
Ⅴ．組織体制�

� １７．組織体制�

建設業・契約管理課�

・補償基準等の整備及び運用に関すること。�
・土地収用に関すること。�
・部所管の用地取得の進行管理に関すること。�

県土マネジメント部�

・建設業に関すること。�
・公共工事の入札・契約制度及び入札の執行に関すること。�
・重要施策の企画調整及び各種計画の進行管理に関すること。�
・部内の予算、決算及び経理に関すること。�
・部内各課及び他の部又は局との連絡調整に関すること。�

・建設工事の積算基準の作成に関すること。�
・建設工事の設計積算の電算処理に関すること。�
・建設工事の品質管理及び検査に関すること。�
・建設副産物対策に関すること。�

・道路の認定、廃止及び変更に関すること。�
・道路の管理及び維持補修に関すること。�
・道路の災害防除及び災害復旧に関すること。�
・道路の交通安全施設に関すること。�
・交通環境施策に関すること。�
・自転車利用施策に関すること。�

・道路政策の総合企画及び調整に関すること。�
・道路の計画、新設及び改良に関すること。�
・市町村道に関すること（交通安全施設を除く。）。�
・京奈和自動車等の幹線道路に関すること。�

・河川整備の企画、調査及び計画に関すること。�
・河川整備及びその施設等の維持管理に関すること。�
・水防及び洪水情報等の伝達に関すること。�
・河川の管理・砂利・環境・災害復旧に関すること。�
・砂防及び地すべり防止に関すること。�
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。�
・土砂災害防止法に関すること。�
・深層崩壊に関すること。�
・直轄砂防事業等に関すること。�
・災害復旧に関すること。�

・地域公共交通の総合企画及び調整に関すること。�
・リニア中央新幹線の建設促進に関すること。�
・地域航空に関すること。�

・下水道の総合企画に関すること。�
・流域下水道に関すること。�
・公共下水道及び都市下水路に関すること。�

・都市計画法の施行に関すること。�
・駐車場に関すること。�
・まちづくりに関する企画、調整及び推進に関すること。�
・市町村等によるまちづくりの支援に関すること。�
・市街地整備事業に関すること。�
・街路事業に関すること。�

・都市公園に関すること。�

・平城宮跡における事業に関すること。�
・国営公園に関すること。�
・奈良公園の管理に関すること。�
・奈良公園の整備に関すること。�
・奈良公園の誘客に関すること。�
・住生活基本計画に関すること。�
・県営住宅その他公営住宅等に関すること。��
・その他住宅に関すること。�

・県有建築物の営繕に関すること（営繕プロジェクト推進�� 室の掌握に属するものを除く。）。�
・県有建築物の設計及び工事監理の受託に関すること（営� �� 繕プロジェクト推進室の掌握に属するものを除く。）。�
・県有建築物の保全指導に関すること。�
・学校施設の建築に係る技術に関すること。�

・建築基準法の施行に関すること。�
・都市計画法に基づく開発許可等に関すること。�
・宅地造成等規制法に基づく許可等に関すること。�
・建築士及び不動産鑑定士に関すること。�
・宅地建物取引業に関すること。�
・福祉のまちづくり、建築物の耐震改修に関すること。�

・県有建築物（主として主要プロジェクトに係るものに限�� る。）の営繕に関すること。�
・前号に規定する県有建築物の設計及び工事監理の受託に�� 関すること。�
・奈良県立医科大学の附属病院の整備に係る技術支援に関�� すること。�

企画管理室�

用地対策課�

技術管理課�

道路建設課�

道路環境課�

道路管理課�

地域交通課�

河川課�

砂防・災害対策課�

下水道課�

地域デザイン推進課�

都市計画室�

公園緑地課�

奈良公園室�

平城宮跡事業推進室�

住まいまちづくり課�

建築安全推進課�

県有施設営繕課�

営繕プロジェクト推進室�

まちづくり推進局�

大宮通り新ホテル・交流拠点事業室�

・大宮通り新ホテル・交流拠点に関すること。�

行政組織図�
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道路延長�

道路延長�

����������

�分類名��

�値�（�パー

センテー

ジ�）�

河川延長�

河川延長�

���������

 

県管理延長 

1981.2km

（15.6％） 

 

 

県管理延長 

1580.2km

（77％） 

 

県土マネジメント部の为な出先機関�

道路延長・河川延長�

河合町�
野迫川村�

十津川村�
奈良市�

天理市� 山添村�
宇陀市�

曽爾村�
御杖村�

東吉野村�生駒市�
平群町� 大和郡山市�

斑鳩町�
安堵町�

川西町�
桜井市�

明日香村�橿原市�
高取町�三郷町�

王寺町�
香芝市�

広陵町�
大和高田市�

葛城市�
御所市�

大淀町� 吉野町�
下市町�

黒滝村�
川上村�

天川村�五條市�
上北山村�

上牧町� 三宅町�
●工務第一課�� 天川・黒滝方面係�●� ●� ●�●�●� ●� ●�

田原本町�
下北山村�●工務第二課� ●工務第二課�

郡山土木事務所 

所管区域：大和郡山市・生駒市・生駒郡 

〒639-1041� 大和郡山市満願寺町６０－１ 

� � � � � � � � � 郡山総合庁舎２階 

Tel:0743-51-0201 

高田土木事務所 

所管区域：大和高田市・御所市・香芝市・ 

� � � � � � � 葛城市・北葛城郡 

〒635-0065� 大和高田市東中２－２－１ 

Tel:0745-52-6144 

奈良土木事務所 

所管区域：奈良市・天理市・山添村 

〒630-8303� 奈良市南紀寺町２－２５１ 

Tel:0742-23-8011 

五條土木事務所 

所管区域：五條市・野迫川村・十津川村 

〒637-0004� 五條市今井５－１－３１ 

Tel:0747-23-1151 

工務第二課�
〒�������� 吉野郡十津川村上野地２２１�
�����������������

吉野土木事務所 

所管区域：吉野町・大淀町・下市町・黒滝村・ 

� � � � � �   天川村・下北山村・上北山村・ 

� � � � � �   川上村 

〒639-3111� 吉野郡吉野町上市２１５０－１ 

Tel:0746-32-4051 

工務第一課� 天川・黒滝方面係 

〒638-0392� 吉野郡天川村沢谷５８ 

Tel:0747-63-0352 

工務第二課 

〒639-3701� 吉野郡上北山村河合４２０－１ 

Tel:0746-82-0098 

ヘリポート管理事務所 

〒630-2166� 奈良市矢田原町２４４６ 

Tel:0742-81-0501 

流域下水道センター 

〒639-1035� 大和郡山市額田部南町１６０ 

Tel:0743-56-2830 

浄化センター 

〒639-1035 大和郡山市額田部南町１６０ 

Tel:0743-56-2830 

第二浄化センター 

〒635-0805 北葛城郡広陵町萱野４６０ 

Tel:0745-56-3400 

宇陀川浄化センター 

〒633-0204 宇陀市榛原福地２８－１ 

Tel:0745-82-5725 

吉野川浄化センター 

〒637-0071 五條市二見５－１３１４ 

Tel:0747-22-8631 

中和土木事務所 

所管区域：橿原市・桜井市・磯城郡・高市郡 

〒634-0003� 橿原市常盤町６０５－５ 

� � � � � � � � � 橿原総合庁舎３階 

Tel:0744-48-3070 

幹線街路整備事務所 

〒630-8113� 奈良市法蓮町７５７ 

� � � � � � � � � 奈良総合庁舎４階 

Tel:0742-20-4591 

中和公園事務所 

〒636-0062� 北葛城郡河合町佐味田2202 

Tel:0745-56-3851 

奈良公園事務所 

〒630-8114� 奈良市芝辻町543 

Tel:0742-22-0375 

奈良春日野国際フォーラム 

〒630-8212� 奈良市春日野町１０１ 

Tel:0742-27-2630 

県営住宅管理事務所 

〒639-1041� 大和郡山市万願寺町６０－１ 

� � � � � � � � � 郡山総合庁舎３階 

Tel:0743-51-2615 

宇陀土木事務所 

所管区域：宇陀市・宇陀郡・東吉野村 

〒633-2221� 宇陀市菟田野松井４８６－１ 

� � � � � � � � � 宇陀市菟田野地域事務所内 

Tel:0745-84-9510 

37

道路統計年報2018（国土交通省） 河川関係統計（国土交通省） 

高速自動車国道

17.8 (0.1%)

一級河川指定区間外

94.7 (4.6%)

一級河川指定区間

1580.2 (76.6%)

一般国道指定区間

156.4 (1.2%)

一般国道指定区間外

687.2 (5.4%)

主要地方道

595.6 (4.7%)

一般県道

698.4 (5.5%)

市町村道

10612.0 (83.1%)

準用河川

387.1 (18.8%)


