
19　高速ＩＣアクセス道路の整備による地域経済の活性化
平成25年度　～　平成29年度　（5年間） 奈良県、奈良市、御所市、田原本町

高速道路ＩＣから工業団地や観光地等の主要地へのアクセス道路を整備することにより、地域経済の活性化を図る。

･高速道路ＩＣからの到達時間圏域を拡大する。
･高速道路ＩＣから主要地（工業団地・観光地・市町村役場等）までの所要時間を短縮する。

（H25当初） （H27末） （H29末）
① 現況と目標年における高速道路ＩＣから３０分到達圏内を算出し、面積を算出する。

　Σ（目標年における高速道路ＩＣ３０分到達圏内面積）／Σ（現況における高速道路ＩＣ３０分到達圏内面積）×１００ 102% 110%

② 現況と目標年における高速道路ＩＣから主要地（観光地・工業団地・市町村役場等）までの移動時間を算出する。
　Σ（現況における高速道路ＩＣから主要地までの移動時間）－Σ（目標年における高速道路ＩＣから主要地までの移動時間） － 20分 30分

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

19-A1-1 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 バイパス　  L=1.54km 生駒市 1,914

19-A1-2 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 スマートIC  L=1.20km 398

19-A1-3 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 生駒市 317

19-A1-4 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 バイパス　　L=1.10km 生駒市 71

19-A1-5 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 奈良市 1,140

19-A1-6 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 桜井市 80

19-A1-7 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道１６９号・高取バイパス 高取町 5,318

19-A1-8 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （一）大和高田御所線・玉手～兵庫 御所市 54

19-A1-9 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 746

19-A1-10 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 110

19-A1-11 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道３０８号・宝来 奈良市 56

19-A1-12 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道３１０号・本陣～本陣ＩＣ 五條市 0

19-A1-13 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 バイパス 　 L=2.50km 114

19-A1-14 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 1,190

19-A1-15 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 1,218

19-A1-16 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 一般国道１６８号・上庄バイパス バイパス　　L=4.17km 171

19-A1-17 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （主）枚方大和郡山線・柳町 バイパス　　L=0.60km 大和郡山市 484

19-A1-18 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 （一）大和高田御所線・本馬工区 バイパス 　 L=0.30km 御所市 280

19-A1-19 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 駐車場整備　A=43,000㎡ 奈良市 0

19-A1-20 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 79

19-A1-21 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 1,308

19-A1-22 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 西九条佐保線（三条添川～大宮） 現道拡幅　　L=0.48km 532

19-A1-23 街路 一般 奈良県 直接 S街路 改築 西九条佐保線（限度額立体交差） バイパス　　L=1.50km 832

19-A1-24 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 現道拡幅　　L=180m 奈良市 200

19-A1-25 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 600

19-A1-26 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 現道拡幅    L=0.10km 御所市 141

19-A1-27 道路 一般 奈良県 直接 都道府県道 改築 現道拡幅    1箇所 奈良市 200

19-A1-28 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 現道拡幅　　L=0.55km 45

19-A1-29 道路 一般 奈良県 直接 国道 改築 バイパス　　L=3.40km 40

19-A1-102 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 元町蛇穴線 現道拡幅　　L=300m 御所市 316

19-A1-103 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 北十三柳原線 現道拡幅　　L=300m 御所市 194

19-A1-104 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 御所２９号線 現道拡幅　　L=400m 御所市 267

19-A1-105 道路 一般 御所市 直接 市町村道 改築 御所４３号線 現道拡幅　　L=100m 御所市 61

19-A1-106 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 宮古２３号線 現道拡幅　　L=370m 田原本町 50

19-A1-107 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 十六面黒田線 現道拡幅　　L=400m 田原本町 75

19-A1-108 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 根太黒田線 現道拡幅　　L=360m 田原本町 435

19-A1-109 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 西竹田満田線 現道拡幅　　L=700m 田原本町 65

19-A1-110 道路 一般 田原本町 直接 市町村道 改築 平野5号線 現道拡幅　　L=300m 田原本町 50

小計（道路事業） 19,151

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

19-B1-1 施設整備 一般 奈良県 直接 59

合計 59

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

19-C1-1 渋滞対策 一般 奈良県 渋滞解消計画推進事業 740

19-C1-2 計画・調査 一般 奈良県 五條ＩＣ周辺のまちづくり支援事業 五條市 210

19-C1-3 施設整備 一般 奈良県 奈良市 47

19-C1-4 計画・調査 一般 奈良県 272

19-C1-51 計画・調査 一般 奈良県 都市計画施設整備推進事業 49

19-C1-52 計画・調査 一般 奈良県 奈良市 29

19-C1-53 計画・調査 一般 奈良市 14

19-C1-54 社会実験・効果検証 一般 奈良県 五條市 他 40
合計 1,401

番号 備考

19-C1-1

19-C1-2

19-C1-3

19-C1-4

19-C1-51

19-C1-52

19-C1-53

19-C1-54

※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 110 ％
Ⅱ定量的指標の達成状況 目標値と実績値 ・一般国道168号・上庄バイパス、一般国道165号・脇本道路等の整備により、個別の効果はあったものの、

に差が出た要因 　目標を達成するまでには至らなかった。
最終実績値 104 ％

最終目標値 30 分
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値 30 分

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）

・高速道路ICからのアクセス性が向上することで、企業誘致へむけた魅力や観光地としての魅力が向上した。

　引き続き、高速道路ＩＣから工業団地や観光地等の主要地へのアクセス道路の整備を進めることで、さらなる地域経済の活性化を図る。

各ICへのアクセス道路である（19－A1-12)等の道路整備とあわせ、IC付近に位置する歴史的な町並みを有する地域において地域の魅力向上に取り組み、社会実験としてイベント等を開催。ICから地域への道路利用促進を図り、地域経済の活性化を図る。

奈良市

利用促進検討

一体的に実施することにより期待される効果

(仮称)奈良ICへのアクセス道路である（19－A1-22,23)の道路整備とあわせ、平城宮跡周辺地域の渋滞の抜本的な解消を図るために近鉄線のあり方を検討し、平城宮跡周辺地域の地域の活性化を図る。

ＩＣアクセス機能増進計画策定・効果検証事業

計画策定

五條ＩＣへのアクセス道路である（19-A1-17）の道路整備とあわせ、自動車等による来訪者のアクセス性向上及び長時間滞在を促す周遊ネットワーク計画を策定し、地域の特徴ある資源を有効活用し、地域の活性化を図る。

(仮称)奈良ICへのアクセス道路である（19－A1-13)の道路整備とあわせ、都市計画施設の効果的な事業手法の計画策定を行うとともに、都市計画施設整備による地域発展への効果を検証することで更に魅力あるIC周辺地域づくりへ反映させる。

ICアクセス機能を増進するための道路整備計画を策定し、効率的・効果的な道路整備を展開することにより、地域の活性化を図る。

計画策定 平城宮跡周辺地域における街路渋滞対策検討事業

指標①（高速道
路ＩＣから３０
分到達圏内）

指標②（高速道
路ＩＣから主要
地までの移動時
間）

ＩＣアクセス機能を増進する道路整備と一体的に、速効対策やソフト対策により、渋滞対策の可能性を検討し、渋滞対策の計画を策定し、当計画の効率的、効果的な展開を図る。

第二阪奈有料道路へのＩＣアクセス機能を増進する（19-A1-1）と一体的に、事業を実施する上での課題・問題点を把握し、また、事業後の効果検証を実施することにより、当計画の効率的・効果的な展開を図る。

(仮称)奈良ICへのアクセス道路である（19－A1-22,23)の道路整備とあわせ、(仮称)奈良IC周辺のまちづくりを効果的に計画し、国際文化観光都市奈良市の新たな玄関口に相応しい土地利用・都市施設の配置計画により地域経済の活性化を図る。

近鉄線の移設等における交通処理計画策定

奈良ＩＣ周辺のまちづくり支援事業 奈良ＩＣ周辺のまちづくり計画策定

まちなみ資産と芸術を活用したまちづくり推進事業

定量的指標の現況値及び目標値

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

事後評価（中間評価）の実施時期

公表の方法

（仮称）奈良ＩＣ周辺のまちづくり事業 奈良市改良

 (一)天理斑鳩線・額田部南 現道拡幅　　L=0.82km 大和郡山市

石木城線 バイパス　  L=1.10km 奈良市・大和郡山市

御所市ほか

全体事業費
（百万円）工種 （延長・面積等）

20,611

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

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

事業内容

バイパス　  L=3.41km

現道拡幅　  L=3.00km

バイパス　  L=2.10km

現道拡幅 　 L=0.06km

現道拡幅　  L=0.50km

現道拡幅　  L=1.34km

西九条佐保線

 (主)枚方大和郡山線・中町ランプ

 一般国道１６５号・小房交差点ほか　１路線

 一般国道１６９号・御所高取バイパス

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

一般国道１６８号・小平尾バイパス

（一）大和郡山広陵線・池沢～岡崎

番号 事業者
省略

要素となる事業名

 (主)御所香芝線・森脇

遊歩道整備　L=600m

奈良市 他調査・計画・検討

市町村名
港湾・地区名

100%

大和郡山市・安堵町

（主）枚方大和郡山線・上～芝 現道拡幅　  L=1.05km
（主）枚方大和郡山線・宮方

（主）枚方大和郡山線・中町 現道拡幅　  L=1.10km
一般国道１６５号・脇本道路 現道拡幅    L=0.64km

効果促進事業費の割合

事業実施期間（年度）

6.8%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

川西町・三宅町

奈良市

香芝市・王寺町

生駒市・平群町

橿原市ほか

 (一)京終停車場薬師寺線・薬師寺東口交差点

令和3年3月

奈良県ホームページで公表

奈良市

奈良市

 (一)京終停車場薬師寺線・柏木町交差点

 (主)大阪生駒線・辻町IC フルIC化　　L=300m 生駒市

令和3年3月24日

計画・調査

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

調査・計画・検討 道路整備計画策定事業

・一般国道168号・上庄バイパス、一般国道165号・脇本道路等の整備により、高速道路ICから主要地へのアクセス性が向上した。

道路の利用促進・効果検証

計画・調査 都市計画道路等の整備手法等の計画策定 奈良市 他

五條ＩＣ周辺のまちづくり計画策定

道路整備計画策定・効果検証 奈良市 他

渋滞解消計画策定・効果検証

百万円 19,151 百万円 59 百万円 1,401 百万円


