
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             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）（交通・物流）

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,葛城市,田原本町,広陵町,奈良市

計画の目標 食料、医療品等、生命に関わる物資等の安定供給を確保するため、

重要物流道路及び代替補完路をはじめ、地域の災害時拠点や生活エリアから重要物流道路及び代替補完路等までのアクセス道路の整備を推進する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              18,432  Ａ              18,432  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 重要物流道路・代替補完路及び災害拠点や生活エリアからのアクセス道路を着実に整備し、物資等の安定供給を確保する。

重要物流道路・代替補完路及び災害拠点や生活エリアへのアクセス道路の整備率（部分供用を含む） 0% 79% 79%

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 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 （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 －

A01-002 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  ■           0 －

A01-003 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 －

A01-004 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 －

A01-005 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  ■          59 －

A01-006 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 －

A01-007 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 －

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 （一）多武峯見瀬線・島

庄

現道拡幅；L=500m 明日香村  ■         527 －

A01-009 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 －

A01-010 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  ■           0 －

A01-011 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  ■         120 －

A01-012 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 －

A01-013 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 －

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 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 －

A01-015 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 －

A01-016 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 －

A01-017 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 －

A01-018 街路 一般 奈良市 直接 奈良市 S街路 改築 大和中央道（敷島） 道路改築；L=0.8km 奈良市  ■         957 －

A01-019 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 －

A01-020 街路 一般 奈良県 直接 奈良県 S街路 改築 畝傍駅前通り線 道路拡幅　L=0.42km 橿原市  ■       3,429 －

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

 小計      18,432

合計      18,432

4 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

R02

配分額 (a)                   1,699

計画別流用増△減額 (b)                       0

交付額 (c=a+b)                   1,699

前年度からの繰越額 (d)                       0

支払済額 (e)                     810

翌年度繰越額 (f)                     889

うち未契約繰越額(g)                     648

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

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                   38.14

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

用地買収の難航等のため

1 案件番号： 


