
番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置1 奈良県庁 国道３６９号 Ａ１2 奈良総合庁舎 主要地方道奈良加茂線 Ａ２3 高田総合庁舎 国道１６５号 Ａ３4 桜井総合庁舎 国道１６９号 Ａ４5 郡山総合庁舎 県道大和郡山環状線 Ａ５6 橿原総合庁舎 県道中和幹線 Ａ６7 奈良市役所 国道３６９号 Ａ７8 月ヶ瀬行政センター 主要地方道上野南山城線 旧月ヶ瀬村役場 Ａ８9 都祁行政センター 国道３６９号 旧都祁村役場 Ａ９10 五條市役所 国道２４号 Ａ１０11 西吉野支所 主要地方道下市宗桧線 旧西吉野村役場 Ａ１１12 大塔支所 国道１６８号 旧大塔村役場 Ａ１２13 宇陀市役所 国道３７０号 旧榛原町役場 Ａ１３14 大宇陀地域事務所 国道１６６号 旧大宇陀町役場 Ａ１４15 室生地域事務所 県道室生口大野停車場線 旧室生村役場 Ａ１５16 菟田野地域事務所 国道１６６号 旧菟田野町役場 Ａ１６17 大和高田市役所 主要地方道大和高田斑鳩線 Ａ１７18 大和郡山市役所 県道大和郡山広陵線 Ａ１８19 天理市役所 市道５３６号線 Ａ１９20 橿原市役所 国道２４号 Ａ２０21 桜井市役所 国道１６９号 Ａ２１22 御所市役所 県道御所高取線 Ａ２２23 生駒市役所 県道谷田奈良線 Ａ２３24 香芝市役所 国道１６５号 Ａ２４25 葛城市役所 国道２４号 旧新庄町役場 Ａ２５26 葛城市役所當麻庁舎 国道１６６号 旧當麻町役場 Ａ２６27 山添村役場 国道２５号 Ａ２７28 平群町役場 国道１６８号 Ａ２８29 三郷町役場 県道王寺三郷斑鳩線 Ａ２９30 斑鳩町役場 国道２５号 Ａ３０31 安堵町役場 県道天理斑鳩線 Ａ３１32 川西町役場 県道大和郡山広陵線 Ａ３２33 三宅町役場 県道結崎田原本線 Ａ３３34 田原本町役場 国道２４号 Ａ３４35 曽爾村役場 主要地方道名張曽爾線 Ａ３５36 御杖村役場 国道３６９号 Ａ３６37 高取町役場 主要地方道橿原高取線 Ａ３７38 明日香村役場 県道多武峰見瀬線 Ａ３８39 上牧町役場 県道中筋出作川合線 Ａ３９40 王寺町役場 国道２５号 Ａ４０41 広陵町役場 県道田原本広陵線 Ａ４１42 河合町役場 県道河合大和高田線 Ａ４２43 吉野町役場 国道１６９号 Ａ４３44 大淀町役場 県道平畑運動公園線 Ａ４４

   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧

１．災害管理対策拠点



番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧45 下市町役場 主要地方道下市宗桧線 Ａ４５46 黒滝村役場 県道赤滝五條線 Ａ４６47 天川村役場 主要地方道高野天川線 Ａ４７48 野迫川村役場 県道川津高野線 Ａ４８49 十津川村役場 国道１６８号 Ａ４９50 下北山村役場 国道４２５号 Ａ５０51 上北山村役場 国道１６９号 Ａ５１52 川上村役場 国道１６９号 Ａ５２53 東吉野村役場 村道国栖小川線 Ａ５３54 奈良土木事務所 国道１６９号 Ａ５４55 郡山土木事務所 県道大和郡山環状線 Ａ５５56 高田土木事務所 国道２４号 Ａ５６57 中和土木事務所 県道中和幹線 Ａ５７58 宇陀土木事務所 国道１６６号 菟田野地域事務所 Ａ５８59 吉野土木事務所 国道１６９号 Ａ５９60 五條土木事務所 国道２４号 Ａ６０61 吉野土木事務所工務第一課天川・黒滝方面係 主要地方道高野天川線 Ａ６１62 吉野土木事務所工務第二課 県道大台河合線 Ａ６２63 五條土木事務所工務第二課 国道１６８号 Ａ６３64 奈良県警察本部 国道３６９号 Ａ６４65 奈良県警本部第二庁舎 国道２４号 Ａ６５66 奈良警察署 県道木津横田線 Ａ６６67 奈良西警察署 市道登美ヶ丘中町線 Ａ６７68 生駒警察署 県道生駒停車場宛木線 Ａ６８69 郡山警察署 県道大和郡山広陵線 Ａ６９70 西和警察署 主要地方道天理王寺線 Ａ７０71 天理警察署 国道１６９号 Ａ７１72 桜井警察署 県道中和幹線 Ａ７２73 橿原警察署 国道２４号 Ａ７３74 高田警察署 主要地方道大和高田斑鳩線 Ａ７４75 香芝警察署 国道１６５号 Ａ７５76 五條警察署 国道２４号 Ａ７６77 吉野警察署 国道３７０号 旧中吉野警察署 Ａ７７78 五條警察署十津川警察庁舎 国道１６８号 旧十津川警察署 Ａ７８79 高田警察署御所警察庁舎 国道２４号 旧御所警察署 Ａ７９80 桜井警察署宇陀警察庁舎 市道玉立２号線 旧宇陀警察署 Ａ８０81 吉野警察署さくら警察庁舎 主要地方道桜井吉野線 旧吉野警察署 Ａ８１82 天理警察署田原本警察庁舎 国道２４号 旧田原本警察署 Ａ８２83 奈良運輸支局 県道大和郡山環状線 Ａ８３84 奈良国道事務所 国道３６９号 Ａ８４85 奈良維持出張所 国道２４号 Ａ８５86 橿原維持出張所 国道２４号 Ａ８６87 奈良中央郵便局 国道３６９号 Ａ８７88 奈良地方気象台 主要地方道奈良加茂線 Ａ８８89 奈良県道路公社 国道３０８号 第二阪奈有料道路 Ａ８９90 ＪＲ奈良駅保線事務所 県道木津横田線 Ａ９０91 ＪＲ高田駅保線事務所 主要地方道大和高田斑鳩線 Ａ９１



番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧92 ＪＲ王寺駅保線事務所 県道王寺三郷斑鳩線 Ａ９２93 近鉄大和八木駅保線事務所 国道２４号 Ａ９３94 近鉄大和西大寺駅保線事務所 主要地方道奈良精華線 Ａ９４95 ＮＨＫ奈良放送局 国道３６９号 Ａ９５96 奈良テレビ 主要地方道奈良加茂線 Ａ９６1 榛原中学校 国道３６９号 Ｂ１2 大淀中学校 国道３７０号 Ｂ２3 吉野中学校 国道１６９号 Ｂ３4 五條中学校 国道３１０号 Ｂ４5 春日野園地 国道３６９号 Ｂ５6 平城宮跡 主要地方道奈良生駒線 Ｂ６7 桜花グランド 県道大和郡山広陵線 Ｂ７8 天理高校 市道５３６号線 Ｂ８9 畝傍高校 国道１６５号 Ｂ９10 斑鳩小学校 国道２５号 Ｂ１０11 西吉野中学校 国道１６８号 Ｂ１１12 大塔中学校 国道１６８号 Ｂ１２13 小原中学校 国道１６８号 Ｂ１３14 野迫川中学校 主要地方道川津高野線 Ｂ１４15 黒滝健民グランド 県道赤滝五條線 Ｂ１５16 天川健民運動場 主要地方道高野天川線 Ｂ１６17 旧川上第二小学校 国道１６９号 Ｂ１７18 上北山小中学校 国道１６９号 Ｂ１８19 池の平グランド 国道４２５号 Ｂ１９20 室生健民グランド 国道１６５号 Ｂ２０21 曽爾村健民グランド 主要地方道名張曽爾線 Ｂ２１22 御杖村村民運動場 国道３６９号 Ｂ２２23 月ヶ瀬健民運動場 主要地方道上野南山城線 Ｂ２３24 都祁中学校 国道３６９号 Ｂ２４25 やまぞえ小学校 国道２５号 Ｂ２５26 菟田野運動場 国道１６６号 Ｂ２６27 大宇陀高校 国道１６６号 Ｂ２７28 下市町総合運動場 国道３０９号 Ｂ２８29 芝運動公園 国道１６９号 Ｂ２９30 大和高田第2健民運動場 国道１６６号 Ｂ３０31 奈良へリポート 主要地方道奈良名張線 Ｂ３１32 奈良中央卸売市場 県道筒井二階堂線 Ｂ３２33 近物レックストラックターミナル 国道２５号 旧近鉄物流奈良 Ｂ３３34 日本通運奈良自動車ターミナル 県道木津横田線 Ｂ３４35 中陸福山通運トラックターミナル 国道２４号 Ｂ３５36 西濃運輸奈良ターミナル 県道木津横田線 Ｂ３６37 トナミ運輸奈良ターミナル 県道大和郡山環状線 Ｂ３７38 京都ヤマト運輸奈良主管支店 県道大和郡山環状線 Ｂ３８39 香芝Ｉ．Ｃ 西名阪自動車道 Ｂ３９40 法隆寺Ｉ．Ｃ 西名阪自動車道 Ｂ４０

２．輸送拠点



番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧41 大和まほろばスマートI．Ｃ 西名阪自動車道 Ｂ４１42 郡山Ｉ．Ｃ 西名阪自動車道 Ｂ４２43 郡山下ツ道JCT 西名阪自動車道 Ｂ４３44 天理Ｉ．Ｃ 西名阪自動車道 Ｂ４４45 天理東Ｉ．Ｃ 国道２５号 名阪国道 Ｂ４５46 福住Ｉ．Ｃ 国道２５号 名阪国道 Ｂ４６47 針Ｉ．Ｃ 国道２５号 名阪国道 Ｂ４７48 山添Ｉ．Ｃ 国道２５号 名阪国道 Ｂ４８49 五月橋Ｉ．Ｃ 国道２５号 名阪国道 Ｂ４９50 郡山南Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５０51 三宅Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５１52 橿原北Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５２53 橿原高田Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５３54 御所Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５４55 御所南Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５５56 五條北Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５６57 五條Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５７58 五條西Ｉ．Ｃ 国道２４号 京奈和自動車道 Ｂ５８59 葛城Ｉ．Ｃ 国道１６６号 南阪奈有料道路 Ｂ５９60 東室ランプ 国道１６５号 大和高田バイパス Ｂ６０61 新堂ランプ 国道１６５号 大和高田バイパス Ｂ６１62 四条ランプ 国道１６５号 大和高田バイパス Ｂ６２63 宝来ランプ 国道３０８号 第二阪奈有料道路 Ｂ６３64 中町ランプ 国道３０８号 第二阪奈有料道路 Ｂ６４65 壱分ランプ 国道３０８号 第二阪奈有料道路 Ｂ６５66 香芝Ｓ．Ａ 西名阪自動車道 Ｂ６６67 高峰Ｓ．Ａ 国道２５号 名阪国道 Ｂ６７68 天理Ｐ．Ａ 西名阪自動車道 Ｂ６８69 吉野路大淀ｉセンター 国道１６９号 道の駅 Ｂ６９70 吉野路大塔 国道１６８号 道の駅 Ｂ７０71 吉野路上北山 国道１６９号 道の駅 Ｂ７１72 吉野路黒滝 国道３０９号 道の駅 Ｂ７２73 杉の湯川上 国道１６９号 道の駅 Ｂ７３74 ふたかみパーク當麻 国道１６５号 道の駅 Ｂ７４75 大和路へぐり 国道１６８号 道の駅 Ｂ７５76 針Ｔ・Ｒ・Ｓ 国道２５号（名阪国道） 道の駅 Ｂ７６77 宇陀路室生 国道１６５号 道の駅 Ｂ７７78 伊勢本街道御杖 国道３６９号 道の駅 Ｂ７８79 宇陀路大宇陀 国道３７０号 道の駅 Ｂ７９80 十津川郷 国道１６８号 道の駅 Ｂ８０81 かつらぎ 主要地方道御所香芝線 道の駅 Ｂ８１82 ＪＲ奈良駅 県道木津横田線 Ｂ８２83 ＪＲ五条駅 県道五條停車場線 Ｂ８３84 近鉄奈良駅 国道３６９号 Ｂ８４85 近鉄大和西大寺駅 主要地方道奈良精華線 Ｂ８５86 近鉄榛原駅 国道３６９号 Ｂ８６87 ＪＲ高田駅 主要地方道大和高田斑鳩線 Ｂ８７88 ＪＲ大和小泉駅 県道大和郡山環状線 Ｂ８８



番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧89 近鉄生駒駅 県道生駒停車場宛木線 Ｂ８９90 近鉄大和八木駅 国道２４号 Ｂ９０91 近鉄橿原神宮前駅 国道１６９号 Ｂ９１92 ＪＲ・近鉄天理駅 国道２５号 Ｂ９２93 ＪＲ・近鉄王寺駅 県道王寺三郷斑鳩線 Ｂ９３94 ＪＲ・近鉄桜井駅 県道桜井停車場線 Ｂ９４95 近鉄学研奈良登美ヶ丘駅 市道登美ヶ丘鹿畑線 Ｂ９５96 Ｂ８２1 奈良総合庁舎 主要地方道奈良加茂線 Ｃ１2 奈良県広域水道センター 県道大和郡山環状線 旧送水管理センター Ｃ２3 奈良県浄化センター 県道天理斑鳩線 Ｃ３4 奈良県第２浄化センター 県道大和郡山広陵線 Ｃ４5 奈良県桜井浄水場 国道１６５号 Ｃ５6 奈良県御所浄水場 国道３０９号 Ｃ６7 奈良県宇陀川浄化センター 国道３６９号 Ｃ７8 奈良県吉野川浄化センター 国道２４号 Ｃ８9 奈良市企業局 国道３６９号 Ｃ９10 五條市水道局 国道３１０号 Ｃ１０11 大阪ガス奈良事業所 市道登美ヶ丘中町線 Ｃ１１12 大和ガス 国道１６６号 Ｃ１２13 天理市上下水道局 市道５３６号線 Ｃ１３14 桜井ガス 国道１６５号 Ｃ１４15 五条ガス 国道１６８号 Ｃ１５16 関西電力奈良支店 県道木津横田線 Ｃ１６17 関西電力高田営業所 国道１６６号 Ｃ１７18 関西電力奈良営業所 主要地方道奈良生駒線 Ｃ１８19 関西電力奈良電力所 国道２５号 Ｃ１９20 電源開発北山川電力所 国道１６９号 Ｃ２０21 ＮＴＴ奈良支店 県道木津横田線 Ｃ２１22 ＮＴＴ新大宮ビル 国道３６９号 Ｃ２２23 ＮＴＴ奈良西ビル 市道登美ヶ丘中町線 Ｃ２３24 ＮＴＴ大宮ビル 主要地方道奈良生駒線 Ｃ２４25 ＮＴＴ生駒ビル 県道生駒停車場宛木線 Ｃ２５26 ＮＴＴ大安寺ビル 県道木津横田線 Ｃ２６27 ＮＴＴ大和郡山ビル 県道大和郡山広陵線 Ｃ２７28 ＮＴＴ天理ビル 国道１６９号 Ｃ２８29 ＮＴＴ王寺ビル 国道１６８号 Ｃ２９30 ＮＴＴ香芝ビル 国道１６８号 Ｃ３０31 ＮＴＴ大中ビル 国道１６６号 Ｃ３１32 ＮＴＴ片塩ビル 主要地方道大和高田斑鳩線 Ｃ３２33 ＮＴＴ大和橿原ビル 国道２４号 Ｃ３３34 ＮＴＴ桜井ビル 主要地方道桜井吉野線 Ｃ３４35 ＮＴＴ五條ビル 県道五條停車場線 Ｃ３５36 ＮＴＴ吉野ビル 主要地方道桜井吉野線 Ｃ３６37 ＮＴＴ上北山ビル 国道１６９号 Ｃ３７38 ＮＴＴ十津川ビル 国道１６８号 Ｃ３８

３．ライフライン拠点



番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧

1 奈良市消防局 国道２４号 Ｄ１2 奈良市中央消防署 県道木津横田線 Ｄ２3 奈良市西消防署 市道登美ヶ丘中町線 Ｄ３4 奈良市北消防署 奈良阪南田原線 Ｄ４5 奈良市東消防署 国道３６９号 旧都祁消防署 Ｄ５6 奈良県広域消防組合大和郡山消防署 県道大和郡山広陵線 Ｄ６7 奈良県広域消防組合桜井消防署 国道１６９号 Ｄ７8 奈良県広域消防組合五條消防署 国道２４号 Ｄ８9 生駒市消防本部 市道大谷線 Ｄ９10 奈良県広域消防組合葛城消防署 主要地方道御所香芝線 Ｄ１０11 奈良県広域消防組合西和消防署 国道２５号 Ｄ１１12 奈良県広域消防組合宇陀消防署 国道１６５号 Ｄ１２13 奈良県広域消防組合吉野消防署 国道１６９号 Ｄ１３14 奈良県広域消防組合消防本部 国道２４号 兼橿原消防署 Ｄ１４15 奈良県広域消防組合高田消防署 主要地方道大和高田斑鳩線 Ｄ１５16 奈良県広域消防組合御所消防署 国道２４号 Ｄ１６17 奈良県広域消防組合高市消防署 国道１６９号 Ｄ１７18 奈良県広域消防組合大淀消防署 国道１６９号 Ｄ１８19 奈良県広域消防組合下市消防署 国道３０９号 Ｄ１９20 奈良県広域消防組合香芝消防署 国道１６５号 Ｄ２０21 奈良県広域消防組合広陵消防署 町道柳板大谷線 Ｄ２１22 奈良県広域消防組合天理消防署 国道２５号 Ｄ２２23 奈良県広域消防組合山添消防署 主要地方道奈良名張線 Ｄ２３24 奈良県広域消防組合磯城消防署 県道結崎田原本線 Ｄ２４25 日赤奈良支部 県道木津横田線 Ｄ２５26 市立奈良病院 国道１６９号 Ｄ２６27 奈良県総合医療センター 主要地方道枚方大和郡山線 新県立奈良病院 Ｄ２７28 近畿大学医学部奈良病院 国道１６８号 Ｄ２８29 奈良県西和医療センター 国道２５号 旧三室病院 Ｄ２９30 済生会中和病院 国道１６５号 Ｄ３０31 県立医大付属病院 国道２４号 Ｄ３１32 大和高田市立病院 主要地方道大和高田斑鳩線 Ｄ３２33 南奈良総合医療センター 町道西西部７３号線 Ｄ３３34 宇陀市立病院 国道１６５号 Ｄ３４

４．救助活動拠点



番号番号番号番号 施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称施　　設　　名　　称 接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名接　続　道　路　名 備　　考備　　考備　　考備　　考 位置位置位置位置   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧   防　災　拠　点　一　覧35 奈良市：奈良公園 国道３６９号 Ｄ３５36 奈良市：鴻ノ池公園 主要地方道奈良加茂線 Ｄ３６37 奈良市：平城京跡 国道３６９号 Ｄ３７38 奈良市：奈良国際ゴルフクラブ 主要地方道奈良生駒線 Ｄ３８39 奈良市：飛鳥カントリークラブ 主要地方道枚方大和郡山線 Ｄ３９40 大和郡山市：城趾公園 県道大和郡山広陵線 Ｄ４０41 大和郡山市：総合公園 県道矢田寺線 Ｄ４１42 五條市：あだみね運動公園 国道３７０号 Ｄ４２43 五條市：上野公園 国道２４号 Ｄ４３44 葛城市：中央公民館 主要地方道御所香芝線 Ｄ４４45 葛城市：いきいきセンター 主要地方道御所香芝線 Ｄ４５46 葛城市：コミュニティーセンター 国道２４号 Ｄ４６47 葛城市：健康福祉センター 主要地方道御所香芝線 Ｄ４７48 宇陀市：菟田野小学校 国道３６９号 Ｄ４８49 宇陀市：菟田野中学校 国道３６９号 Ｄ４９50 航空自衛隊奈良基地 国道２４号 Ｄ５０51 橿原運動公園 国道１６５号 Ｄ５１52 生駒市総合公園 国道１６８号 Ｄ５２53 上牧町：中央公民館 桜井田原本王寺線 Ｄ５３1 県営競輪場 主要地方道奈良精華線 Ｅ１2 第２浄化センター 県道大和郡山広陵線 Ｅ２3 消防学校 国道３７０号 Ｅ３4 吉野川浄化センター 国道２４号 Ｅ４５．広域防災拠点


