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I. 検討対象エリア内の埋立地の人口 

埋立地ごとの昼間人口及び夜間人口について、それぞれ国勢調査（平成 22 年）及び住民基

本台帳（平成 26年）を基に整理したものを図 1(1)及び図 1(2)に示す。 
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図 1(1) 埋立地の昼間人口

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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図 1(2) 埋立地の夜間人口

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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II. 輸送対象施設                          

臨港５区における輸送対象施設を下記に示す。

  なお、表については、該当するものを全て記載し、図については図面内に表示可能なものの

みを記載している。

(1) 災害拠点病院 

東京都福祉保健局が指定している災害拠点病院（平成 27 年 2 月 27 日現在）を表 1,

図 2に示す。 

表 1 災害拠点病院 

区名 名称 住所 

中央区 聖路加国際病院 中央区明石町 9-1 

港区 

東京都済生会中央病院 港区三田 1-4-17 

東京慈恵会医科大学附属病院 港区西新橋 3-19-18 

北里大学北里研究所病院 港区白金 5-9-1 

江東区

江東病院 江東区大島 6-8-5 

順天堂大学医学部附属順天堂江東高齢者医療センター 江東区新砂 3-3-20 

がん研究会有明病院 江東区有明 3-8-31 

昭和大学江東豊洲病院 江東区豊洲 5-1-38 

品川区

昭和大学病院 品川区旗の台 1-5-8 

ＮＴＴ東日本関東病院 品川区東五反田 5-9-22 

大田区

東邦大学医療センター大森病院 大田区大森西 6-11-1 

大森赤十字病院 大田区中央 4-30-1 

東京都保健医療公社荏原病院 大田区東雪谷 4-5-10 

東京労災病院 大田区大森南 4-13-21 

池上総合病院 大田区池上 6-1-19 



5 
図 2 災害拠点病院位置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(2) 広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU） 

広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU）について、「災害時医療救護活動ガイドライ

ン」（平成 28 年、東京都福祉保健局）を基に、表 2及び図 3に示す。 

表 2 広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU）候補地

区名 名称 住所 

江東区 有明の丘地区 江東区有明 3丁目 

大田区 東京国際空港（羽田飛行場） 大田区羽田空港 

(3) 大規模救出救助活動拠点 

大規模救出救助活動拠点（屋外施設）について、東京都地域防災計画（平成 26 年修

正）を基に、表 3及び図 3に示す。 

表 3 大規模救出救助活動拠点候補地（屋外施設） 

区名 名称 住所 

江東区 

東京都立木場公園 江東区木場 4丁目 

若洲海浜公園 江東区若洲 3丁目 

東京ビックサイト 江東区有明 3丁目 

品川区 東京都立大井ふ頭中央海浜公園 品川区八潮 4丁目 

大田区 ガス橋緑地少年野球場 大田区下丸子 2丁目地先 
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図 3 SCU 及び大規模救出救助活動拠点（屋外施設）位置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(4) 備蓄倉庫 

備蓄倉庫について、東京都地域防災計画（平成 26 年修正）を基に、表 4 に示す。ま

た、医療物資を備蓄している備蓄倉庫について、東京都地域防災計画（平成 26 年修正）

を基に、表 5に示す。上記の備蓄倉庫について、併せて図 4に示す。

表 4 備蓄倉庫 

区名 名称 所在地 面積[m2]

港区 

五色橋教育庁倉庫 港区港南 3-1 389 

麻布十番駅地下 都営大江戸線麻布十番駅 1,480 

江東区 

毛利 江東区毛利 2-1-12 1,166 

塩浜 江東区塩浜 2-26-13 2,023 

清澄白河駅地下 都営大江戸線清澄白河駅 767 

テレコムセンター備蓄倉庫 江東区青海 2-38 2,907 

大田区 城南大橋第二 大田区東海 3-4-1 3,497 

表 5 医療物資を備蓄している備蓄倉庫 

区名 名称 所在地 

港区 都営大江戸線麻布十番駅内備蓄倉庫 港区麻布十番 4-4-9 

江東区 都営大江戸線清澄白河駅内備蓄倉庫 江東区白河 1-7-14 

大田区

大田区田園調布南倉庫 
大田区田園調布南 3-8  

区立田園調布南公園内 

大田区南六郷倉庫 
大田区南六郷 1-29-2-101 

都市再生機構南六郷一丁目団地内 
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図 4 備蓄倉庫位置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(5) 広域輸送基地（海上・陸上・航空輸送基地） 

海上輸送基地について、東京都地域防災計画（平成 26 年修正）を基に、表 6及び図

5に示す。 

表 6 海上輸送基地 

施設名称 所在地 備考 

大井食品ふ頭 大田区東海 5・6丁目 

都港湾局 
芝浦ふ頭 港区海岸 3丁目 

辰巳ふ頭 江東区辰巳 3丁目 

10 号地その 1多目的ふ頭 江東区有明 3丁目 

品川ふ頭 港区港南 5丁目及び品川区東品川 5丁目 都港湾局、東京港埠頭株式会社 

大井コンテナふ頭 品川区八潮 2丁目 東京港埠頭株式会社 

晴海ふ頭 中央区晴海 2・4・5丁目 

都港湾局 竹芝ふ頭 港区海岸 1丁目 

10 号地ふ頭（フェリーふ頭含む） 江東区有明 4丁目 

青海コンテナふ頭 江東区青海 2丁目 都港湾局、東京港埠頭株式会社 

15 号地ふ頭 江東区若洲 
都港湾局 

日の出ふ頭 港区海岸 2丁目 

陸上輸送基地について、東京都地域防災計画（平成 26 年修正）を基に、表 7及び図

5に示す。 

表 7 陸上輸送基地 

施設名称 所在地 備考 

京浜トラックターミナル 大田区平和島 2-1-1 日本自動車ターミナル株式会社 

航空輸送基地について、東京都地域防災計画（平成 26 年修正）を基に、表 8及び図

5に示す。 

表 8 航空輸送基地 

施設名称 所在地 備考 

東京国際空港（羽田飛行場） 大田区羽田空港 東京航空局 

東京ヘリポート 江東区新木場４丁目 都港湾局 
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図 5 広域輸送基地（海上輸送基地・陸上輸送基地・航空輸送基地）位置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(6) 地域内輸送拠点 

地域内輸送拠点について、東京都地域防災計画（平成 26 年修正）を基に、表 9 及び

図 6に示す。 

表 9 地域内輸送拠点

区名 名称 住所 

中央区 中央区立総合スポーツセンター 中央区日本橋浜町 2-59-1 

港区 港区スポーツセンター 港区芝浦 1-16-1 

江東区 

江東区本庁舎 江東区東陽 4-11-28 

総合区民センター 江東区大島 4-5-1 

品川区 品川区防災センター 品川区広町 2-1-36 

大田区 

大田区体育館 大田区東蒲田 1-11-1 

大森スポーツセンター 大田区大森本町 2-2-5 

大田区産業プラザ （Pio） 大田区南蒲田 1-20-20 
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図 6 地域内輸送拠点位置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(7) （参考）緊急輸送道路 

港湾エリアにおける緊急輸送道路（一般道）について、都建設局が定める緊急輸送道

路路線図（平成 26 年）を基に、図 8に整理した。 

なお、同図では、自動車専用道路を除いて図示している。 

(8) （参考）基幹的広域防災拠点 

基幹的広域防災拠点とは、「首都直下地震などの大規模災害が発生した際、災害応急

対策に係る連絡調整を迅速かつ的確に実施するための拠点」となる施設である。都内に

おいては、有明の丘が指定されている。 

図 7 有明の丘における基幹的広域防災拠点のイメージ図（内閣府 HP より） 
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図 8 緊急輸送道路

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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III. 視点ごとの東京港防災船着場                 

  本文 P.13、14の配置の考え方に基づいた、視点ごとの東京港防災船着場の一覧及び配置図
を下記に示す。

(1) 視点Ⅰ 

    視点Ⅰに基づいた東京港防災船着場の一覧を表 10、表 11に、配置図を図 9に示す。

表 10 視点 Iに基づく東京港防災船着場（水門の外側の埋立地 埋立地 No.01～No.18） 

No. 埋立地名 東京港防災船着場 
海上輸送基地 

・防災船着場 

1 １４号地 
夢の島マリーナ 

夢の島船着場 

2 １５号地 ― 15 号地ふ頭 

3 辰巳 東雲-南-1 （辰巳ふ頭） 

4 月島 月島ふ頭 月島 

5 晴海 
朝潮運河 

晴海 5丁目（仮称） 
晴海ふ頭 

6 豊洲 
豊洲三丁目乗船場 

豊洲 5丁目（仮称） 
― 

7 有明 
有明客船ターミナル 

有明 1丁目（仮称） 
（10 号地その 1多目的ふ頭） 

8 １３号地 
お台場海浜公園 

青海客船ターミナル 
（青海コンテナふ頭） 

9 １０号地その２ ― 10 号地ふ頭（フェリーふ頭含む） 

10 中央防波堤内側埋立地 ─ ― 

11 中央防波堤外側埋立地 ─ ― 

12 日の出 日の出桟橋 （日の出ふ頭） 

13 芝浦 ― 芝浦ふ頭 

14 品川ふ頭 ― 品川ふ頭 

15 大井ふ頭 大井ふ頭中央海浜公園 
大井食品ふ頭 

（大井コンテナふ頭） 

16 昭和島 昭和島2丁目（仮称） ― 

17 京浜島 東京都漁連水産物流通センター ― 

18 羽田空港 羽田空港 1丁目(仮称) 羽田空港天空橋 
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表 11 視点 Iに基づく東京港防災船着場（水門の内側の埋立地 埋立地 No.101～No.111） 

No. 埋立地名 東京港防災船着場 
海上輸送基地 

・防災船着場 

101 塩浜二丁目 汐見-北-5 ― 

102 潮見二丁目 砂町-北-1 ― 

103 枝川二・三丁目 汐見-南-1 ― 

104 塩浜一丁目 豊洲-東-7 ― 

105 枝川一丁目 豊洲-東-2 ― 

106 芝浦二丁目 芝浦-西-4 ― 

107 芝浦三丁目 新芝-東-5 ― 

108 芝浦アイランド 芝浦-西-2 ― 

109 芝浦四丁目 芝浦西-西-1 ― 

110 港南三・四丁目 高浜-東-2 ― 

111 天王洲アイル 東品川清掃作業所 ― 



18 
図 9 視点 Iに基づく東京港防災船着場 配置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(2) 視点Ⅱ 

視点Ⅱに基づいた東京港防災船着場の一覧を表 12に、配置図を図 10に示す。

表 12 視点Ⅱに基づく東京港防災船着場 

被害 

地区 
区名 東京港防災船着場 

海上輸送基地 

・防災船着場 

１ 江東区 ― 木場六丁目乗船場 

２ 江東区 豊洲-東-10  

３ 中央区 ― 
新川 

明石町 

４ 中央区 ― 月島 

５ 港区 新芝-西-7  

６ 港区 高浜-西-3  

７ 品川区 品川天王洲  

８ 品川区

勝島 1丁目 

水辺ライン（大井） 

しながわ水族館 

９ 大田区 大森ふるさとの浜辺公園  

１０ 大田区 大森南 4丁目（仮称）  

１１ 大田区 ― 羽田 2、3丁目 



20 
図 10 視点Ⅱに基づく東京港防災船着場 配置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 

※ 「首都直下地震等による東京の被害想定」（平成

24年、東京都防災会議）で示されている「東京湾

北部地震 冬の夕方 18時 風速 8m/秒」における建

物被害の全壊棟数と焼失棟数を足し合わせ、図示

している。 
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(3) 視点Ⅲ－1 

1)  災害拠点病院 

視点Ⅲ-1（災害拠点病院に近接）に基づいた東京港防災船着場の一覧を表 13に、配置

図を図 11に示す。

表 13 視点Ⅲ-1（災害拠点病院）に基づく東京港防災船着場 

区名 災害拠点病院 東京港防災船着場
海上輸送基地 

・防災船着場 

中央区 聖路加国際病院 ― 明石町 

港区 

東京都済生会中央病院 
日の出桟橋 

新芝-西-7 
日の出ふ頭 

東京慈恵会医科大学付属病院 ― 竹芝ふ頭 

江東区

昭和大学江東豊洲病院 
豊洲三丁目乗船場 

豊洲 5丁目（仮称） 
― 

順天堂大学医学部付属 

順天堂江東高齢者医療センター 
― 新砂緊急用船着場 

公益財団法人がん研究会有明病院
有明客船ターミナル 

有明 1丁目（仮称） 
10 号地その１多目的ふ頭 

大田区

東邦大学医療センター大森病院 
大森ふるさとの浜辺公園 

平和島 6丁目（仮称） 
― 

東京労災病院 大森南 4丁目（仮称） ― 



22 
図 11 視点Ⅲ-1（災害拠点病院）に基づく東京港防災船着場 配置図 

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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2) 広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU） 

 視点Ⅲ-1（広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU）に近接）に基づいた東京港防災船着

場の一覧を表 14に、配置図を図 12に示す。 

表 14 視点Ⅲ-1（広域医療搬送拠点臨時医療施設（SCU））に基づく東京港防災船着場 

区名 ＳＣＵ 東京港防災船着場 
海上輸送基地 

・防災船着場 

江東区 有明の丘地区 
有明客船ターミナル 

有明 1丁目（仮称） 
10 号地その１多目的ふ頭 

大田区 東京国際空港（羽田飛行場）羽田空港 1丁目（仮称） 羽田空港天空橋 

3) 大規模救出救助活動拠点（屋外施設） 

視点Ⅲ-1（大規模救出救助活動拠点（屋外施設）に近接）に基づいた東京港防災船着

場の一覧を表 15に、配置図を図 12に示す。 

表 15 視点Ⅲ-1（大規模救出救助活動拠点（屋外施設））に基づく東京港防災船着場 

区名 広域輸送拠点 東京港防災船着場 
海上輸送基地 

・防災船着場 

江東区 

若洲海浜公園 ― 15 号地ふ頭 

東京ビックサイト 
有明客船ターミナル 

有明 1丁目（仮称） 
10 号地その 1多目的ふ頭 

品川区 東京都立大井ふ頭中央海浜公園 大井ふ頭中央海浜公園 
大井食品ふ頭 

大井コンテナふ頭 



24 
図 12 視点Ⅲ-1（SCU 及び大規模救出救助活動拠点（屋外施設））に基づく東京港防災船着場 配置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(4) 視点Ⅲ－2 

視点Ⅲ-2（備蓄倉庫に近接）に基づいた東京港防災船着場の一覧を表 16 に、配置図を

図 13に示す。

表 16 視点Ⅲ-2に基づく東京港防災船着場 

物資 区名 備蓄倉庫 東京港防災船着場 
海上輸送基地 

・防災船着場 

緊急

物資

港区 五色橋教育庁倉庫 高浜-東-2 ― 

江東区 

テレコムセンター備蓄倉庫 青海客船ターミナル 青海コンテナふ頭 

塩浜倉庫 汐見-北-5 ― 

大田区 城南大橋第二倉庫 大井ふ頭中央海浜公園 
大井食品ふ頭 

大井コンテナふ頭 



26 
図 13 視点Ⅲ-2に基づく東京港防災船着場 配置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 



27 

(5) 視点Ⅲ－3 

視点Ⅲ-3（広域輸送基地に近接）に基づいた東京港防災船着場の一覧を表 17 に、配置

図を図 14に示す。

表 17 視点Ⅲ-3に基づく東京港防災船着場 

陸上 

航空 
区 広域輸送基地名 東京港防災船着場 

海上輸送基地 

・防災船着場 

陸上 大田区 京浜トラックターミナル 
平和島 6丁目（仮称） 

大森ふるさとの浜辺公園 
― 

航空 江東区 東京ヘリポート 
夢の島マリーナ 

夢の島乗船場 
― 

航空 大田区 東京国際空港(羽田飛行場) 羽田空港 1丁目（仮称） 羽田空港天空橋 



28 
図 14 視点Ⅲ-3に基づく東京港防災船着場 配置図

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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(6) 視点Ⅲ－4 

視点Ⅲ-4（地域内輸送拠点に近接）に基づいた東京港防災船着場の一覧を表 18 に、配

置図を図 15に示す。

表 18 視点Ⅲ-4に基づく東京港防災船着場 

区名 地域内輸送拠点 東京港防災船着場 
海上輸送基地 

・防災船着場 

港区 港区スポーツセンター 
日の出桟橋 

新芝-西-7 
日の出ふ頭 

大田区 大森スポーツセンター 
大森ふるさとの浜辺公園 

平和島 6丁目（仮称） 
― 



30 
図 15 視点Ⅲ-4に基づく東京港防災船着場 配置図 

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 
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IV. 港湾・河川における防災船着場配置図 

この地図は、国土地理院長の承認（平１９国地関公第３７７号）を得て作成した東京都地形図（S=1:2,500）を使用（２６都市基交第４４７号）して

作成したものである。無断複製を禁ずる。 




