駅「ゆめランド布野」の自動車駐車場 広島県三次市
290 一般国道54号 道の駅「赤来高原」の自動車駐車場 島根県飯石郡飯南町
291 一般国道54号 道の駅「頓原」の自動車駐車場 島根県飯石郡飯南町
292 一般国道54号 道の駅「掛合の里」の自動車駐車場 島根県雲南市
293 一般国道54号 道の駅「さくらの里きすき」の自動車駐車場 島根県雲南市
294 一般国道55号 道の駅「公方の郷なかがわ」の自動車駐車場 徳島県阿南市
295 一般国道55号 道の駅「日和佐」の自動車駐車場 徳島県海部郡美波町
296 一般国道55号 道の駅「宍喰温泉」の自動車駐車場 徳島県海部郡海陽町
297 一般国道56号 道の駅「あぐり窪川」の自動車駐車場 高知県高岡郡四万十町
298 一般国道57号 道の駅「波野」の自動車駐車場 熊本県阿蘇市
299 一般国道57号 道の駅「阿蘇」の自動車駐車場 熊本県阿蘇市
300 一般国道57号 道の駅「大津」の自動車駐車場 熊本県菊池郡大津町
301 一般国道57号 道の駅「宇土マリーナ」の自動車駐車場 熊本県宇土市
302 一般国道58号 道の駅「許田」の自動車駐車場 沖縄県名護市
303 一般国道101号 道の駅「みねはま」の自動車駐車場 秋田県山本郡八峰町
304 一般国道102号 道の駅「いなかだて」の自動車駐車場 青森県南津軽郡田舎館村
305 一般国道105号 道の駅「おおうち」の自動車駐車場 秋田県由利本荘市
306 一般国道105号 道の駅「なかせん」の自動車駐車場 秋田県大仙市
307 一般国道105号 道の駅「あに」の自動車駐車場 秋田県北秋田市
308 一般国道106号 道の駅「区界高原」の自動車駐車場 岩手県宮古市
309 一般国道107号 道の駅「さんない」の自動車駐車場 秋田県横手市
310 一般国道107号 道の駅「東由利」の自動車駐車場 秋田県由利本荘市
311 一般国道108号 道の駅「おおさき」の自動車駐車場 宮城県大崎市
312 一般国道108号 道の駅「清水の里・鳥海郷」の自動車駐車場 秋田県由利本荘市
313 一般国道113号 道の駅「いいで」の自動車駐車場 山形県西置賜郡飯豊町
314 一般国道115号 道の駅「伊達の郷りょうぜん」の自動車駐車場 福島県伊達市
315 一般国道115号 道の駅「猪苗代」の自動車駐車場 福島県耶麻郡猪苗代町
316 一般国道116号 道の駅「良寛の里　わしま」の自動車駐車場 新潟県長岡市
317 一般国道118号 道の駅「常陸大宮」の自動車駐車場 茨城県常陸大宮市
318 一般国道118号 道の駅「奥久慈だいご」の自動車駐車場 茨城県久慈郡大子町
319 一般国道118号 道の駅「はなわ」の自動車駐車場 福島県東白川郡塙町
320 一般国道122号 道の駅「富弘美術館」の自動車駐車場 群馬県みどり市
321 一般国道138号 道の駅「すばしり」の自動車駐車場 静岡県駿東郡小山町
322 一般国道139号 道の駅「朝霧高原」の自動車駐車場 静岡県富士宮市
323 一般国道142号 道の駅「ほっとぱ～く・浅科」の自動車駐車場 長野県佐久市
324 一般国道143号 道の駅「あおき」の自動車駐車場 長野県小県郡青木村
325 一般国道148号 道の駅「小谷」の自動車駐車場 長野県北安曇郡小谷村
326 一般国道151号 道の駅「信州新野千石平」の自動車駐車場 長野県下伊那郡阿南町
327 一般国道152号 道の駅「マルメロの駅ながと」の自動車駐車場 長野県小県郡長和町
328 一般国道153号 道の駅「どんぐりの里いなぶ」の自動車駐車場 愛知県豊田市
329 一般国道153号 道の駅「信州平谷」の自動車駐車場 長野県下伊那郡平谷村
330 一般国道153号 道の駅「田切の里」の自動車駐車場 長野県上伊那郡飯島町



路線名 指定する自動車駐車場 所在地

防災拠点自動車駐車場　指定箇所一覧 別紙２

331 一般国道156号 道の駅「美濃にわか茶屋」の自動車駐車場 岐阜県美濃市
332 一般国道156号 道の駅「飛騨白山」の自動車駐車場 岐阜県大野郡白川村
333 一般国道156号 道の駅「白川郷」の自動車駐車場 岐阜県大野郡白川村
334 一般国道156号 道の駅「たいら」の自動車駐車場 富山県南砺市
335 一般国道157号 道の駅「しらやまさん」の自動車駐車場 石川県能美市
336 一般国道158号 道の駅「越前おおの荒島の郷」の自動車駐車場 福井県大野市
337 一般国道158号 道の駅「桜の郷荘川」の自動車駐車場 岐阜県高山市
338 一般国道161号 道の駅「マキノ追坂峠」の自動車駐車場 滋賀県高島市
339 一般国道161号 道の駅「藤樹の里あどがわ」の自動車駐車場 滋賀県高島市
340 一般国道161号 道の駅「妹子の郷」の自動車駐車場 滋賀県大津市
341 一般国道163号 道の駅「お茶の京都　みなみやましろ村」の自動車駐車場 京都府相楽郡南山城村
342 一般国道165号 道の駅「宇陀路室生」の自動車駐車場 奈良県宇陀市
343 一般国道166号 道の駅「宇陀路大宇陀」の自動車駐車場 奈良県宇陀市
344 一般国道168号 道の駅「大和路へぐり」の自動車駐車場 奈良県生駒郡平群町
345 一般国道179号 道の駅「奥津温泉」の自動車駐車場 岡山県苫田郡鏡野町
346 一般国道185号 道の駅「たけはら」の自動車駐車場 広島県竹原市
347 一般国道191号 道の駅「萩・さんさん三見」の自動車駐車場 山口県萩市
348 一般国道191号 道の駅「ゆとりパークたまがわ」の自動車駐車場 山口県萩市
349 一般国道192号 道の駅「貞光ゆうゆう館」の自動車駐車場 徳島県美馬郡つるぎ町
350 一般国道194号 道の駅「633美の里」の自動車駐車場 高知県吾川郡いの町
351 一般国道194号 道の駅「木の香」の自動車駐車場 高知県吾川郡いの町
352 一般国道201号 道の駅「いとだ」の自動車駐車場 福岡県田川郡糸田町
353 一般国道201号 道の駅「香春」の自動車駐車場 福岡県田川郡香春町
354 一般国道204号 道の駅「昆虫の里たびら」の自動車駐車場 長崎県平戸市
355 一般国道207号 道の駅「鹿島」の自動車駐車場 佐賀県鹿島市
356 一般国道210号 道の駅「くるめ」の自動車駐車場 福岡県久留米市
357 一般国道210号 道の駅「うきは」の自動車駐車場 福岡県うきは市
358 一般国道210号 道の駅「ゆふいん」の自動車駐車場 大分県由布市
359 一般国道211号 道の駅「小石原」の自動車駐車場 福岡県朝倉郡東峰村
360 一般国道220号 道の駅「くにの松原おおさき」の自動車駐車場 鹿児島県曽於郡大崎町
361 一般国道220号 道の駅「たるみずはまびら」の自動車駐車場 鹿児島県垂水市
362 一般国道220号 道の駅「たるみず」の自動車駐車場 鹿児島県垂水市
363 一般国道222号 道の駅「酒谷」の自動車駐車場 宮崎県日南市
364 一般国道225号 道の駅「川辺やすらぎの郷」の自動車駐車場 鹿児島県南九州市
365 一般国道226号 道の駅「いぶすき」の自動車駐車場 鹿児島県指宿市
366 一般国道230号 道の駅「230ルスツ」の自動車駐車場 北海道虻田郡留寿都村
367 一般国道231号 道の駅「石狩「あいろーど厚田」」の自動車駐車場 北海道石狩市
368 一般国道231号 道の駅「るもい」の自動車駐車場 北海道留萌市
369 一般国道232号 道の駅「てしお」の自動車駐車場 北海道天塩郡天塩町
370 一般国道234号 道の駅「あびらＤ51ステーション」の自動車駐車場 北海道勇払郡安平町
371 一般国道236号 道の駅「なかさつない」の自動車駐車場 北海道河西郡中札内村
372 一般国道236号 道の駅「忠類」の自動車駐車場 北海道中川郡幕別町
373 一般国道238号 道の駅「マリーンアイランド岡島」の自動車駐車場 北海道枝幸郡枝幸町
374 一般国道238号 道の駅「さるふつ公園」の自動車駐車場 北海道宗谷郡猿払村
375 一般国道240号 道の駅「阿寒丹頂の里」の自動車駐車場 北海道釧路市
376 一般国道241号 道の駅「摩周温泉」の自動車駐車場 北海道川上郡弟子屈町
377 一般国道241号 道の駅「かみしほろ」の自動車駐車場 北海道河東郡上士幌町
378 一般国道241号 道の駅「ピア21しほろ」の自動車駐車場 北海道河東郡士幌町
379 一般国道244号 道の駅「おだいとう」の自動車駐車場 北海道野付郡別海町
380 一般国道246号 道の駅「ふじおやま」の自動車駐車場 静岡県駿東郡小山町
381 一般国道249号 道の駅「千枚田ポケットパーク」の自動車駐車場 石川県輪島市
382 一般国道254号・下仁田町道2065号線 道の駅「しもにた」の自動車駐車場 群馬県甘楽郡下仁田町
383 一般国道256号 道の駅「ラステンほらど」の自動車駐車場 岐阜県関市
384 一般国道256号 道の駅「和良」の自動車駐車場 岐阜県郡上市
385 一般国道256号 道の駅「茶の里東白川」の自動車駐車場 岐阜県加茂郡東白川村
386 一般国道257号 道の駅「上矢作ラ・フォーレ福寿の里」の自動車駐車場 岐阜県恵那市
387 一般国道258号 道の駅「月見の里南濃」の自動車駐車場 岐阜県海津市
388 一般国道275号 道の駅「森と湖の里ほろかない」の自動車駐車場 北海道雨竜郡幌加内町
389 一般国道275号 道の駅「ピンネシリ」の自動車駐車場 北海道枝幸郡中頓別町
390 一般国道280号 道の駅「たいらだて」の自動車駐車場 青森県東津軽郡外ヶ浜町
391 一般国道281号 道の駅「くずまき高原」の自動車駐車場 岩手県岩手郡葛巻町
392 一般国道282号 道の駅「にしね」の自動車駐車場 岩手県八幡平市
393 一般国道283号 道の駅「遠野風の丘」の自動車駐車場 岩手県遠野市
394 一般国道284号 道の駅「かわさき」の自動車駐車場 岩手県一関市
395 一般国道285号 道の駅「五城目」の自動車駐車場 秋田県南秋田郡五城目町
396 一般国道285号 道の駅「かみこあに」の自動車駐車場 秋田県北秋田郡上小阿仁村



路線名 指定する自動車駐車場 所在地

防災拠点自動車駐車場　指定箇所一覧 別紙２

397 一般国道285号 道の駅「ひない」の自動車駐車場 秋田県大館市
398 一般国道292号 道の駅「北信州やまのうち」の自動車駐車場 長野県下高井郡山ノ内町
399 一般国道293号 道の駅「きつれがわ」の自動車駐車場 栃木県さくら市
400 一般国道294号 道の駅「東山道伊王野」の自動車駐車場 栃木県那須郡那須町
401 一般国道296号 道の駅「多古」の自動車駐車場 千葉県香取郡多古町
402 一般国道298号 道の駅「いちかわ」の自動車駐車場 千葉県市川市
403 一般国道303号 道の駅「星のふる里ふじはし」の自動車駐車場 岐阜県揖斐郡揖斐川町
404 一般国道304号 道の駅「福光」の自動車駐車場 富山県南砺市
405 一般国道307号 道の駅「せせらぎの里こうら」の自動車駐車場 滋賀県犬上郡甲良町
406 一般国道313号 道の駅「犬挟」の自動車駐車場 鳥取県倉吉市
407 一般国道325号 道の駅「旭志」の自動車駐車場 熊本県菊池市
408 一般国道327号 道の駅「とうごう」の自動車駐車場 宮崎県日向市
409 一般国道331号 道の駅「豊崎」の自動車駐車場 沖縄県豊見城市
410 一般国道331号 道の駅「いとまん」の自動車駐車場 沖縄県糸満市
411 一般国道337号 道の駅「北欧の風　道の駅とうべつ」の自動車駐車場 北海道石狩郡当別町
412 一般国道339号 道の駅「つるた」の自動車駐車場 青森県北津軽郡鶴田町
413 一般国道342号 道の駅「厳美渓」の自動車駐車場 岩手県一関市
414 一般国道346号 道の駅「林林館」の自動車駐車場 宮城県登米市
415 一般国道349号 道の駅「ひたちおおた」の自動車駐車場 茨城県常陸太田市
416 一般国道355号 道の駅「かさま」の自動車駐車場 茨城県笠間市
417 一般国道379号 道の駅「ひろた」の自動車駐車場 愛媛県伊予郡砥部町
418 一般国道381号 道の駅「四万十とおわ」の自動車駐車場 高知県高岡郡四万十町
419 一般国道386号 道の駅「原鶴」の自動車駐車場 福岡県朝倉市
420 一般国道387号 道の駅「泗水」の自動車駐車場 熊本県菊池市
421 一般国道395号 道の駅「おおの」の自動車駐車場 岩手県九戸郡洋野町
422 一般国道396号 道の駅「紫波」の自動車駐車場 岩手県紫波郡紫波町
423 一般国道397号 道の駅「種山ヶ原」の自動車駐車場 岩手県気仙郡住田町
424 一般国道403号 道の駅「さかきた」の自動車駐車場 長野県東筑摩郡筑北村
425 一般国道410号 道の駅「ちくら・潮風王国」の自動車駐車場 千葉県南房総市
426 一般国道414号 道の駅「伊豆月ケ瀬」の自動車駐車場 静岡県伊豆市
427 一般国道418号 道の駅「半布里の郷とみか」の自動車駐車場 岐阜県加茂郡富加町
428 一般国道442号 道の駅「おおき」の自動車駐車場 福岡県三潴郡大木町
429 一般国道443号 道の駅「みやま」の自動車駐車場 福岡県みやま市
430 一般国道448号 道の駅「なんごう」の自動車駐車場 宮崎県日南市
431 一般国道455号 道の駅「いわいずみ」の自動車駐車場 岩手県下閉伊郡岩泉町
432 一般国道461号 道の駅「那須与一の郷」の自動車駐車場 栃木県大田原市
433 一般国道483号 道の駅「但馬のまほろば」の自動車駐車場 兵庫県朝来市
434 一般国道495号 道の駅「むなかた」の自動車駐車場 福岡県宗像市
435 一般国道497号 道の駅「させぼっくす　99」の自動車駐車場 長崎県佐世保市
436 主要地方道赤平奈井江線 道の駅「うたしないチロルの湯」の自動車駐車場 北海道歌志内市
437 主要地方道名川階上線 道の駅「なんごう」の自動車駐車場 青森県八戸市
438 一般県道天ケ森三沢線 道の駅「みさわ」の自動車駐車場 青森県三沢市
439 主要地方道北上東和線 道の駅「とうわ」の自動車駐車場 岩手県花巻市
440 主要地方道米沢高畠線 道の駅「米沢」の自動車駐車場 山形県米沢市
441 主要地方道那須高原線 道の駅「那須高原友愛の森」の自動車駐車場 栃木県那須郡那須町
442 主要地方道千葉鴨川線 道の駅「ふれあいパーク・きみつ」の自動車駐車場 千葉県君津市
443 主要地方道成田小見川鹿島港線 道の駅「くりもと」の自動車駐車場 千葉県香取市
444 一般県道外野勝山線 道の駅「富楽里とみやま」の自動車駐車場 千葉県南房総市
445 主要地方道金沢田鶴浜線 道の駅「高松」の自動車駐車場 石川県かほく市
446 主要地方道勝山丸岡線 道の駅「恐竜渓谷かつやま」の自動車駐車場 福井県勝山市
447 主要地方道長野大町線 道の駅「中条」の自動車駐車場 長野県長野市
448 主要地方道諏訪白樺湖小諸線 道の駅「みまき」の自動車駐車場 長野県東御市
449 主要地方道大町明科線 道の駅「池田」の自動車駐車場 長野県北安曇郡池田町
450 主要地方道飯島飯田線 道の駅「花の里いいじま」の自動車駐車場 長野県上伊那郡飯島町
451 主要地方道岐阜南濃線 道の駅「柳津」の自動車駐車場 岐阜県岐阜市
452 主要地方道瑞浪上矢作線 道の駅「おばあちゃん市・山岡」の自動車駐車場 岐阜県恵那市
453 主要地方道岐阜関ケ原線 道の駅「パレットピアおおの」の自動車駐車場 岐阜県揖斐郡大野町
454 主要地方道岐阜関ケ原線 道の駅「池田温泉」の自動車駐車場 岐阜県揖斐郡池田町
455 主要地方道多治見恵那線 道の駅「そばの郷らっせぃみさと」の自動車駐車場 岐阜県恵那市
456 主要地方道岐阜美濃線 道の駅「むげ川」の自動車駐車場 岐阜県関市
457 主要地方道宮萩原線 道の駅「モンデウス飛騨位山」の自動車駐車場 岐阜県高山市
458 一般県道剣大間見白鳥線 道の駅「古今伝授の里やまと」の自動車駐車場 岐阜県郡上市
459 一般県道下山名丸線 道の駅「馬瀬美輝の里」の自動車駐車場 岐阜県下呂市
460 一般県道湯屋温泉線 道の駅「南飛騨小坂」の自動車駐車場 岐阜県下呂市
461 主要地方道郡家鹿野気高線 道の駅「西いなば 気楽里」の自動車駐車場 鳥取県鳥取市
462 主要地方道萩津和野線 道の駅「津和野温泉なごみの里」の自動車駐車場 島根県鹿足郡津和野町



路線名 指定する自動車駐車場 所在地

防災拠点自動車駐車場　指定箇所一覧 別紙２

463 主要地方道浜田八重可部線 道の駅「舞ロードＩＣ千代田」の自動車駐車場 広島県山県郡北広島町
464 主要地方道徳島引田線 道の駅「いたの」の自動車駐車場 徳島県板野郡板野町
465 主要地方道観音寺池田線 道の駅「たからだの里さいた」の自動車駐車場 香川県三豊市
466 主要地方道前浜植野線 道の駅「南国風良里」の自動車駐車場 高知県南国市
467 主要地方道武雄福富線 道の駅「しろいし」の自動車駐車場 佐賀県杵島郡白石町
468 一般県道57号竹田犬飼線 道の駅「あさじ」の自動車駐車場 大分県豊後大野市
469 旭市道1―059号線 道の駅「季楽里あさひ」の自動車駐車場 千葉県旭市
470 南足柄市道塚原・班目線 道の駅「足柄・金太郎のふるさと」の自動車駐車場 神奈川県南足柄市
471 佐久市道25-3号線 道の駅「ヘルシーテラス佐久南」の自動車駐車場 長野県佐久市
472 河内長野市道宮の下線 道の駅「奥河内くろまろの郷」の自動車駐車場 大阪府河内長野市
473 高根沢町道434号線 道の駅「たかねざわ元気あっぷむら」の自動車駐車場 栃木県塩谷郡高根沢町
474 神崎町道新町松崎線 道の駅「発酵の里こうざき」の自動車駐車場 千葉県香取郡神崎町

475 睦沢町道一級山田谷芝原線
道の駅「むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどい
の郷」の自動車駐車場

千葉県長生郡睦沢町

476 上野村道上野1030号線 道の駅「上野」の自動車駐車場 群馬県多野郡上野村

477
川場村道門前萩室線・川場村道赤羽線・川場
村道屋原大原線・川場村道田園プラザ中央線

道の駅「川場田園プラザ」の自動車駐車場 群馬県利根郡川場村

478 昭和村道森下赤城原線 道の駅「あぐりーむ昭和」の自動車駐車場 群馬県利根郡昭和村



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【北海道ブロック】
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SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【東北ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【関東・甲信ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【北陸ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【中部ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【近畿ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【中国ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【四国ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【九州ブロック】



SA・PAの自動車駐車場
道の駅の自動車駐車場
高速道路
一般国道等

防災拠点自動車駐車場 指定箇所図【沖縄ブロック】


