
1 観光振興と地域の魅力創造

平成25年度　～　平成29年度　（5年間）

幹線道路網の整備や公共交通の利用促進による中心市街地へのマイカーの流入抑制等を総合的に進めることで、自動車、公共交通の適正分担を図り、観光振興と地域の魅力創造を図る。

・拠点都市間の移動時間の短縮
・目標年における対象地域の観光客数の達成率

① 現況と目標年における現地走行調査により実測した拠点都市間の移動時間の差（短縮した移動時間の総和） 短縮時間（分） 短縮時間（分） 短縮時間（分）
（短縮した移動時間の総和）＝Σ（現況の現地走行調査による拠点都市間移動時間－目標年の現地走行調査による拠点都市間移動時間） － 4 8

② 現状のトレンドを維持した場合の推計値に対する目標年における対象地域の観光客数の達成率 達成率（％） 達成率（％） 達成率（％）
（達成率）＝（目標年における主要観光地の観光客数）／（目標年における主要観光地の観光客数の推計値）×１００ － 100% 100%

事　後　評　価　（中　間　評　価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期

１．交付対象事業の進捗状況

Ａ1　道路事業

番号 事業 地域 交付 直接 道路 事業内容 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 種別 （延長・面積等） H25 H26 H27 H28 H29

1-A1 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 271

1-A2 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 180

1-A3 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 70

1-A4 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 施設整備 90

1-A5 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 153

1-A6 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 45

1-A7 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 429

1-A8 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 350

1-A9 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 25

1-A10 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 103

1-A11 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 89

1-A12 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 319

1-A13 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道25号・福住 現道拡幅；L=1.00km 200

1-A14 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （一）大和郡山環状線・大江町南 交差点改良；1箇所 55

1-A15 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （一）多武峯見瀬線・島庄 500

1-A16 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （主）橿原高取線・一町 橿原市 106

1-A17 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道１６８号・王寺道路 現道拡幅；L=1.52km 王寺町 670

1-A18 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道１６８号・香芝王寺道路 現道拡幅；L=3.20km 600

1-A19 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 (主)天理王寺線　長楽 バイパス；L=1.70km 660

1-A20 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （一）結崎田原本線・結崎～三河 1,450

1-A21 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 67

1-A22 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 10

1-A23 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 22

1-A24 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 70 効果促進より移行

1-A101 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 40

1-A102 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 142

1-A103 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 80

1-A104 道路 一般 大和郡山市 直接 市町村道 改築 107

1-A105 道路 一般 大和郡山市 直接 市町村道 改築 181

1-A106 道路 一般 大和郡山市 直接 市町村道 改築 1,700

1-A107 道路 一般 天理市 直接 市町村道 改築 236

1-A108 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 140

1-A109 道路 一般 生駒市 直接 市町村道 改築 0

1-A110 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 1,600

1-A111 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 400

1-A112 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 245

1-A113 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 40

1-A114 道路 一般 明日香村 直接 市町村道 改築 381

1-A115 道路 一般 明日香村 直接 市町村道 共同溝 195

1-A116 道路 一般 広陵町 直接 市町村道 改築 20

1-A117 道路 一般 広陵町 直接 市町村道 改築 38

1-A118 道路 一般 広陵町 直接 市町村道 改築 25

1-A119 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=300m 御所市 399

1-A120 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=300m 御所市 272

1-A121 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=400m 御所市 374

1-A122 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=100m 御所市 76

1-A123 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 100

1-A124 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 道路改築；L=175m 奈良市 229

1-A125 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 道路改築；L=470m 奈良市 509

1-A126 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=300m 奈良市 89

1-A127 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=790m 奈良市 328

1-A128 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=510m 奈良市 345

1-A129 道路 一般 生駒市 直接 市町村道 改築 生駒市 49

1-A130 道路 一般 生駒市 直接 市町村道 改築 34

1-A131 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 138

1-A132 道路 一般 川西町 直接 市町村道 改築 385

1-A133 道路 一般 川西町 直接 市町村道 新設 385

1-A134 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 60

1-A135 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 190

1-A136 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 650

1-A137 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 200

1-A138 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 100

1-A139 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 49

1-A140 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 300

1-A141 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 道路改築；L=600m 奈良市 35

1-A142 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 改築 現道拡幅；L=150m 奈良市 15

1-A143 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 改築 11

1-A144 道路 一般 宇陀市 直接 市町村道 改築 あかね台１丁目１号線 宇陀市 128 P16より移行

1-A145 道路 一般 宇陀市 直接 市町村道 改築 市道萩原１２号線 道路改築；L=200m 宇陀市 62 P16より移行

1-A146 道路 一般 宇陀市 直接 市町村道 改築 宇陀市 30 P4より移行

1-A147 道路 一般 斑鳩町 直接 市町村道 改築 斑鳩町 40

1-A148 道路 一般 斑鳩町 直接 市町村道 改築 町道４０１４号線 50

1-A201 街路 一般 奈良県 間接 土地区画整理組合 区画 改築 区画整理 A= 12.5ha 650

1-A202 街路 一般 大和郡山市 直接 S街路 改築 バイパス L= 0.3km 991

1-A203 街路 一般 上牧町 直接 S街路 改築 バイパス L= 0.20km 105

1-A204 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 奈良市 747

1-A205 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 奈良市 903

1-A206 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 奈良市 144

令和3年3月24日
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奈良県ホームページで公表

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

（主）五條高取線・薩摩 現道拡幅；L=0.37km 高取町

一般国道25号・切幡

現道拡幅；L=0.05km 天理市

バイパス；L=0.63km 大和郡山市

現道拡幅；L=0.57km 大和郡山市

休憩施設整備；L=0.15km 大和郡山市

大和郡山市

現道拡幅；L=0.50km 明日香村

現道拡幅；L=0.06km

香芝市・王寺町

川西町

現道拡幅；L=1.00km 山添村

御所市

現道拡幅；L=0.96km 山添村

（一）椿井王寺線・椿井～三室 現道拡幅；L=1.00km 平群町

天理市

現道拡幅；L=0.10km

（主）御所香芝線・太田南 現道拡幅；L=0.05km 葛城市

（一）五條高取線・重阪 現道拡幅；L=0.90km 御所市

一般国道169号・観覚寺 現道拡幅；L=0.20km 高取町

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称

計画の期間 交付対象

計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
市町村名

全体事業費
（百万円）（事業箇所）

全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
Ａ Ｂ Ｃ

H25当初 H27 H29末

奈良県、奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、
三郷町、斑鳩町、川西町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、広陵町

35,541 百万円

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　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

効果促進事業費の割合
5.9%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
33,051 百万円 402 百万円 2,088 百万円

事後評価（中間評価）の実施体制

奈良県県土マネジメント部で評価

（主）天理環状線・前栽

（一）大和郡山広陵線・岡崎

（一）大和小泉停車場松尾寺線・山田

（一）筒井二階道線・八条

（主）御所香芝線・森脇

（一）助命下荻線・伏拝

（一）中和幹線・土橋町南

のぼりを線

伊豆七条高野バイパス線

国鉄坊城線

地ノ窪線

百済７３号線

西ノ京西南北線

西ノ京六条線

中部第１４号線

六条石木線　ほか　２路線

中部第３４６号線　ほか　１路線

バイパス；L=2.10km 川西町・三宅町

（一）笠天理線・下仁興 現道拡幅；L=0.80km 天理市

（主）奈良精華線・中山 現道拡幅；L=0.10km 奈良市

現道拡幅；L=0.40km 橿原市

渋滞対策事業 交差点改良；25箇所 奈良市ほか

南田原長谷線 現道拡幅；L=100m 奈良市

現道拡幅；L=400m 奈良市

あやめ池疋田線 バイパス；L=670m 奈良市

田中西田中線 現道拡幅；L=140m 大和郡山市

番条稗田条里下三橋線 現道拡幅；L=250m 大和郡山市

バイパス；L=1120m 大和郡山市

北大路線 バイパス；L=680m 天理市

葛城５６号線 現道拡幅；L=430m 御所市

有里大門線 現道拡幅；L=250m 生駒市

現道拡幅；L=1430m 葛城市

中道諸鍬線 現道拡幅；L=920m 葛城市

葛城川東側線 現道拡幅；L=800m 葛城市

脇田・梅室線 現道拡幅；L=100m 葛城市

バイパス；L=1300m 明日香村

飛鳥・島庄線 電線共同溝 明日香村

古寺中線 バイパス；L=1090m 広陵町

百済中央線バイパス バイパス；L=420m 広陵町

現道拡幅；L=100m 広陵町

元町蛇穴線

北十三柳原線

御所２９号線

御所４３号線

市道南阪奈側道１号線改良 現道拡幅；L=175m 葛城市

西壱分線・西壱分有里線 現道拡幅　L=135ｍ

西壱分小倉寺線 現道拡幅　L=100m 生駒市

鈴原・二塚線 現道拡幅；L=350m 葛城市

町道結崎線 現道拡幅；L=0.58km 川西町

南北道路・駅前広場 新設；L=0.215km 川西町

宮古２３号線 現道拡幅；L=370m 田原本町

十六面黒田線 現道拡幅；L=700m 田原本町

根太黒田線 現道拡幅；L=360m 田原本町

西竹田満田線 現道拡幅；L=910m 田原本町

平野５号線 現道拡幅；L=320m 田原本町

唐古１２号線 現道拡幅；L=90m 田原本町

唐古西代線 現道拡幅；L=800m 田原本町

（仮称）北部第８０６号線

中部第３３８号線

忍海・山口線 現道拡幅; L=30m 葛城市

バイパス；L=500m

パーキングエリア整備事業 パーキングエリア整備

町道４３７号線 現道拡幅；L=0.09㎞

道路改良；L=30m 斑鳩町

平群駅西地区（（都）平群駅前線） 平群町

城廻り線（JR郡山） 大和郡山市

服部台明星線 上牧町

大和中央道（敷島） 道路改築；L=831m

六条奈良阪線 現道拡幅；L=409m

三条線（三条） 現道拡幅；L=317m



1-A207 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 奈良市 53油阪佐保山線 道路改築；L=231m



1-A208 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 奈良市 65

1-A209 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 0

1-A210 街路 一般 天理市 直接 S街路 改築 天理市 69

1-A211 街路 一般 天理市 直接 S街路 改築 天理市 467

1-A212 街路 一般 天理市 直接 市町村道 改築 区画整理 L= 0.5km 82

1-A213 都再区画 一般 天理市 直接 市町村道 区画 都市再生区画整理 A= 18.5ha 158

1-A214 都再区画 一般 平群町 間接 土地区画整理組合 市町村道 区画 都市再生区画整理 A= 12.5ha 570

1-A215 市街地 一般 奈良県 直接 施設整備 2,360

1-A216 優建 一般 奈良県 直接 施設整備 15

1-A217 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 800

1-A218 街路 一般 奈良市 直接 S街路 改築 260

1-A219 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 1,452

1-A220 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 1,339

1-A221 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 1,210

1-A222 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 600

1-A223 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 50

1-A224 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 10

1-A225 街路 一般 大和高田市 直接 S街路 改築 59

1-A226 街路 一般 大和高田市 直接 S街路 改築 132

1-A301 道路 一般 奈良県 直接 国道 交安 400

1-A302 道路 一般 奈良県 直接 国道 交安 375

1-A304 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 3

1-A305 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 5

1-A306 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 130

1-A307 道路 一般 奈良県 直接 国道・都道府県道 改築 奈良県 150

1-A308 道路 一般 奈良市 直接 市町村道 交安 奈良市 2

1-A309 道路 一般 大和高田市 直接 市町村道 交安 大和高田市 27

1-A310 道路 一般 香芝市 直接 市町村道 交安 香芝市 5

1-A311 道路 一般 葛城市 直接 市町村道 交安 葛城市 27

1-A312 道路 一般 川西町 直接 市町村道 交安 川西町 6

1-A313 道路 一般 川西町 直接 市町村道 交安 川西町 44

1-A314 道路 一般 広陵町 直接 市町村道 交安 広陵町 11

1-A315 道路 一般 大和郡山市 直接 市町村道 交安 20

1-A316 道路 一般 平群町 直接 市町村道 交安 10

1-A317 道路 一般 三郷町 直接 市町村道 交安 12

1-A318 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 奈良市 400

1-A319 道路 一般 奈良県 直接 国道 交安 天理市 55

1-A320 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 交安 75

1-A321 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 220

1-A322 道路 一般 橿原市 直接 市町村道 交安 小房東池尻線　ほか　２０路線 誘導案内看板設置 橿原市 10

1-A323 道路 一般 桜井市 直接 市町村道 交安 阿部山線　ほか　12路線 誘導案内看板設置 桜井市 8

1-A324 道路 一般 御所市 直接 市町村道 交安 葛城南５５号線　ほか　１１路線 御所市 10

1-A325 施設整備 一般 高取町 直接 市町村道 交安 4

1-A326 施設整備 一般 高取町 直接 市町村道 交安 7

1-A327 道路 一般 明日香村 直接 市町村道 交安 村道エビス線　ほか　９路線 誘導案内板設置　７基 明日香村 8

小計（道路事業） 33,051

Ｂ　関連社会資本整備事業
事業 地域 交付 直接 備考
種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-B1 河川 一般 奈良県 直接 環境歩道 17
河川法第６
０条の規定
による

1-B2 道路 一般 奈良県 直接 385

合計 402

番号 備考

1-B1 親水性に配慮した遊歩道整備を行い、遊歩道の周遊性を高め、葛城古道観光に新たな魅力を付加し当該地域の観光誘客に寄与することができる。

1-B2

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 H25 H26 H27 H28 H29

1-C1 施設整備 一般 葛城市 直接 葛城市 142

1-C2 一般 一般 明日香村 間接 電気事業者・通信事業者 29

1-C3 施設整備 一般 奈良県 直接 64

1-C4 計画・調査 一般 奈良県 直接 渋滞解消計画推進事業 99 基幹事業へ移行

1-C5 計画・調査 一般 奈良県 直接 奈良市 28

1-C6 計画・調査 一般 奈良県 直接 110

1-C101 計画・調査 一般 大和郡山市 直接 大和郡山市 都市計画道路の整備計画策定 6

1-C102 施設整備 一般 上牧町 直接 上牧町 21

1-C103 計画・調査 一般 奈良市 直接 奈良市 奈良市 1

1-C104 施設整備 一般 奈良市 直接 奈良市 奈良市 16

1-C105 活動支援 一般 奈良市 間接 地域団体 奈良市 0

1-C107 交流促進 一般 奈良県 直接 交流促進・道路利用促進 橿原市　他 12

1-C201 施設整備 一般 奈良県 直接 100

1-C301 観光情報発信 一般 奈良県 直接 150

1-C303 計画・調査 一般 奈良県 直接 33

1-C304 施設整備 一般 奈良県 直接 230

1-C305 施設整備 一般 奈良県 直接 450

1-C306 施設整備 一般 生駒市 直接 生駒市 3

1-C307 施設整備 一般 大和高田市 直接 1

1-C308 施設整備 一般 大和郡山市 直接 20

1-C309 施設整備 一般 橿原市 直接 4

1-C310 施設整備 一般 香芝市 直接 0

1-C311 施設整備 一般 葛城市 直接 3

1-C313 施設整備 一般 三郷町 直接 2

1-C314 施設整備 一般 高取町 直接 5

1-C315 施設整備 一般 明日香村 直接 14

1-C317 公共交通 一般 奈良県 直接 奈良市 150

1-C318 施設整備 一般 奈良市 直接 奈良市 125

1-C401 施設整備 一般 奈良県 直接 茶色ガードレール設置 270

合計 2,088

施設整備 県内一円

道路整備計画策定 奈良市 他

大和郡山市

施設整備 渋滞対策効果検証事業 渋滞対策効果検証 上牧町

計画・調査 奈良市まちづくり推進地域別構想策定 都市計画マスタープランの改訂

調査・計画・検討 道路整備計画策定事業

計画・調査 大和郡山市における都市計画道路整備計画策定事業

景観・修景 良好な歩行者空間整備 ボラード、景観島施設等

道路美化 市民との協働による道路管理 道路等の公共施設の美化活動

交流促進・道路利用促進

施設整備 下ッ道復元整備事業 遺構復元整備 奈良市、大和郡山市

調査・計画・検討 渋滞解消計画策定・効果検証 奈良市 他

調査・計画・検討 第二阪奈有料道路へのＩＣアクセス機能増進事業 ＩＣアクセス機能増進計画策定

番号 事業者
省略

要素となる事業名 事業内容
市町村名

港湾・地区名
全体事業費
（百万円）工種

共同溝 飛鳥・島庄線 電線共同溝入線 明日香村

満願寺川改良事業 御所市

奈良公園交通対策事業 奈良市

番号 事業者
省略

要素となる事業名

二条線 現道拡幅；L=373m

猿沢線 現道拡幅；L=120m 奈良市

勾田櫟本線（勾田・御経野） 現道拡幅；L=0.32km

別所丹波市線（豊田） バイパス；L=0.69km

天理停車場線 天理市

山の辺第一工区地区土地区画整理事業 天理市

平群駅西特定土地区画整理事業 平群町

三条大路一丁目地区都市再生総合整備事業（総合整備型） 地域交流センター等 奈良市

三条大路一丁目地区優良建築物等整備事業 コンベンション施設等 奈良市

(主)奈良生駒線・三条大路一丁目 バイパス；L=0.25km 奈良市

奥柳登美ヶ丘線 現道拡幅；L=630m 奈良市

石木城線 バイパス；L=1.0km 奈良市・大和郡山市

奈良橿原線 現道拡幅；L=0.55km 奈良市

城廻り線(北郡山) 現道拡幅；L=0.9km 大和郡山市

畝傍駅前通り線 現道拡幅；L=0.42km 橿原市

元町畠田線 現道拡幅；L=0.35km 王寺町

大安寺柏木線 現道拡幅；L=0.38km 奈良市

本郷大中線（南本町） 現道拡幅；L=0.22㎞ 大和高田市

大和高田当麻線 現道拡幅；L=0.5㎞ 大和高田市

(国)166号ほか1路線 道の駅駐車場整備 宇陀市ほか

(国)369号ほか14路線 誘導案内看板整備 県内一円

（一）大和郡山田原本橿原自転車道線 自転車道整備L=21.2km 大和郡山市外

（一）明日香大和郡山自転車道線 自転車道整備L=30km 明日香村外

自転車利用ネットワーク整備事業 自転車走行空間対策 奈良県

奈良中心市街地交通対策事業 駐車場案内システム整備

中部第929号線(あやめ池1号踏切) 踏切拡幅　車道4m　歩道2m

高193号線ほか4路線 誘導案内看板設置

市道8-187号線ほか9路線 誘導案内看板設置

當麻寺駅前・役場線ほか５路線 誘導案内看板設置

町道結崎86号線 歩道整備；L=0.075㎞

歩車共存道路 現道拡幅；L=0.09㎞

上田部奥鳥居線ほか4路線 誘導案内看板設置

道路案内看板整備事業 誘導案内看板設置 大和郡山市

道路案内看板整備事業 誘導案内看板設置 平群町

道路案内看板整備事業 誘導案内看板設置 三郷町

奈良公園交通対策事業 バスターミナル整備

(国)25号 道の駅駐車場整備

御所香芝線ほか6路線 誘導案内看板整備 県内一円

自転車利用ネットワーク整備事業 自転車走行空間対策 奈良県

誘導案内看板整備

観覚寺下子島清水谷線 誘導案内看板整備 町内一円

佐田5号線　ほか　4路線 誘導案内看板整備 町内一円

改良

道の駅 道の駅整備事業 葛城市

事業内容

一体的に実施することにより期待される効果

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）

施設整備

バスターミナル整備により、バスによる来訪、周遊を促進し、マイカー利用による中心市街地への流入を抑制する。

公共交通 バスターミナル整備

市町村名
港湾・地区名工種 （延長・面積等）

まちなみ資産と芸術を活用したまちづくり

施設整備 周遊ネットワーク環境整備事業 周遊路整備、広場整備 三郷町、平群町

観光情報発信 自動車による周遊観光促進事業 「道の駅」等における効果的な情報発信 宇陀市他

自転車 自転車利用促進事業 自転車利用促進に向けた取組の実施 県内一円

自転車 自転車走行空間整備事業 サイン整備等による広域ネットワークの整備 県内一円

誘導案内情報提供 道路案内看板整備事業 誘導案内看板整備 県内一円

自転車 生駒市自転車利用ネットワーク整備事業 サイン整備等による地域ルートの構築

誘導案内情報提供 奈良盆地周遊型ウォークルート案内サイン整備事業 誘導案内看板整備 市内一円

誘導案内情報提供 道路案内看板整備事業 誘導案内看板整備 市内一円

誘導案内情報提供 道路案内看板整備事業 誘導案内看板整備 市内一円

誘導案内情報提供 奈良盆地周遊型ウォークルート案内サイン整備事業 誘導案内看板整備 市内一円

誘導案内情報提供 奈良盆地周遊型ウォークルート案内サイン整備事業 誘導案内看板整備 市内一円

周遊促進 奈良中心市街地交通対策事業

誘導案内情報提供 道路案内看板整備事業 誘導案内看板整備 町内一円

誘導案内情報提供 道路案内看板整備事業 誘導案内看板整備 町内一円

誘導案内情報提供 道路案内看板整備事業 誘導案内看板整備 村内一円

公共交通利用促進

施設整備 近鉄菖蒲池駅南口エレベーター設置事業 エレベーター設置

ガードレール設置



番号 備考

1-C1

1-C2

1-C3

1-C4

1-C5

1-C6

1-C101 人口減少社会、高齢化社会の進行を見据えた、より効果的な都市計画道路の整備計画を策定し、計画に基づき適正な道路整備を行うことにより、魅力あるまちづくり・地域の活性化等を図る。

1-C102

1-C103 各事業完成と併せて奈良市都市計画マスタープランに記載されている奈良市全体の道路ネットワークを構築することで、より目標達成に寄与する。

1-C104

1-C105

1-C107

1-C201

1-C301

1-C303 自転車による広域的な周遊観光を促進するため、自転車利用促進に向けた取組を進めるとともに効果検証を実施する。

1-C304

1-C305

1-C306

1-C307

1-C308

1-C309

1-C310

1-C311

1-C312

1-C313

1-C314

1-C315

1-C317

1-C318

1-C401

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値 8 分
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・道路整備の進捗により個別の効果はあったものの、目標を達成するまでには至らなかった。

に差が出た要因
最終実績値 5 分 40 秒

最終目標値 100 ％
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 132 ％

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況
（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

・道路整備により拠点都市間の移動の快適性並びに、観光拠点施設へ至る道路交通の円滑性及び安全性が向上した。

　引き続き、骨格幹線ネットワークの整備や公共交通の利用促進による中心市街地へのマイカーの流入抑制等を総合的に進めることで、自動車、公共交通の適正分担や、さらなる観光振興と地域の魅力創造
を図る。

道路整備と合わせ、奈良への観光に利用される道路施設の修景整備を行うことで、古都奈良のまちなみ等の奈良のイメージに合った道路景観を形成する。

一体的に実施することにより期待される効果

市道中部929号あやめ池踏切拡幅による自動車の走行をスムーズにするため、既存南北地下通路にエレベータを設置し、車いす利用者等の階段利用が困難な方の踏切迂回をへらす。

キトラ古墳等へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

(1-A115)とあわせて、明日香村内における無電柱化を推進するために、電線事業者負担事業費の一部を助成する。

公共交通の利用を促進するとともに、マイカー利用による中心市街地への流入を抑制する。

キトラ古墳等へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

道路整備と合わせ、周遊施設整備を一体的に行うことで周遊ネットワークの形成、周遊促進を図り、主要観光地である信貴山の来訪者の増加に寄与する。

「道の駅」等において道路利用者に魅力的な周遊プランなどの観光情報等を提供することにより、周遊観光を推進する。

既存道路を活用し、まちなか巡りから広域周遊に対応したネットワークを設定し、案内誘導や注意標示にかかるサイン設置により安全、快適でわかりやすい自転車ネットワークを構築する。

郡山城及びその城下町へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。
キトラ古墳等へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

奈良盆地周遊型ウォークルートにおいて観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

奈良盆地周遊型ウォークルートにおいて観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。
大門ダム等へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

大門ダム等へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

・観光客数が増加することにより、地域の活性化につながった。

奈良盆地周遊型ウォークルートにおいて観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

慢性的な渋滞が発生している交差点において、モデル的に渋滞解消のための対策を検証し、対策することで、基幹事業である（都）服部台明星線の利用促進及び、今後の効果的な道路整備につながり、上牧町の地域経済の活性化を図る。

(1-A206)三条線の整備によりJR奈良駅と東の観光拠点を結ぶ三条通りの歩行者数を増すことに加え、中心市街地のにぎわいを創出することにより、国際文化観光都市として人々が集い語り合う都市空間の整備が図れる。

新規の美化活動ボランティア団体が地域の道路の美化活動を行う際に、申請に沿ってゴミ袋や花の種等の消耗品の支援やごみの回収等を行う等の活動支援を行うことで、各地域の景観を守り、観光振興と地域の魅力創造を図る。

(1-A222)畝傍駅前通り線等の整備とあわせて来訪者の増加等に取り組むことにより、観光振興と地域の魅力創造を図る。

葛城市内の南阪奈道路と県道御所・香芝線との幹線道路拠点に「道の駅」整備を行うことにより、
産業や観光の振興につながる地域連携拠点の強化を図るとともに、既存資源の活用促進と新たな魅力づくりを進める。



郡山下ッ道JCTの整備に伴い出土した、古代の官道である下ツ道遺構を復元整備し、歴史的価値を広く発信することにより、周遊観光による地域活性化を図る。
基幹事業と関連する渋滞箇所の対策計画の策定、調査の実施により、県内の主要な観光地への更なるアクセス性の向上が図られる。

第二阪奈有料道路へのＩＣアクセスの機能増進計画策定により、基幹事業を含め形成される幹線道路ネットワークの更なる観光地へのアクセス性の向上が図られる。

道路整備計画の策定、およびそれに基づく、効率的・効果的な道路整備の実施により、県内の主要な観光地への周遊促進が図られる。

世界遺産地域等へ来訪する観光客が目的地まで迷わずに到達でき、快適かつ円滑に観光・周遊出来るよう、わかりやすい案内を行う。

奈良県が行う幹線ルートの進捗に合わせ、地域内ルートを整備(サイン設置等）することにより市内の自転車利用ネットワークを概成し、市内来訪者の増加による賑わいの創出と安心して走行できる道路空間を整備する。

指標②（対象地
域の観光客数の
達成率）

・観光拠点施設へ至る道路交通の円滑性及び安全性が向上することで、観光地としての魅力が向上した。

指標①（短縮し
た移動時間の総
和）


