
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和03年07月30日

計画の名称 国土強靱化地域計画に基づく事業（重点）（防災・安全）

計画の期間   令和０２年度 ～   令和０６年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 奈良県,御杖村,下北山村,葛城市,田原本町,広陵町,奈良市

計画の目標 県民の生活空間の安全を守り、経済活動を支えるため、

医療拠点や役場等へのアクセス道路の整備や緊急輸送道路等の道路防災機能の向上を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              29,705  Ａ              29,705  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R2当初 R4末 R6末

   1 ①　医療拠点や役場等へのアクセス道路を着実に整備し、災害時等の救助活動を確保する。

緊急輸送道路及び災害拠点へのアクセス道路の整備率（部分供用を含む） 0％ 100％ 100％

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （主）笠置山添線・邑地 現道拡幅 奈良市  ■         323 －

A01-002 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道25号・切幡 現道拡幅 山添村  ■  ■  ■         391 －

A01-003 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）月瀬三ヶ谷線・大

塩～箕輪

現道拡幅 山添村  ■  ■  ■         198 －

A01-004 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （主）奈良笠置線・須川 現道拡幅 奈良市  ■  ■  ■         237 －

A01-005 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）上笠間八幡名張線

・毛原

現道拡幅 山添村  ■  ■  ■         134 －

A01-006 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道25号・小倉町～

針町

現道拡幅 奈良市  ■  ■  ■         244 －

A01-007 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道25号・福住 現道拡幅 天理市  ■  ■         405 －

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-008 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （主）奈良大和郡山斑鳩

線・池之内

現道拡幅 大和郡山市  ■  ■  ■         436 －

A01-009 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）大阪枚岡奈良線・

月見

現道拡幅 生駒市  ■  ■  ■         713 －

A01-010 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）大和郡山広陵線・

東安堵

現道拡幅 安堵町  ■  ■  ■         373 －

A01-011 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）椿井王寺線・椿井

～三室

現道拡幅 平群町  ■  ■  ■       1,527 －

A01-012 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）橿原新庄線・奥田 現道拡幅 大和高田市・御

所市

 ■  ■  ■         370 －

A01-013 道路 一般 御杖村 直接 御杖村 市町村

道

改築 白髪線 現道拡幅；L=1,400m 御杖村  ■  ■  ■         106 －

2 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-014 道路 一般 御杖村 直接 御杖村 市町村

道

改築 井出谷太良路線 現道拡幅；L=400m 御杖村  ■  ■  ■         400 －

A01-015 道路 一般 下北山村 直接 下北山村 市町村

道

修繕 大小井ｳﾉｽ線 法面対策 下北山村  ■  ■  ■         100 －

A01-016 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道369号・大保道路 現道拡幅 奈良市  ■  ■  ■         982 －

A01-017 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （主）桜井吉野線・百市 現道拡幅 桜井市  ■  ■  ■       1,472 －

A01-018 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）京終停車場薬師寺

線・薬師寺東口

現道拡幅；1箇所 奈良市  ■  ■         377 －

A01-019 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （主）天理環状線・九条

バイパス

バイパス 天理市  ■  ■       1,557 －

A01-020 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）五條高取線・重阪 現道拡幅；L=900m 御所市  ■  ■         565 －

3 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-021 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）大和高田御所線・

本馬～玉手

現道拡幅；L=300m 御所市  ■  ■          91 －

A01-022 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道169号・御所高取

バイパス

バイパス；L=3400m 御所市・高取町  ■  ■  ■  ■       1,345 5.8 －

A01-023 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道169号・高取バイ

パス

バイパス；L=3400m 御所市・高取町  ■  ■  ■  ■       3,630 －

A01-024 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （一）多武峯見瀬線・島

庄

現道拡幅；L=500m 明日香村  ■  ■  ■  ■         527 －

A01-025 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 都道府

県道

改築 （主）天理王寺線・結崎 現道拡幅：L=350m 川西町  ■  ■         460 －

A01-026 道路 一般 奈良県 直接 奈良県 国道 改築 一般国道168号・小平尾バ

イパス

バイパス；L=1540m 生駒市  ■  ■       2,850 －

4 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-027 道路 一般 葛城市 直接 葛城市 市町村

道

改築 新町・柳原線（１工区） 現道拡幅；L=400m 葛城市  ■  ■         100 －

A01-028 道路 一般 田原本町 直接 田原本町 市町村

道

改築 西竹田満田線 現道拡幅；L=1700m 田原本町  ■  ■         200 －

A01-029 道路 一般 田原本町 直接 田原本町 市町村

道

改築 唐古西代線 現道拡幅；L=800m 田原本町  ■  ■         300 －

A01-030 道路 一般 田原本町 直接 田原本町 市町村

道

改築 十六面黒田線 現道拡幅；L=700m 田原本町  ■  ■         160 －

A01-031 道路 一般 田原本町 直接 田原本町 市町村

道

改築 十六面西竹田線 現道拡幅；L=300m 田原本町  ■  ■         130 －

A01-032 道路 一般 田原本町 直接 田原本町 市町村

道

改築 十六面10号線 現道拡幅；L=300m 田原本町  ■  ■          90 －

5 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R02 R03 R04 R05 R06 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-033 道路 一般 広陵町 直接 広陵町 市町村

道

改築 箸尾準工業地区道路整備

事業

現道拡幅；L=1.3km 広陵町  ■  ■         835 －

A01-034 街路 一般 奈良市 直接 奈良市 S街路 改築 大和中央道（敷島） 現道改築；L=0.8km 奈良市  ■         957 －

A01-035 街路 一般 奈良県 直接 奈良県 S街路 改築 城廻り線（北郡山） 現道拡幅　L=0.98km 大和郡山市  ■  ■  ■       3,691 －

A01-036 街路 一般 奈良県 直接 奈良県 S街路 改築 畝傍駅前通り線 現道拡幅　L=0.42km 橿原市  ■  ■  ■       3,429 －

 小計      29,705

合計      29,705

6 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02

配分額 (a)                   1,160

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                   1,160

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                     514

翌年度繰越額 (f)                     646

うち未契約繰越額(g)                     376

不用額 (h = c+d-e-f)                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   32.41

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

補正予算のため（未契約繰

越のうち291.72百万円が補

正）

1 案件番号： 


