
奈 良 県
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令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道24号 奈良市 大和北道路（奈良北～奈良） 440

改築 国道24号 奈良市～大和郡山市 大和北道路 2,900

改築 国道24号 大和郡山市～五條市 大和御所道路 8,450

改築 国道25号 山添村～天理市 名阪道路 232

改築 国道25号 斑鳩町 斑鳩バイパス 480

改築 国道163号 生駒市 清滝生駒道路 1,750

改築 国道165号 香芝市 香芝柏原改良 200

改築 国道165号 香芝市～橿原市 大和高田バイパス 50

改築 国道168号 十津川村 十津川道路（Ⅱ期） 50

改築 国道168号 十津川村  五條新宮道路（風屋川津・宇宮原工区） 300

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

改築 国道168号 十津川村 長殿道路 750

改築 国道169号 川上村～上北山村 伯母峯峠道路 200



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

四条大路～柏木地区付加車線整備（奈良市） 78

橿原地区歩道拡幅（橿原市） 66

五條本町地区歩道設置（五條市） 12

五條本町地区歩道設置（４工区）（五條市） 18

交通安全 国道25号 大和郡山市 奈良25号交通安全対策 141 筒井地区歩道整備 141

交通安全 国道163号 生駒市 奈良163号交通安全対策 3 高山地区歩道整備 3

下田地区歩道整備（香芝市） 45

五位堂地区歩道整備（香芝市） 6

磐築地区歩道整備（大和高田市） 102

大東地区歩道整備（大和高田市） 3

路線名 備考

交通安全 国道24号
奈良市、橿原市、
五條市

奈良24号交通安全対策 174

香芝市、
大和高田市

奈良165号交通安全対策 156交通安全 国道165号



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道24号
奈良市、大和郡
山市

奈良24号電線共同溝 276 奈良バイパス電線共同溝 276

筒井電線共同溝 110

小泉電線共同溝 25

電線共同溝

路線名 備考

国道25号 大和郡山市 135奈良25号電線共同溝



令和４年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

維持管理 （市） 登美ヶ丘中町線 奈良市 鶴舞橋 20 代行事業

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道168号 五條市 阪本工区 485 五條新宮道路

改築 国道168号 五條市 新天辻工区 411 五條新宮道路

改築 国道308号 奈良市 宝来ランプ 80

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道165号 宇陀市 宇陀市室生 87

土砂災害対策 国道168号 十津川村
十津川村込之上、十津川村長殿
～七色

174

土砂災害対策 国道169号
上北山村、川上
村

上北山村西原～白川、川上村西
河～大迫

210

土砂災害対策 国道309号
上北山村、天川
村

上北山村西原、天川村北角 77

土砂災害対策 国道425号 下北山村 下北山村浦向 43

土砂災害対策 (主) 吉野東吉野線 東吉野村 東吉野村中黒～小川 76

土砂災害対策 (主) 五條吉野線 五條市 五條市滝町 24

土砂災害対策 (一) 赤滝五條線 五條市 五條市南山 29

土砂災害対策 (一) 大又小川線 東吉野村 東吉野村小～大又 62

土砂災害対策 (一) 大台河合線 上北山村 上北山村小橡 48

土砂災害対策 (一) 篠原宇井線 五條市 五條市惣谷、五條市大塔町宇井 102

路線名 備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 川津高野線 十津川村 十津川村山天 233

土砂災害対策 (一) 高野辻堂線 五條市 五條市清水 30



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 奈良県 奈良県無電柱化推進計画事業 1,155

(国)168号(王寺工区)〔王寺町〕、(国)168号(香芝王寺
工区)〔香芝市～王寺町〕、(国)308号(四条大路工区)
〔奈良市〕、(一)三輪山線(三輪工区)〔桜井市〕、(都)畝
傍駅前通り線〔橿原市〕、(都)奈良橿原線〔奈良市〕、
(都)城廻り線(北郡山)〔大和郡山市〕、(都)大安寺柏木
線(佐保川～柏木)〔奈良市〕

無電柱化推進計画事業 奈良市 奈良市無電柱化推進計画事業 220 (都)奥柳登美ヶ丘線、(都)六条奈良阪線(東西)



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 整備地区名 事業主体 事業費

補助事業

交通安全対策（地区内連携） 大和高田市 松塚地区 大和高田市 25

備考



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 奈良県 奈良県通学路緊急対策推進計画 92 平群小学校、三郷小学校、上牧小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 奈良市 奈良県奈良市通学路緊急対策推進計画 18

あやめ池小学校、右京小学校、月ヶ瀬小学校、佐保
川小学校、佐保台小学校、左京小学校、済美小学
校、済美南小学校、三碓小学校、西大寺北小学校、
青和小学校、帯解小学校、大宮小学校、椿井小学
校、鶴舞小学校、東市小学校、東登美ヶ丘小学校、
富雄南小学校、富雄北小学校、伏見小学校、伏見南
小学校、平城小学校、明治小学校、六条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 橿原市 奈良県橿原市通学路緊急対策推進計画 3

鴨公小学校、金橋小学校、香久山小学校、今井小学
校、耳成小学校、耳成西小学校、耳成南小学校、新
沢小学校、真菅小学校、真菅北小学校、畝傍南小学
校、白橿南小学校、白橿北小学校、晩成小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 桜井市 奈良県桜井市通学路緊急対策推進計画 2 安倍小学校、桜井南小学校、城島小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 五條市 奈良県五條市通学路緊急対策推進計画 13
五條小学校、五條東小学校、五條南小学校、北宇智
小学校、牧野小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 香芝市 奈良県香芝市通学路緊急対策推進計画 5
下田小学校、鎌田小学校、五位堂小学校、三和小学
校、志都美小学校、真美ヶ丘東小学校、二上小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宇陀市 奈良県宇陀市通学路緊急対策推進計画 3
室生小学校、榛原小学校、大宇陀小学校、菟田野小
学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 平群町 奈良県平群町通学路緊急対策推進計画 14 平群北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 田原本町 奈良県田原本町通学路緊急対策推進計画 21 田原本小学校、田原本南小学校、平野小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 広陵町 奈良県広陵町通学路緊急対策推進計画 18 広陵西小学校、広陵東小学校



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 奈良市 八条踏切道 奈良県 1,748

踏切道改良計画事業 大和郡山市 九条第9号踏切道 奈良県 268



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 奈良県 橋梁長寿命化修繕計画 1,921 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈良県 トンネル長寿命化修繕計画 1,067 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈良県 道路附属物等長寿命化修繕計画 730 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈良市 橋梁長寿命化修繕計画 567 別紙参照

道路メンテナンス事業 奈良市 道路附属物等長寿命化修繕計画 40 別紙参照

道路メンテナンス事業 大和高田市 橋梁長寿命化修繕計画 44 別紙参照

道路メンテナンス事業 大和郡山市 橋梁長寿命化修繕計画 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 天理市 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照

道路メンテナンス事業 橿原市 橋梁長寿命化修繕計画 218 別紙参照

道路メンテナンス事業 桜井市 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照

道路メンテナンス事業 五條市 橋梁長寿命化修繕計画 232 別紙参照

道路メンテナンス事業 御所市 橋梁長寿命化修繕計画 66 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 生駒市 橋梁長寿命化修繕計画 280 別紙参照

道路メンテナンス事業 香芝市 橋梁長寿命化修繕計画 39 別紙参照

道路メンテナンス事業 葛城市 橋梁長寿命化修繕計画 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 宇陀市 橋梁長寿命化修繕計画 96 別紙参照

道路メンテナンス事業 山添村 橋梁長寿命化修繕計画 37 別紙参照

道路メンテナンス事業 平群町 橋梁長寿命化修繕計画 14 別紙参照

道路メンテナンス事業 三郷町 橋梁長寿命化修繕計画 26 別紙参照

道路メンテナンス事業 斑鳩町 橋梁長寿命化修繕計画 10 別紙参照

道路メンテナンス事業 安堵町 橋梁長寿命化修繕計画 11 別紙参照

道路メンテナンス事業 三宅町 橋梁長寿命化修繕計画 29 別紙参照

道路メンテナンス事業 田原本町 橋梁長寿命化修繕計画 116 別紙参照

道路メンテナンス事業 曽爾村 橋梁長寿命化修繕計画 48 別紙参照

道路メンテナンス事業 御杖村 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 高取町 橋梁長寿命化修繕計画 12 別紙参照

道路メンテナンス事業 明日香村 橋梁長寿命化修繕計画 22 別紙参照

道路メンテナンス事業 上牧町 橋梁長寿命化修繕計画 7 別紙参照

道路メンテナンス事業 王寺町 橋梁長寿命化修繕計画 104 別紙参照

道路メンテナンス事業 広陵町 橋梁長寿命化修繕計画 60 別紙参照

道路メンテナンス事業 広陵町 道路附属物等長寿命化修繕計画 1 別紙参照

道路メンテナンス事業 河合町 橋梁長寿命化修繕計画 32 別紙参照

道路メンテナンス事業 吉野町 橋梁長寿命化修繕計画 43 別紙参照

道路メンテナンス事業 大淀町 橋梁長寿命化修繕計画 67 別紙参照

道路メンテナンス事業 下市町 橋梁長寿命化修繕計画 24 別紙参照

道路メンテナンス事業 黒滝村 橋梁長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 黒滝村 トンネル長寿命化修繕計画 4 別紙参照

道路メンテナンス事業 天川村 橋梁長寿命化修繕計画 21 別紙参照



令和４年度　箇所表

種　　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　　管：国土交通省

都道府県名：奈良県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 野迫川村 橋梁長寿命化修繕計画 50 別紙参照

道路メンテナンス事業 十津川村 橋梁長寿命化修繕計画 177 別紙参照

道路メンテナンス事業 下北山村 橋梁長寿命化修繕計画 23 別紙参照

道路メンテナンス事業 下北山村 トンネル長寿命化修繕計画 21 別紙参照

道路メンテナンス事業 上北山村 橋梁長寿命化修繕計画 17 別紙参照

道路メンテナンス事業 川上村 橋梁長寿命化修繕計画 73 別紙参照

道路メンテナンス事業 東吉野村 橋梁長寿命化修繕計画 5 別紙参照



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
奈良県
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奈良県橋梁長寿命化修繕計画
奈良県 奈良市 下狭川阪原線 烏帽子橋 橋梁 修繕
奈良県 山添村 岩屋三ケ谷線 青木橋 橋梁 修繕
奈良県 奈良市 京終停車場薬師寺線 無名橋（２） 橋梁 修繕
奈良県 奈良市 月瀬三ケ谷線 イケズ橋 橋梁 修繕
奈良県 橿原市 戸毛久米線 益田大橋 橋梁 修繕
奈良県 吉野町 五條吉野線 柴橋 橋梁 修繕
奈良県 御所市 御所香芝線 兄川橋 橋梁 修繕
奈良県 葛城市 御所香芝線 無名橋④中戸 橋梁 修繕
奈良県 五條市 高野辻堂線 無名橋11 橋梁 修繕
奈良県 野迫川村 高野辻堂線 無名橋7 橋梁 修繕
奈良県 天川村 高野天川線 第一大谷橋 橋梁 修繕
奈良県 天川村 高野天川線 無名橋4 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 国道165号 吸原橋 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 国道165号 初瀬大橋 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 国道165号 新佐野渡橋（側道橋） 橋梁 修繕
奈良県 宇陀市 国道165号 池谷橋 橋梁 修繕
奈良県 東吉野村 国道166号 横谷橋 橋梁 修繕
奈良県 東吉野村 国道166号 高樋橋 橋梁 修繕
奈良県 宇陀市 国道166号 新岩崎橋 橋梁 修繕
奈良県 大和高田市 国道166号 浮孔橋 橋梁 修繕
奈良県 宇陀市 国道166号 明治橋 橋梁 修繕
奈良県 五條市 国道168号 河合橋 橋梁 修繕
奈良県 五條市 国道168号 金刀比羅橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 桑畑大谷橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 広瀬橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 十二滝橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 国道168号 縦断函渠（近鉄下） 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 小休場橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 国道168号 小瀬橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 国道168号 新茶屋橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 国道168号 神田橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 赤谷橋 橋梁 修繕
奈良県 五條市 国道168号 大川橋 橋梁 修繕
奈良県 大塔町 国道168号 大塔橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 国道168号 無名橋（山崎大谷） 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 無名橋（函渠）11 橋梁 修繕
奈良県 五條市 国道168号 無名橋10 橋梁 修繕
奈良県 川上村 国道169号 伊ノ迫橋 橋梁 修繕
奈良県 下北山村 国道169号 音枝第二橋 橋梁 修繕
奈良県 吉野町 国道169号 桜橋小橋 橋梁 修繕
奈良県 高取町 国道169号 子島橋 橋梁 修繕
奈良県 川上村 国道169号 新西河橋 橋梁 修繕
奈良県 大淀町 国道169号 新野橋 橋梁 修繕
奈良県 高取町 国道169号 清水谷橋 橋梁 修繕
奈良県 奈良市 国道169号 西側道橋 橋梁 修繕
奈良県 下北山村 国道169号 鳥渡谷橋 橋梁 修繕
奈良県 川上村 国道169号 唐津谷橋 橋梁 修繕
奈良県 奈良市 国道169号 東側道橋 橋梁 修繕
奈良県 上北山村 国道169号 白川橋 橋梁 修繕
奈良県 御所市 国道309号 無名橋（関屋）③ 橋梁 修繕
奈良県 上北山村 国道309号 無名橋12 橋梁 修繕
奈良県 上北山村 国道309号 無名橋14 橋梁 修繕
奈良県 宇陀市 国道369号 円覚寺前橋 橋梁 修繕
奈良県 奈良市 国道369号 新楚婦加橋（側道橋） 橋梁 修繕
奈良県 御杖村 国道369号 堂前橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 瀬戸峯橋 橋梁 修繕
奈良県 下北山村 国道425号 法六谷橋 橋梁 修繕
奈良県 下北山村 国道425号 無名橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 無名橋(21) 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 無名橋(4) 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 無名橋11 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 無名橋13 橋梁 修繕
奈良県 三宅町 桜井田原本王寺線 新但馬橋取付け橋 橋梁 修繕
奈良県 田原本町 桜井田原本王寺線 無名橋(13) 橋梁 修繕
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奈良県 桜井市 桜井都祁線 参急橋 橋梁 修繕
奈良県 五條市 篠原宇井線 無名橋 橋梁 修繕
奈良県 山添村 上笠間八幡名張線 千本谷橋 橋梁 修繕
奈良県 五條市 勢井宗川野線 無名橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 生駒精華線 延命橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 生駒停車場宛木線 無名橋（モチ川） 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 生駒停車場宛木線 無名橋（俵口竜田川） 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 生駒停車場宛木線 無名橋B（俵口北竜田川） 橋梁 修繕
奈良県 五條市 赤滝五條線 昭隆橋 橋梁 修繕
奈良県 曽爾村 赤目掛線 めなし橋 橋梁 修繕
奈良県 明日香村 多武峰見瀬線 高市橋 橋梁 修繕
奈良県 川上村 大台ケ原公園川上線 無名1号橋 橋梁 修繕
奈良県 川上村 大台ケ原公園川上線 無名3号橋 橋梁 修繕
奈良県 川上村 大台ケ原公園川上線 無名4号橋 橋梁 修繕
奈良県 川上村 大台大迫線 立岩橋 橋梁 修繕
奈良県 天川村 大峯山公園線 螺橋 橋梁 修繕
奈良県 東吉野村 大又小川線 魚留橋 橋梁 修繕
奈良県 東吉野村 大又小川線 清水橋 橋梁 修繕
奈良県 東吉野村 大又小川線 戌亥橋 橋梁 修繕
奈良県 大和郡山市 大和郡山広陵線 昭和大橋（上り） 橋梁 修繕
奈良県 大和郡山市 大和郡山広陵線 無名橋（消防署北） 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 大和高田桜井線 無名橋10 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 大和高田桜井線 無名橋11 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 大和高田桜井線 無名橋14 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 大和高田桜井線 無名橋9 橋梁 修繕
奈良県 桜井市 大和高田桜井線 木綿屋橋 橋梁 修繕
奈良県 斑鳩町 大和高田斑鳩線 三代川橋 橋梁 修繕
奈良県 生駒市 谷田奈良線 新川橋 橋梁 修繕
奈良県 山添村 遅瀬西波多線 大門橋 橋梁 修繕
奈良県 香芝市 中和幹線 ツバ山近鉄線高架橋（跨線部） 橋梁 修繕
奈良県 橿原市 中和幹線 上品寺大橋 橋梁 修繕
奈良県 橿原市 中和幹線 豊田跨線橋 橋梁 修繕
奈良県 王寺町 天理王寺線 王寺跨線橋 橋梁 修繕
奈良県 天理市 天理環状線 櫟本跨線橋側道橋 橋梁 修繕
奈良県 田原本町 田原本広陵線 小室橋（側道橋） 橋梁 修繕
奈良県 御杖村 土屋原飯高線 無名橋6 橋梁 修繕
奈良県 御杖村 土屋原飯高線 無名橋8 橋梁 修繕
奈良県 上北山村 東川河合線 大杖橋 橋梁 修繕
奈良県 大和郡山市 奈良大和郡山斑鳩線 柳橋 橋梁 修繕
奈良県 奈良市 奈良名張線 浄土橋（側道橋） 橋梁 修繕
奈良県 吉野町 入野河原屋線 花瀬橋 橋梁 修繕
奈良県 五條市 富田林五條線 無名橋（函渠）2 橋梁 修繕
奈良県 橿原市 豊浦大和八木停車場線 新河原橋 橋梁 修繕
奈良県 山添村 北野吐山線 大江橋 橋梁 修繕
奈良県 曽爾村 名張曾爾線 風呂屋橋 橋梁 修繕
奈良県 十津川村 龍神十津川線 梅垣内谷橋 橋梁 修繕
奈良県 下北山村 国道169号 前鬼橋 橋梁 更新
奈良県 点検計画

奈良県トンネル長寿命化修繕計画
奈良県 下北山村 国道169号 小口第一トンネル トンネル 修繕
奈良県 川上村 国道169号 寺山トンネル トンネル 修繕
奈良県 吉野町 吉野室生寺針線 小名トンネル トンネル 修繕
奈良県 宇陀市 吉野室生寺針線 島ヶ谷トンネル トンネル 修繕
奈良県 五條市 国道168号 猿谷トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 山崎トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 助人トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 小井トンネル トンネル 修繕
奈良県 五條市 国道168号 小代下トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 上野地トンネル トンネル 修繕
奈良県 五條市 国道168号 新天辻トンネル トンネル 修繕
奈良県 五條市 国道168号 西吉野トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 津越野トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 湯之原トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道168号 風屋トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道169号 有蔵トンネル トンネル 修繕
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奈良県 高取町 国道169号 芦原トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道169号 小松トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道169号 東野トンネル トンネル 修繕
奈良県 川上村 国道169号 羽衣トンネル トンネル 修繕
奈良県 上北山村 国道169号 戸賀トンネル トンネル 修繕
奈良県 吉野町 国道169号 五社トンネル トンネル 修繕
奈良県 下北山村 国道169号 小口第二トンネル トンネル 修繕
奈良県 川上村 国道169号 新伯母峯トンネル トンネル 修繕
奈良県 川上村 国道169号 大滝トンネル トンネル 修繕
奈良県 川上村 国道169号 大迫トンネル トンネル 修繕
奈良県 上北山村 国道309号 行者還トンネル トンネル 修繕
奈良県 五條市 国道309号 新笠木トンネル トンネル 修繕
奈良県 宇陀市 国道369号 弁財天トンネル トンネル 修繕
奈良県 吉野町 国道370号 入野トンネル トンネル 修繕
奈良県 下北山村 国道425号 白谷トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 小山手トンネル トンネル 修繕
奈良県 十津川村 国道425号 滝トンネル トンネル 修繕

奈良県道路附属物等長寿命化修繕計画
奈良県 生駒市 生駒停車場宛木線 谷田歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 生駒市 大阪枚岡奈良線 東生駒歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 橿原市 国道165号 小房歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 橿原市 国道165号 縄手歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 桜井市 国道165号 初瀬歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 大和高田市 国道166号 大中南歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 大和高田市 国道166号 片塩歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 大和高田市 国道166号 東中歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 生駒市 国道168号 菜畑歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 吉野町 国道169号 上市歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 天理市 国道25号 天理市役所前歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 葛城市 御所香芝線 南藤井歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 桜井市 桜井明日香吉野線 阿部歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 橿原市 戸毛久米線 新沢歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 大和郡山市 奈良大和郡山斑鳩線 出屋敷歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 橿原市 見瀬五井線 第1号横断歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 橿原市 見瀬五井線 第2号横断歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 大和郡山市 大和郡山広陵線 柳町歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 河合町 大和高田斑鳩線 穴闇歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 桜井市 国道169号 粟殿歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 川上村 国道169号 宮前歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 奈良市 国道169号 別所バス停前歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 田原本町 桜井田原本王寺線 味間歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 斑鳩町 大和高田斑鳩線 いかるがホール前歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 奈良市 枚方大和郡山線 富雄南小学校前歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 奈良市 枚方大和郡山線 富雄歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良県 奈良市 国道169号 窪之庄町歩道橋 道路附属物等 撤去

奈良市橋梁長寿命化修繕計画
奈良市 奈良市 中部第１１号線 下堂橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第１４５号線 無名橋３６８ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第３４３号線 安明寺橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 南部第１２８号線 無名橋００３ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 南部第１２８号線 無名橋００４ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 南部第３４２号線 中野橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１０５号線 無名橋０１２ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１７８号線 無名橋２９２ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第２４９号線 無名橋２９９ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第１１４１号線 無名橋０２４ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第１１５８号線 砂茶屋橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第１３４０号線 登美郷橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第３１９号線 メガネ橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第３５０号線 あやめ新橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第６００号線 大和架道橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第６８２号線 ３号跨道橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第７３１号線 １号跨道橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第７３１号線 高槻橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 西部第８９２号線 無名橋０３０ 橋梁 修繕
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奈良市 奈良市 西部第９３９号線 学園大和歩道橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１０５５号線 高の原橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１０５６号線 常福寺橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１０６号線 無名橋０１４ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１１２４号線 超昇寺橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１４９６号線 無名橋２１５ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１５３号線 外山橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第１７３号線 無名橋０２３ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第３２５号線 無名橋２５３ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第５８号線 無名橋００９ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第７４８号線 無名橋００７ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 中部第７８２号線 無名橋２６８ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 長引桃香野線 八幡橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 鳥見二名線 鳥見２号跨線橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 吐山・天理線 トイリ橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 登美ヶ丘中町線 鶴舞橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 登美ヶ丘中町線 無名橋００１ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第１１１号線 無名橋３３７ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第１８３号線 無名橋３７２ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第３６２号線 無名橋３６１ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第７９号線 無名橋３５１ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 東部第８８号線 無名橋３５５ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 奈良阪南田原線 平城大橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 奈良阪南田原線 山陵跨線橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 奈良阪南田原線 那羅山橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 南部第４７８号線 無名橋１１２ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１１２号線 無名橋３０４ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１７８号線 無名橋２９３ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１７８号線 無名橋２９４ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１７８号線 無名橋２９５ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１７８号線 無名橋２９６ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第１８８号線 無名橋２９８ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第２５１号線 飯合橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 北部第２７３号線 無名橋２８６ 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 六条奈良阪線 佐保橋 橋梁 修繕
奈良市 奈良市 杣の川線 浦橋 橋梁 修繕
奈良市 点検計画

奈良市道路附属物等長寿命化修繕計画
奈良市 奈良市 大森高畑線 紀寺歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良市 奈良市 大森高畑線 八軒町歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良市 奈良市 西部第７２２号線・西部第１１５７号線 中町１号歩道橋 道路附属物等 修繕
奈良市 奈良市 中部第１７３号線 中部第１７３号トンネル 道路附属物等 修繕

大和高田市橋梁長寿命化修繕計画
大和高田市 大和高田市 高１５２号線 高１５２号線２号橋 橋梁 修繕
大和高田市 大和高田市 高１６３号線 高１６３号線１号橋側歩道橋 橋梁 修繕
大和高田市 大和高田市 高１９４号線 北口橋側歩道橋 橋梁 修繕
大和高田市 大和高田市 高３６４号線 高３６４号線１号橋 橋梁 修繕
大和高田市 大和高田市 高３６４号線 高３６４号線1号橋側歩道橋 橋梁 修繕
大和高田市 大和高田市 高７１号線 有井橋側歩道橋 橋梁 修繕
大和高田市 点検計画

大和郡山市橋梁長寿命化修繕計画
大和郡山市 大和郡山市 三の丸今井材木線 大手橋 橋梁 修繕
大和郡山市 大和郡山市 昭和工業団地6～5号線 にしき橋 橋梁 修繕
大和郡山市 点検計画

天理市橋梁長寿命化修繕計画
天理市 天理市 井戸堂町たちばな６号線 ７２９号線第１号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 岩室吉田線 ５８号線第１号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 内馬場二本松線 ２０１号線第１号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 御経野住宅線 ５２９号線第２号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 下山田針線 布目橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 兵庫柳本線 ２９号線第３号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 兵庫柳本線 ２９号線第５号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 乙木佐保庄線 ７２０号線第１号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 景行天皇御陵道線 ４１号線第２号橋 橋梁 修繕
天理市 天理市 南六条藤川西線 ６２１号線第１号橋 橋梁 修繕
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天理市 点検計画
橿原市橋梁長寿命化修繕計画

橿原市 橿原市 東坊城町50号線 塚原橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 見瀬町17号線 燈明橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 一町１２号線 中の橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 雲梯町１９号線 宮前橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 光陽運動公園１号線 下塚原橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 光陽西池尻線 光陽橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 四分町１号線 出柳橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 十市町・葛本町１号線 杉松田橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 出会町7号線 東面堂橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 小綱町・内膳町線 春日橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 小槻町十市町線 西新堂跨線橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 上飛騨町１号線 上飛騨橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 西池尻町１１号線 軽古橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 膳夫町・出垣内町１号線 香久山橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 田中町２号線 田中橋 橋梁 修繕
橿原市 橿原市 東観音寺西観音寺線 ちょっきり橋 橋梁 修繕
橿原市 点検計画

桜井市橋梁長寿命化修繕計画
桜井市 桜井市 立小路線 からかわ橋 橋梁 修繕
桜井市 点検計画

五條市橋梁長寿命化修繕計画
五條市 五條市 近内16号線 片平橋歩道橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 宇井野線 阪本吊橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 樫辻３号線 冷裁橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 向川岸線 桝井橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 黒渕大日川線 上東谷橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 三在３号線 三在３号線１号橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 小古田鹿場線 小古田橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 城戸奥谷線 宮前橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 神野百谷線 西峰橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 清水赤谷線 大谷下橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 西河内３号線 西河内３号線１号橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 西野今井田線 金比羅橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 川股線 タカ橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 大津相谷線 阪合部橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 日裏線 日裏橋 橋梁 修繕
五條市 五條市 白銀南小学校線 局前橋 橋梁 修繕
五條市 点検計画

御所市橋梁長寿命化修繕計画
御所市 御所市 市道幸町新屋敷線 木田大橋 橋梁 修繕
御所市 御所市 市道大正71号線 元木田橋 橋梁 修繕
御所市 御所市 市道大正71号線 中橋 橋梁 修繕
御所市 御所市 市道掖上110号線 柏原大橋 橋梁 修繕
御所市 御所市 市道掖上19号線 柏原西橋　 橋梁 修繕
御所市 御所市 市道掖上34号線 無名橋１００ 橋梁 修繕
御所市 御所市 市道掖上4号線 無名橋９０ 橋梁 修繕
御所市 点検計画

生駒市橋梁長寿命化修繕計画
生駒市 生駒市 菜畑西壱分線支線７号 中菜畑歩道橋 橋梁 修繕
生駒市 生駒市 菜畑西壱分線支線７号 清水橋１ 橋梁 修繕
生駒市 生駒市 西壱分線 清水橋２ 橋梁 修繕
生駒市 生駒市 俵口池谷線支線２号 池谷橋 橋梁 修繕
生駒市 生駒市 北条線 千両山橋歩道橋 橋梁 修繕
生駒市 生駒市 有里壱分１号線 第２阪奈１号橋 橋梁 修繕
生駒市 生駒市 有里壱分２号線 第２阪奈２号橋 橋梁 修繕
生駒市 点検計画

香芝市橋梁長寿命化修繕計画
香芝市 香芝市 市道10-175号線 5号区画道路橋 橋梁 修繕
香芝市 香芝市 市道4-22号線 無名橋21 橋梁 修繕
香芝市 点検計画

葛城市橋梁長寿命化修繕計画
葛城市 葛城市 社教センター本線 中戸池橋 橋梁 修繕
葛城市 葛城市 新庄・疋田線 疋田橋 橋梁 修繕
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葛城市 葛城市 疋田・礒野線 北浦橋 橋梁 修繕
葛城市 葛城市 南花内・忍海線 四反田橋 橋梁 修繕
葛城市 点検計画

宇陀市橋梁長寿命化修繕計画
宇陀市 宇陀市 市道菟田野306号線 日張山橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道内牧15号線 大屋橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道下田口中央線 太古良橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道高井10号線 神足橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道高井11号線 樋口橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道滝之尾新宮線 川久保橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道長瀬西谷線 ワラビ橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道迫間本線 鳥居田橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道緑川中央線支線1号 ヒロタイ橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道八滝1号線 山ノ神橋 橋梁 修繕
宇陀市 宇陀市 市道内牧2号線 愛宕橋 橋梁 修繕
宇陀市 点検計画

山添村橋梁長寿命化修繕計画
山添村 山添村 春日～遅瀬線 青龍橋 橋梁 修繕
山添村 山添村 室津～桐山線 3号橋 橋梁 修繕
山添村 点検計画

平群町橋梁長寿命化修繕計画
平群町 平群町 西信貴畑１２３号橋 信貴畑５号橋 橋梁 修繕
平群町 平群町 東梨本・西向１０号線 梨本６号橋 橋梁 修繕
平群町 平群町 北菊美台４０６号線 見晴橋 橋梁 修繕
平群町 平群町 北鳴川・櫟原２４号線 鳴川１１号橋 橋梁 修繕
平群町 平群町 北鳴川・櫟原３号線 鳴川8号橋 橋梁 修繕
平群町 平群町 北櫟原・鳴川１９号線 鳴川３号橋 橋梁 修繕

三郷町橋梁長寿命化修繕計画
三郷町 三郷町 町道勢野１７０号線 近鉄跨線橋(勢野東) 橋梁 修繕
三郷町 三郷町 町道勢野８号線 栄橋 橋梁 修繕
三郷町 点検計画

斑鳩町橋梁長寿命化修繕計画
斑鳩町 斑鳩町 町道303号線 三ツ橋（拡幅部） 橋梁 修繕
斑鳩町 斑鳩町 町道303号線 三ツ橋（本線部） 橋梁 修繕
斑鳩町 点検計画

安堵町橋梁長寿命化修繕計画
安堵町 安堵町 笠目線 弋鳥橋 橋梁 修繕
安堵町 点検計画

三宅町橋梁長寿命化修繕計画
三宅町 三宅町 町道三宅１２３号線 無名橋３０ 橋梁 修繕
三宅町 三宅町 町道三宅１２６号線 無名橋３３ 橋梁 修繕
三宅町 三宅町 町道三宅１２７号線 無名橋３４ 橋梁 修繕
三宅町 点検計画

田原本町橋梁長寿命化修繕計画
田原本町 田原本町 為川北方４号線 為川北方４号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 黒田１４号線 黒田１４号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 黒田５号線 黒田５号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 佐味２１号線 佐味２１号線２号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 阪手８号線 阪手８号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 阪手西１２号線 阪手西１２号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 三笠新木線 三笠新木線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 西鍵１号線 西鍵１号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 西竹田１５号線 西竹田１５号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 西八尾１号線 西八尾１号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 西八尾１号線 西八尾１号線２号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 西八尾７号線 西八尾７号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 蔵堂１４号線 蔵堂１４号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 多東西線 多宮橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 大安寺５号線 大安寺５号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 南三笠１３号線 南三笠１３号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 南薬王寺１号線 南薬王寺１号線１号橋 橋梁 修繕
田原本町 田原本町 南薬王寺８号線 南薬王寺８号線１号橋 橋梁 修繕

曽爾村橋梁長寿命化修繕計画
曽爾村 曽爾村 村道古屋線 古屋１号橋 橋梁 修繕
曽爾村 曽爾村 村道相輪支線三号 新岳見橋 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
奈良県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

曽爾村 曽爾村 村道谷口線 谷口橋 橋梁 修繕
曽爾村 曽爾村 村道荒前線 長野１号橋 橋梁 撤去
曽爾村 点検計画

御杖村橋梁長寿命化修繕計画
御杖村 御杖村 村道小口谷線 小口橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道菖蒲線 付谷橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道高見線 白口谷橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道タコラ線 松本橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道畑井笹及線 和合橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道東町上村線 馬喰橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道三畝線 上園座橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道峯線 上出橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道西川川合敷津線 雨谷橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道西川川合敷津線 井出谷橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道葛原園座線 宮川橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道高見線 足谷橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道上中野線 上中野橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道上中野線 中野橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道町屋線 隠地橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道東郷線 樋の口橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道東町上村線 近処橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道東町上村線 梅の木橋 橋梁 修繕
御杖村 御杖村 村道敷津小屋線 風呂屋橋 橋梁 修繕
御杖村 点検計画

高取町橋梁長寿命化修繕計画
高取町 高取町 下子島３号線 清水谷１号橋 橋梁 修繕
高取町 高取町 車木７号線 車木２号橋 橋梁 修繕
高取町 高取町 上土佐３号線 上土佐１号橋 橋梁 修繕
高取町 高取町 丹生谷奥山線 丹生谷５号橋 橋梁 修繕
高取町 点検計画

明日香村橋梁長寿命化修繕計画
明日香村 明日香村 稲渕・川原線 神所橋 橋梁 修繕
明日香村 明日香村 細川・上１号線 無名橋７０ 橋梁 修繕
明日香村 明日香村 小山１６号線 大竜橋 橋梁 修繕
明日香村 明日香村 飛鳥・東山１号線 無名橋５５ 橋梁 修繕
明日香村 点検計画

上牧町橋梁長寿命化修繕計画
上牧町 点検計画

王寺町橋梁長寿命化修繕計画
王寺町 王寺町 町道王寺２号線 久度大橋 橋梁 修繕
王寺町 点検計画

広陵町橋梁長寿命化修繕計画
広陵町 広陵町 沢３号線 しん橋 橋梁 修繕
広陵町 広陵町 笠ハリサキ線 無名橋0137 橋梁 修繕
広陵町 広陵町 古寺１５号線 イノモト橋 橋梁 修繕
広陵町 広陵町 大野１０号線 枯木橋側道橋 橋梁 修繕
広陵町 広陵町 大野１０号線 草壁下橋側道橋 橋梁 修繕
広陵町 広陵町 南郷３２号線 嶋ノ前橋 橋梁 修繕
広陵町 広陵町 平尾１４号線 道ケ坪橋 橋梁 修繕

広陵町道路附属物等長寿命化修繕計画
広陵町 広陵町 大和郡山・広陵線 百済歩道橋 道路附属物等 修繕
広陵町 広陵町 中和幹線 みささぎ台歩道橋 道路附属物等 修繕

河合町橋梁長寿命化修繕計画
河合町 河合町 町道５－２８号線 城古２８号線１号橋 橋梁 修繕
河合町 河合町 町道７－４２号線 平山橋 橋梁 修繕
河合町 河合町 町道７－７３号線 高薮橋 橋梁 修繕
河合町 点検計画

吉野町橋梁長寿命化修繕計画
吉野町 吉野町 町道上市39号線 上市39号橋 橋梁 修繕
吉野町 吉野町 町道中荘22号線 中荘22号橋 橋梁 修繕
吉野町 点検計画

大淀町橋梁長寿命化修繕計画
大淀町 大淀町 中部１６８号線 無名橋９１ 橋梁 修繕
大淀町 大淀町 中部２６号線 鷲本橋 橋梁 修繕
大淀町 大淀町 中部７号線 無名橋３４ 橋梁 修繕



令和４年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成
奈良県

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

大淀町 点検計画
下市町橋梁長寿命化修繕計画

下市町 下市町 町道丹生・風呂谷線 無名３号橋 橋梁 修繕
下市町 下市町 町道丹生・風呂谷線 無名５号橋 橋梁 修繕
下市町 下市町 町道陰地・丹生橋線 陰地橋 橋梁 修繕
下市町 下市町 町道陰地・下垣内線 無名１号橋 橋梁 修繕
下市町 下市町 町道広橋峠・清水線 中村橋 橋梁 修繕
下市町 点検計画

黒滝村橋梁長寿命化修繕計画
黒滝村 黒滝村 村道脇川槙尾線 愛染口橋 橋梁 修繕
黒滝村 点検計画

黒滝村トンネル長寿命化修繕計画
黒滝村 黒滝村 村道笠木勢井線 笠木トンネル トンネル 修繕

天川村橋梁長寿命化修繕計画
天川村 天川村 柿野橋線 柿野橋 橋梁 修繕
天川村 天川村 寺山線 無名橋 橋梁 修繕
天川村 天川村 洞川スキー場線 弥助橋 橋梁 修繕
天川村 天川村 和田天和線 無名橋２ 橋梁 修繕

野迫川村橋梁長寿命化修繕計画
野迫川村 野迫川村 村道上垣内水ヶ峰線 コイト谷２号橋 橋梁 修繕
野迫川村 点検計画

十津川村橋梁長寿命化修繕計画
十津川村 十津川村 村道河之平山手谷線 込之上橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道笠捨瀞線 笠捨瀞線１号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道笠捨瀞線 笠捨瀞線２号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道笠捨瀞線 笠捨瀞線３号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道笠捨瀞線 笠捨瀞線５号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道笠捨瀞線 大渡橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道折立山手谷線 折立山手谷線３号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道大野線 小谷橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道谷瀬線 谷瀬大橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道栂之本線 栂之本線１号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道二津野線 二津野線１号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道平谷竹筒線 平谷竹筒線２号橋 橋梁 修繕
十津川村 十津川村 村道平谷竹筒線 平谷竹筒線６号橋 橋梁 修繕
十津川村 点検計画

下北山村橋梁長寿命化修繕計画
下北山村 下北山村 村道マイダマ線 高橋 橋梁 修繕
下北山村 下北山村 村道上桑原３号線 橋戸橋 橋梁 修繕
下北山村 点検計画

下北山村トンネル長寿命化修繕計画
下北山村 下北山村 村道前鬼釈迦線 前鬼3号トンネル トンネル 修繕

上北山村橋梁長寿命化修繕計画
上北山村 上北山村 村道白川13号線 宮ノ平橋 橋梁 修繕
上北山村 点検計画

川上村橋梁長寿命化修繕計画
川上村 川上村 村道井光線 井光4号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道井光線 井光5号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道井光線 井光6号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道伯母谷3号線 伯母谷３号線２号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道西河大滝線 宮前橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道大迫ダム線 大迫ダム1号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道大迫ダム線 大迫ダム2号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道伯母谷3号線 伯母谷３号線３号橋 橋梁 修繕
川上村 川上村 村道伯母谷3号線 伯母谷３号線９号橋 橋梁 修繕
川上村 点検計画

東吉野村橋梁長寿命化修繕計画
東吉野村 点検計画



令和４年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

所　　　管：国土交通省 ※市町村名は令和４年３月１日現在で作成

都道府県名：奈良県 単位：百万円

地域の共存と交流による活力あるふるさとづくり計画 十津川村 13

森林と共生した豊かな村づくり計画 上北山村 8

都市にはない豊かな暮らしづくり計画 川上村 5

　小　計 25

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。
※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがあります。

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考



奈 良 県

水管理・国土保全局



令和４年度当初予算　河川事業（直轄・奈良県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

紀の川 紀の川 一般河川改修事業 1,934　
≪奈良県

ならけん

≫五條市
ごじょうし

≪和歌山県
わかやまけん

≫紀
き

の川
かわ

市
し

大和川 大和川 流域治水整備事業 2,313　 安堵町
あんどちょう

、川西町
かわにしちょう

、王寺町
おうじちょう

大和川 大和川 河川工作物関連応急対策事業 15　

大和川 総合水系環境整備事業 151　

≪大阪府
お お さ か ふ

≫大阪市
お お さ か し

、堺市
さかいし

、八尾市
や お し

、松原市
ま つ ば ら し

、柏原市
か し わ ら し

、

　　　　        藤井寺市
ふ じ い で ら し

≪奈良県
な ら け ん

≫奈良市
な ら し

、大和郡山市
や ま と こ お り や ま し

、川西町
かわにしちょう

、三宅町
みやけちょう

、

                 三郷町
さんごうちょう

、斑鳩町
いかるがちょう

、安堵町
あんどちょう

、王寺町
おうじち ょう

、河合町
かわいちょう

、

                 広陵
こうりょう

町
ちょう

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和４年度当初予算　河川事業（補助・奈良県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

大和川 小金打川 大規模特定河川事業 60　 大和高田市
や ま と た か だ し

淀川 町並川 大規模特定河川事業 94　 宇陀市
う だ し

大和川 大和川流域 特定都市河川浸水被害対策推進事業 2,290　

奈良市
な ら し

、大和高田市
や ま と た か だ し

、大和郡山市
やまとこおりやまし

、天理市
て ん り し

、橿原市
かしはらし

、

桜井市
さ く ら い し

、御所市
ご せ し

、生駒市
い こ ま し

、香芝市
か し ば し

、三郷町
さんごうちょう

、斑鳩町
いかるがちょう

、

三宅町
みやけちょう

、田原本町
たわらもとちょう

、王寺町
おうじちょう

、広陵町
こうりょうちょう

、河合町
かわいちょう

、明日香村
あ す か む ら



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・奈良県）

（単位：百万円）

事業種別 市町村名 事業費 備　　　　　考

ダムメンテナンス事業 天理市 49 個別施設については、別紙参照

※事業費は利水者負担金を除いたものである。



令和４年度当初予算　ダムメンテナンス事業（補助・奈良県）

別　　　紙

実施主体 市町村名 水系名 河川名 ダム名

天理市 大和川 布留川 天理ダム

天理市 大和川 楢川、高瀬川 白川ダム
奈良県



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きづがわ なばりがわ うだがわ さんぼんまつさぼうえんてい うだし むろうさんぼんまつ

紀伊山系砂防 砂防 木津川 名張川 宇陀川 三本松砂防堰堤 宇陀市 室生三本松 砂防堰堤工 195
きづがわ なばりがわ うだがわ おおのさぼうえんてい うだし むろうおおの

木津川 名張川 宇陀川 大野砂防堰堤 宇陀市 室生大野 砂防堰堤工 20

合計 2 箇所 215

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（奈良県　１／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

きいさんけい くまのがわ かわらびがわ かわらびがわとこがためこうぐん ごじょうし おおとうちょうしみず

紀伊山系砂防 砂防 紀伊山系 熊野川 川原樋川 川原樋川床固工群 五條市 大塔町清水 床固工 505
きいさんけい くまのがわ ながとのだに ながとのだにさぼうえんていぐん よしのぐん とつかわむら ながとの

紀伊山系 熊野川 長殿谷 長殿谷砂防堰堤群 吉野郡 十津川村 長殿 砂防堰堤工 461
きいさんけい くまのがわ くりだいらがわ くりだいらがわさぼうえんていぐん よしのぐん とつかわむら ないばら

紀伊山系 熊野川 栗平川 栗平川砂防堰堤群 吉野郡 十津川村 内原 砂防堰堤工 804
きいさんけい くまのがわ きたまたがわ きたまたがわけいりゅうほぜんこう よしのぐん のせがわむら きたまた

紀伊山系 熊野川 北股川 北股川渓流保全工 吉野郡 野迫川村 北股 渓流保全工 570
きいさんけい くまのがわ ひやみずさんぷくこう よしのぐん てんかわむら つぼのうち

紀伊山系 熊野川 冷水山腹工 吉野郡 天川村 坪内 山腹工 1,041
きいさんけい くまのがわ かんのがわ かんのがわさぼうえんていぐん よしのぐん とつかわむら ずぎせ

紀伊山系 熊野川 神納川 神納川砂防堰堤群 吉野郡 十津川村 杉清 砂防堰堤工 136

合計 6 箇所 3,517

令和４年度　直轄砂防事業箇所別調書（奈良県　２／２）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 やまとがわ もんじゅがわ いこまし おぐらじちょう さぼうえんていこう

砂防等事業 大和川 文珠川 生駒市 小倉寺町 砂防堰堤工 45

やまとがわ かんだがわ いこまし はぎわらちょう けいりゅうほぜんこう

大和川 神田川 生駒市 萩原町 渓流保全工 5

やまとがわ やなぎだがわ ごせし ならはら さぼうえんていこう

大和川 柳田川 御所市 楢原 砂防堰堤工 57
やまとがわ いしがたに さくらいし あかお さぼうえんていこう

大和川 石ヶ谷 桜井市 赤尾 砂防堰堤工 12

やまとがわ ろくやおんさわ ならし ろくやおんちょう さぼうえんていこう

大和川 鹿野園沢 奈良市 鹿野園町 砂防堰堤工 88

しんぐうがわ かじやたに ごじょうし おおとうちょうつじどう けいりゅうほぜんこう

新宮川 鍛冶屋谷 五條市 大塔町辻堂 渓流保全工 98

しんぐうがわ いずみたにがわ よしのぐん かみきたやまむら にしはら さぼうえんていこう

新宮川 泉谷川 吉野郡 上北山村 西原 砂防堰堤工 20

しんぐうがわ いけごうがわ よしのぐん しもきたやまむら かみいけはら さぼうえんていこう

新宮川 池郷川 吉野郡 下北山村 上池原 砂防堰堤工 19

８箇所 344合計

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（奈良県　1/4）

所在地事業区分 水系名 渓流名



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

大規模特定 つぼのうち よしのぐん てんかわむら つぼのうち あんかーこう

砂防等事業 坪内 吉野郡 天川村 坪内 アンカー工 662

小計 1箇所 662

事業間連携 おりたち よしのぐん とつかわむら おりたち あんかーこう

砂防等事業 折立 吉野郡 十津川村 折立 アンカー工 16

小計 1箇所 16

２箇所 678

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（奈良県　2/4）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防メンテナンス ひうらだに　ほか よしのぐん　ほか しもきたやまむら　ほか いけみね　ほか ろうきゅうかたいさく

事業 日浦谷　外 吉野郡　外 下北山村　外 池峰　外 老朽化対策 311

１箇所 311
※急傾斜の事業費は補助基本額である

令和４年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（奈良県　3/4）

事業区分 水系名
渓流名
箇所名

所在地

合計



※計画策定のみの箇所は記載していない

施設名 構造物種別 事業種別

かつらぎし やまぐちさわ やまぐちさわさぼうえんてい

奈良県 葛城市 山口沢 山口沢砂防堰堤 砂防堰堤工　 改築
しもきたやまむら ひうらだに ひうらだにさぼうえんてい

下北山村 日浦谷 日浦谷砂防堰堤 砂防堰堤工　 改築
てんかわむら つづらおだに　ほか ごずたにさぼうえんてい　とう

天川村 九尾谷　外 牛頭谷砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
ごじょうし にしたに にしたにさぼうえんてい

五條市 西谷 西谷砂防堰堤 砂防堰堤工 改築
のせがわむら いけづかわ　ほか いけづかわさぼうえんてい　とう

野迫川村 池津川　外 池津川砂防堰堤　等 砂防堰堤工　等 改築　等
とつかわむら いまにしがわ いまにしがわさぼうえんてい

十津川村 今西川 今西川砂防堰堤 砂防堰堤工 改築

令和４年度　当初予算　砂防メンテナンス事業箇所表（奈良県　4/4）

事業主体名 市町村名
渓流名
箇所名



奈　良　県

都市局



※市町村名は令和4年3月31日現在である。
種　　　別：　国営公園等
所　　　管：　国土交通省
都道府県名：　奈良県

（単位：百万円）

整備 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 奈良市、高市郡明日香村 1,800

維持管理 国営飛鳥・平城宮跡歴史公園 奈良市、高市郡明日香村 681

令和４年度　予算箇所表

工種 公園名 市町村名 事業費 備考



令和４年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 奈良県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

21,600

桜井市 桜井市 継続 粟殿周辺地区 1/2 10,800

425,000

大和郡山市 大和郡山市 継続 近鉄郡山駅周辺地区 1/2 212,500

446,600

合計 223,300

内示額について、下段を国費とする。



街路交通調査費補助（連続立体交差事業調査）

　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助 （単位：千円）

都道府県名 都　市　名 調査 新 箇　　所　　名 補助率 備　考

指定都市名 主体 継 事業費 国　費

内　　示　　額

奈良県 奈良県 県 新
近畿日本鉄道奈良線・京都線
（大和西大寺駅周辺～近鉄奈良駅間）

1/3 69,000 23,000 本省配分

計 69,000 23,000



街路交通調査費補助（都市・地域総合交通戦略策定調査）

　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助 （単位：千円）

都道府県名 都　市　名 調査 新 箇　　所　　名 補助率 備　考

指定都市名 主体 継 事業費 国　費

内　　示　　額

奈良県 御所市 市 新 御所市市街地 1/3 7,800 2,600 本省配分

計 7,800 2,600



令和4年度　
　街路交通調査費補助（土地区画整理事業調査） 奈良県
　（項）地域連携道路事業費　（目）道路調査費補助　（目細）街路交通調査費補助

（単位：千円）
調査 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

1,500

生駒市 市 継続 学研高山地区第２工区地区 1/3 500

1,500

合計 500

下段は国費である。



令和４年度

街路交通調査 奈良県
（単位：千円）

（ 7,500 ）
2,500

（ 3,000 ）
1,000

（ 5,100 ）
1,700

（ 15,900 ）
5,300

計 （ 31,500 ）
10,500

備考 １：上段（　）書は事業費
　　 ２：補助金名は街路交通調査費補助
　　 ３：国の歳出予算の(項)は地域連携道路事業費､(目)は道路調査費補助､(目の細分)は街路交通調査費補助

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

大和高田市管
内

大和高
田市

新 1/3
大和高田市都市計画
道路見直し検討業務

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

近畿圏 県 継 1/3
近畿圏総合都市交通
体系調査

国庫補助額 摘要

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

奈良市他管内 奈良市 新 1/3
奈良市都市計画道路
網見直し業務

整理
番号

事業名 都市名
事業
主体

継/新 補助率

街路交通調査費補助(総
合都市交通体系調査)

五條市管内 五條市 新 1/3
五條市総合都市交通
体系調査



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:奈良県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 奈良市 八条踏切道 奈良県 1,748

踏切道改良計画事業 大和郡山市 九条第9号踏切道 奈良県 268



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名:奈良県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 奈良県 奈良県無電柱化推進計画事業 1,155

(国)168号(王寺工区)〔王寺町〕、(国)168号(香芝王寺
工区)〔香芝市～王寺町〕、(国)308号(四条大路工区)
〔奈良市〕、(一)三輪山線(三輪工区)〔桜井市〕、(都)畝
傍駅前通り線〔橿原市〕、(都)奈良橿原線〔奈良市〕、
(都)城廻り線(北郡山)〔大和郡山市〕、(都)大安寺柏木
線(佐保川～柏木)〔奈良市〕

無電柱化推進計画事業 奈良市 奈良市無電柱化推進計画事業 220 (都)奥柳登美ヶ丘線、(都)六条奈良阪線(東西)



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:奈良県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

交通安全対策（通学路緊急対策） 奈良県 奈良県通学路緊急対策推進計画 92 平群小学校、三郷小学校、上牧小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 奈良市 奈良県奈良市通学路緊急対策推進計画 18

あやめ池小学校、右京小学校、月ヶ瀬小学校、佐保
川小学校、佐保台小学校、左京小学校、済美小学
校、済美南小学校、三碓小学校、西大寺北小学校、
青和小学校、帯解小学校、大宮小学校、椿井小学
校、鶴舞小学校、東市小学校、東登美ヶ丘小学校、
富雄南小学校、富雄北小学校、伏見小学校、伏見南
小学校、平城小学校、明治小学校、六条小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 橿原市 奈良県橿原市通学路緊急対策推進計画 3

鴨公小学校、金橋小学校、香久山小学校、今井小学
校、耳成小学校、耳成西小学校、耳成南小学校、新
沢小学校、真菅小学校、真菅北小学校、畝傍南小学
校、白橿南小学校、白橿北小学校、晩成小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 桜井市 奈良県桜井市通学路緊急対策推進計画 2 安倍小学校、桜井南小学校、城島小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 五條市 奈良県五條市通学路緊急対策推進計画 13
五條小学校、五條東小学校、五條南小学校、北宇智
小学校、牧野小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 香芝市 奈良県香芝市通学路緊急対策推進計画 5
下田小学校、鎌田小学校、五位堂小学校、三和小学
校、志都美小学校、真美ヶ丘東小学校、二上小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 宇陀市 奈良県宇陀市通学路緊急対策推進計画 3
室生小学校、榛原小学校、大宇陀小学校、菟田野小
学校



令和４年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

所　　管：国土交通省

都道府県名:奈良県 (単位: 百万円) 

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

交通安全対策（通学路緊急対策） 平群町 奈良県平群町通学路緊急対策推進計画 14 平群北小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 田原本町 奈良県田原本町通学路緊急対策推進計画 21 田原本小学校、田原本南小学校、平野小学校

交通安全対策（通学路緊急対策） 広陵町 奈良県広陵町通学路緊急対策推進計画 18 広陵西小学校、広陵東小学校



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:奈良県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

一般国道168号　吉新工区 平群町 奈良県

（一）王寺三郷斑鳩線　立野南工区 三郷町 奈良県

（一）中筋出作川合線　上牧工区 上牧町 奈良県

（市）西部第1084号線他 奈良市 奈良市

（市）西部第308号線 奈良市 奈良市

（市）西部第387号線 奈良市 奈良市

（市）西部第396号線他 奈良市 奈良市

（市）西部第398号線他 奈良市 奈良市

（市）西部第412号線他 奈良市 奈良市

（市）西部第544号線他 奈良市 奈良市

（市）西部第561号線他 奈良市 奈良市

（市）西部第682号線　五條西工区1 奈良市 奈良市

（市）西部第682号線　五條西工区2 奈良市 奈良市

（市）西部第934号線 奈良市 奈良市

（市）中町線 奈良市 奈良市

（市）中部第103号線 奈良市 奈良市

（市）中部第1068号線 奈良市 奈良市

（市）中部第1070号線 奈良市 奈良市

（市）中部第1190号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第1199号線他　左京工区1 奈良市 奈良市

（市）中部第1199号線他　左京工区2 奈良市 奈良市

（市）中部第1216号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第124号線 奈良市 奈良市

（市）中部第14号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第1668号線 奈良市 奈良市

（市）中部第1号線 奈良市 奈良市

（市）中部第352号線 奈良市 奈良市

（市）中部第373号線 奈良市 奈良市

（市）中部第3号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第52号線 奈良市 奈良市

（市）中部第572号線 奈良市 奈良市

（市）中部第637号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第643号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第648号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第689号線 奈良市 奈良市

（市）中部第733号線 奈良市 奈良市

（市）中部第776号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第866号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第91号線 奈良市 奈良市

（市）中部第921号線 奈良市 奈良市

（市）中部第923号線他 奈良市 奈良市

（市）中部第930号線 奈良市 奈良市

（市）南部第273号線 奈良市 奈良市

（市）南部第278号線他 奈良市 奈良市

（市）南部第299号線他 奈良市 奈良市

（市）南部第436号線他 奈良市 奈良市

（市）南部第444号線 奈良市 奈良市

（市）南部第520号線 奈良市 奈良市

（市）二名学園前線 奈良市 奈良市

（市）尾山アシダニ線 奈良市 奈良市

（市）北ノ庄八島線 奈良市 奈良市

（市）北部第283号線 奈良市 奈良市

（市）北部第287号線 奈良市 奈良市

奈良県奈良市通学路緊急対策推進計画

奈良県通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:奈良県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）北部第337号線他　南京終町工区1 奈良市 奈良市

（市）北部第337号線他　南京終町工区2 奈良市 奈良市

（市）北部第378号線 奈良市 奈良市

（市）北部第379号線 奈良市 奈良市

（市）北部第494号線 奈良市 奈良市

（市）北部第618号線 奈良市 奈良市

（市）0102畝傍駅前通り線 橿原市 橿原市

（市）0114小房東池尻線、（市）0226膳夫出屋敷線 橿原市 橿原市

（市）0116今井繩手2号線、（市）1364四条町･小綱町2号線 橿原市 橿原市

（市）3719東坊城町50号線　雲梯町1 橿原市 橿原市

（市）3719東坊城町50号線　雲梯町2 橿原市 橿原市

（市）3719東坊城町50号線　東坊城町 橿原市 橿原市

（市）4072下八釣町２号線、（市）0113国道165号小山線 橿原市 橿原市

（市）0206国道24号西新堂線 橿原市 橿原市

（市）0216国道24号東竹田線 橿原市 橿原市

（市）0217国道24号市民グランド線、（市）3589雲梯町25号線 橿原市 橿原市

（市）1066中曽司町12号線 橿原市 橿原市

（市）1107土橋町３号線 橿原市 橿原市

（市）1185上品寺町2号線 橿原市 橿原市

（市）1229曲川町3号線 橿原市 橿原市

（市）1299曽我町34号線 橿原市 橿原市

（市）1307曽我町・五井町線、（市）1296曽我町31号線 橿原市 橿原市

（市）1316北妙法寺町・（市）地黄町1号線 橿原市 橿原市

（市）1322地黄町1号線 橿原市 橿原市

（市）1335小綱町･内膳町線 橿原市 橿原市

（市）1352五井町1号線 橿原市 橿原市

（市）1360五井町・今井町線 橿原市 橿原市

（市）1361小綱町･今井町1号線、（市）1360五井町･今井町線 橿原市 橿原市

（市）1411曽我町かとう団地4号線、（市）1408曽我町かとう団地1号線 橿原市 橿原市

（市）1415曽我町･かとう団地8号線～1309曽我町･北妙法寺町線、国道24号線橿原ﾊﾞｲﾊﾟｽ 橿原市 橿原市

（市）1481曲川町44号線、（市）1231曲川町5号線 橿原市 橿原市

（市）2005十市町・太田市町線 橿原市 橿原市

（市）2050中町･太田市町線 橿原市 橿原市

（市）2120常盤町・山之坊町線、（市）2119葛本町・常盤町線 橿原市 橿原市

（市）2124佐伯団地2号線、（市）2198佐伯団地１号線 橿原市 橿原市

（市）2147新賀町･八木町線、（市）4008八木町･小房町線 橿原市 橿原市

（市）2198佐伯団地1号線 橿原市 橿原市

（市）2250醍醐町2号線 橿原市 橿原市

（市）2259出合町７号線 橿原市 橿原市

（市）3001曲川町・一町線 橿原市 橿原市

（市）3002曲川町線、（市）3028雲梯町8号線 橿原市 橿原市

（市）3132東坊城町10号線、（市）3001曲川町・一町線 橿原市 橿原市

（市）3162東坊城町32号線 橿原市 橿原市

（市）3184古川町1号線、（市）3553東坊城町39号線 橿原市 橿原市

（市）3277川西町5号線 橿原市 橿原市

（市）3338鳥屋町1号線 橿原市 橿原市

（市）3394白橿町47号線、（市）3425白橿町78号線 橿原市 橿原市

（市）3524久米町・見瀬町1号線 橿原市 橿原市

（市）4008八木町･小房町線、（市）4012南八木町･醍醐町2号線 橿原市 橿原市

（市）戒重地内２号線 桜井市 桜井市

（市）外山下田区画１号線 桜井市 桜井市

（市）平和町梨本町線 桜井市 桜井市

奈良県五條市通学路緊急対策推進計画 （市）丹原火打線　五條南小学校１工区 五條市 五條市

奈良県橿原市通学路緊急対策推進計画

奈良県桜井市通学路緊急対策推進計画

奈良県奈良市通学路緊急対策推進計画



令和４年度　当初予算　箇所表 参 考

※市町村名は、令和４年３月１日現在で作成 

都道府県名:奈良県

整備計画名 要素事業名 市町村名 事業主体

（市）五條中之線・下之２号線　五條小学校４工区 五條市 五條市

（市）中之今井線　五條東小学校１工区 五條市 五條市

（市）中之今井線　五條東小学校２工区 五條市 五條市

（市）北部幹線　牧野小学校２工区 五條市 五條市

（市）霊安寺良峯線　五條南小学校６工区 五條市 五條市

（市）下之２号線　五條小学校５工区 五條市 五條市

（市）京奈和側道線　北宇智小学校１工区 五條市 五條市

（市）近内３号線　北宇智小学校２工区 五條市 五條市

（市）五條４号線　五條小学校２工区 五條市 五條市

（市）今井１０号線　五條東小学校３工区 五條市 五條市

（市）新町１号線　五條小学校７工区 五條市 五條市

（市）田園３丁目６号線　牧野小学校３工区 五條市 五條市

（市）本町２３号線　五條小学校３工区 五條市 五條市

（市）野原滝線　五條南小学校５工区 五條市 五條市

（市）霊安寺９号線　五條南小学校８工区 五條市 五條市

（市）4-41号線、（市）4-202号線 香芝市 香芝市

（市）7-51号線、（市）7-164号線 香芝市 香芝市

（市）市道11-28号線、（市）11-55号線 香芝市 香芝市

（市）市道11-57号線、（市）11-56号線、（市）11-28号線、（市）11-4号線 香芝市 香芝市

（市）市道9-76号線、（市）9-89号線、（市）9-111号線 香芝市 香芝市

（市）10-20号線 香芝市 香芝市

（市）10-4号線、（市）10-146号線、（市）11-2号線、 香芝市 香芝市

（市）4-121号線 香芝市 香芝市

（市）4-42号線 香芝市 香芝市

（市）6-7号線 香芝市 香芝市

（市）7-82号線、（市）7-126号線、（市）7-131号線 香芝市 香芝市

（市）市道8-229号線、（市）8-290号線 香芝市 香芝市

（市）上萩原玉立線　榛原小学校区 宇陀市 宇陀市

（市）大宇陀市街地3・7号線　大宇陀小学校区 宇陀市 宇陀市

（市）菟田野70号線、（市）菟田野41号線　菟田野小学校区 宇陀市 宇陀市

（市）菟田野711号線　菟田野小学校区 宇陀市 宇陀市

（市）菟田野84号線　菟田野小学校区 宇陀市 宇陀市

（市）東町西峠線　榛原小学校区 宇陀市 宇陀市

（市）問屋坂線　室生小学校区 宇陀市 宇陀市

奈良県平群町通学路緊急対策推進計画 （町）中央北循環路線　平群北小学校2 平群町 平群町

（町）阪手東井上線　磯城郡田原本町阪手1 田原本町 田原本町

（町）阪手東井上線　磯城郡田原本町阪手2 田原本町 田原本町

（町）阪手東井上線　磯城郡田原本町阪手3 田原本町 田原本町

（町）阪手東井上線　磯城郡田原本町阪手4 田原本町 田原本町

（町）阪手東井上線　磯城郡田原本町阪手5 田原本町 田原本町

（町）平野９号線　磯城郡田原本町平野1 田原本町 田原本町

（町）平野９号線　磯城郡田原本町平野2 田原本町 田原本町

（町）平野９号線　磯城郡田原本町平野3 田原本町 田原本町

（町）幸町王寺線　磯城郡田原本町幸町 田原本町 田原本町

（町）阪手１４号線　磯城郡田原本町阪手 田原本町 田原本町

（町）三笠６号線　磯城郡田原本町三笠1 田原本町 田原本町

（町）三笠６号線　磯城郡田原本町三笠2 田原本町 田原本町

（町）田原橋　磯城郡田原本町根太口(田原橋東詰)1 田原本町 田原本町

（町）田原橋　磯城郡田原本町根太口(田原橋東詰)2 田原本町 田原本町

（町）南千代２号線　磯城郡田原本町千代1 田原本町 田原本町

（町）南千代２号線　磯城郡田原本町千代2 田原本町 田原本町

（町）南２２号線　南郷工区 広陵町 広陵町

（町）柳板大谷線　疋相工区 広陵町 広陵町

奈良県五條市通学路緊急対策推進計画

奈良県香芝市通学路緊急対策推進計画

奈良県宇陀市通学路緊急対策推進計画

奈良県田原本町通学路緊急対策推進計画

奈良県広陵町通学路緊急対策推進計画



奈 良 県

住 宅 局



地域居住機能再生推進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 奈良県
地区名 事業名 事業費 備考

近鉄大福駅周辺地区 地域居住機能再生推進事業 229,004
229,004合計



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 奈良県
地区名 事業名 事業費 備考

奈良市 空き家対策総合支援事業 15,348
桜井市 空き家対策総合支援事業 3,374
五條市 空き家対策総合支援事業 6,094
御所市 空き家対策総合支援事業 41,488
香芝市 空き家対策総合支援事業 2,000
山添村 空き家対策総合支援事業 21,000
曽爾村  空き家対策総合支援事業 55,900
御杖村 空き家対策総合支援事業 4,000
野迫川村 空き家対策総合支援事業 2,500
十津川村 空き家対策総合支援事業 16,500
上北山村 空き家対策総合支援事業 19,524
東吉野村 空き家対策総合支援事業 65,592

253,320合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 奈良県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 23,459
23,459合計



スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業　実施計画（令和４年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 奈良県
地区名 事業名 事業費 備考

田原本駅南地区 スマートウェルネス住宅等推進（地域生活拠点型再開発）事業 263,328
263,328合計
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令和４年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

240,000 

 

 

135,000 

93,000 

12,000 

 

240,000 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 69,336 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

29,958 

 

29,958 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良、耐震補強） 

名古屋市（大規模改良、耐震補強） 

京都市（大規模改良、浸水対策） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（新線建設（七隈線延伸）） 

東京地下鉄㈱（新線建設（有楽町線、南北線延伸）、大規模改良） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（新線建設（なにわ筋線）） 

 

計 

2,948 

203 

711 

262 

1,722 

4,469 

4,171 

1,282 

1,984 

 

17,752 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

（西日本旅客鉄道㈱） 

高松琴平電気鉄道㈱ 

南阿蘇鉄道㈱ 

 

計 

120 

 

30 

360 

 

510 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 (相模鉄道㈱(海老名駅)) 

東日本旅客鉄道㈱(紫波中央駅、大館駅、取手駅、我孫子駅、巌根 

駅、村井駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、下祗園駅、厚狭駅)

小田急電鉄㈱(中央林間駅) 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(印場駅) 

山陽電気鉄道㈱(夢前川駅) 

三陸鉄道㈱(宮古駅) 

あいの風とやま鉄道㈱(呉羽駅) 

 

計 

 

591 

 

1,343 

 

806 

2,086 

50 

246 

31 

12 

504 

379 

 

6,048 
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鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線、予土線） 

九州旅客鉄道㈱（筑肥線、日豊線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

58 

223 

50 

1,140 

 

1,471 

鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

富山地方鉄道㈱（本線、上滝線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

 

【耐震対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線） 

京王電鉄㈱（相模原線） 

小田急電鉄㈱（小田原線） 

東急電鉄㈱（東横線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

相模鉄道㈱（いずみ野線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、難波線） 

阪急電鉄㈱（宝塚線、神戸線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

四国旅客鉄道（予讃線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

仙台市（南北線） 

近畿日本鉄道㈱（名古屋線） 

阪急電鉄㈱（神戸線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

埼玉高速鉄道㈱（埼玉高速鉄道線） 

 

【踏切保安設備整備】 

秋田内陸縦貫鉄道㈱（秋田内陸線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

西武鉄道㈱（池袋線、新宿線、多摩湖線） 

東急電鉄㈱（東急多摩川線、池上線、東横線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線、名古屋線） 

神戸電鉄㈱（粟生線、三田線） 

京阪電気鉄道㈱（石山坂本線、京津線） 

南海電気鉄道㈱（加太線） 

阪神電気鉄道㈱（本線） 

水間鉄道㈱（水間線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、高徳線、徳島線） 

 

 

 

 

747 

270 

201 

81 

195 

 

3,042 

15 

390 

255 

105 

126 

66 

656 

442 

120 

27 

300 

540 

 

501 

99 

180 

87 

84 

51 

 

6 

6 

 

539 

46 

20 

27 

18 

76 

175 

57 

37 

2 

10 

13 

10 

34 

10 

4 
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【地域鉄道安全対策】 

道南いさりび鉄道㈱ 

青森県 

弘南鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

八戸臨海鉄道㈱ 

IGRいわて銀河鉄道㈱ 

三陸鉄道㈱ 

仙台空港鉄道㈱ 

山形鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

福島交通㈱ 

関東鉄道㈱ 

ひたちなか海浜鉄道㈱ 

鹿島臨海鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

秩父鉄道㈱ 

小湊鐡道㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

箱根登山鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

神奈川臨海鉄道㈱ 

湘南モノレール㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

北越急行㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

あいの風とやま鉄道㈱ 

福井鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上田電鉄㈱ 

長良川鉄道㈱ 

養老線管理機構 

明知鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

伊豆急行㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

衣浦臨海鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

和歌山電鐵㈱ 

北条鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

智頭急行㈱ 

若桜町・八頭町 

井原鉄道㈱ 

水島臨海鉄道㈱ 

岡山電気軌道㈱ 

広島電鉄㈱ 

広島高速交通㈱ 

 

7,773 

7 

89 

30 

11 

14 

665 

396 

8 

26 

208 

17 

81 

268 

128 

13 

53 

316 

130 

30 

85 

92 

42 

20 

59 

269 

142 

340 

351 

183 

189 

120 

180 

137 

54 

43 

74 

15 

125 

50 

377 

16 

300 

351 

153 

124 

24 

50 

7 

52 

75 

91 

10 

38 

191 

38 
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錦川鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

肥薩おれんじ鉄道㈱ 

平成筑豊鉄道㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

北九州高速鉄道㈱ 

くま川鉄道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

南海電気鉄道㈱(中百舌鳥駅) 

名古屋臨海高速鉄道㈱（荒子駅、小本駅、南荒子駅） 

  

計 

51 

164 

109 

268 

86 

90 

44 

3 

 

990 

390 

600 

 

 13,598 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（奈良県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

良好な水環境の創造に貢献する
流域下水道事業の推進

奈良県 3,402 

重点「道の駅」等の機能強化
（重点）

奈良県 247,775 

京奈和自転車道とビワイチを基
軸とした歴史・文化を体感する
自転車周遊による広域観光活性
化計画（重点③)

奈良県 91,800 

第3期奈良県地域住宅等整備計画

奈良県,十津川村,川上村,奈良市,大和高田
市,大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條
市,御所市,生駒市,香芝市,葛城市,宇陀市,
平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,川西町,三宅
町,田原本町,曽爾村,御杖村,高取町,上牧
町,王寺町,広陵町,吉野町,大淀町,下市町,
黒滝村,天川村,野迫川村,下北山村,上北山
村,河合町

568,247 

観光振興と地域の魅力創造（非
重点）

奈良県,奈良市,大和郡山市,天理市,橿原市,
御所市,生駒市,葛城市,宇陀市,斑鳩町,田原
本町,高取町,明日香村,広陵町,桜井市,平群
町,三郷町,王寺町,河合町,大和高田市,川西
町,三宅町

873,663 

高速道路IC等へのアクセス道路
の整備による地域経済の活性化
（重点）

奈良県,川西町,三宅町,田原本町,広陵町 961,950 

自由で安全に出かけられ、多く
の交流が生まれる、住み続けた

                    いと思えるまちづくり（重点）
奈良県 333 

観光県としての魅力向上とみど
りの保全を目指した都市公園づ
くり（第２次）

奈良県 377,839 

奈良県の健康増進と魅力向上に
資する都市公園づくり

奈良県 35,333 

奈良県古都保存事業計画（第２
次）

奈良県 260,495 

（第2期）安心して快適に暮らす
ことができる市街地の形成

奈良市 14,007 

大和高田市流域関連公共下水道
事業計画（重点計画）

大和高田市 250,000 



（奈良県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

第２次・大和郡山市公共下水道
整備工事

大和郡山市 120,310 

快適な生活を育むまち　かしは
ら　を実現する下水道整備（重
点計画）

橿原市 206,075 

桜井駅南地区における滞在環境
向上に関する社会実験

桜井市 1,500 

良質な都市の水環境の保全（第
三次）（重点計画）

桜井市 50,000 

下水道の普及で五條市を緑と水
のきれいなまちへ（重点計画）

五條市 30,000 

五條市における持続的な下水道
施設の管理

五條市 11,000 

御所市の快適な暮らしを実現す
るための下水道整備の推進（第
三次）（重点計画）

御所市 179,500 

御所市都市公園整備事業 御所市 5,807 

生駒市における良好な水環境の
形成（第三次）（重点計画）

生駒市 80,000 

誰もが輝く多彩なまち　カラフ
ルかしば　を実現する下水道整
備（重点計画）

香芝市 290,000 

自然と調和した快適で便利な暮
らしのための公園整備

香芝市 44,750 

緑と潤いのある生活環境づくり 葛城市 20,000 

三郷町における快適で活力ある
暮らしの実現（第三次）

三郷町 41,000 

斑鳩町における快適で活力ある
暮らしの実現（重点計画）

斑鳩町 195,000 



（奈良県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

安堵町における快適で活力ある
くらしの実現（第三次）

安堵町 5,900 

第四次田原本町における快適で
活力ある暮らしの実現

田原本町 5,000 

高取町の快適な暮らしを実現す
る下水道整備の推進（第三次）
（重点計画）

高取町 40,000 

明日香村における快適で活力あ
る暮らしの実現と下水道施設に
おける事業継続性の確保。(第3
期)

明日香村 7,800 

上牧町における、快適で活力あ
る暮らしを実現する　下水道の
推進（第四次）

上牧町 5,500 

滝川水辺周辺地区都市再生整備
計画

上牧町 30,100 

王寺町における良好な水環境の
形成と快適なくらしの環境づく
りの実現（第３次）

王寺町 3,200 

広陵町における普及促進及び改
築更新（第３次）

広陵町 5,000 

広陵町都市公園整備事業 広陵町 15,000 

吉野町における快適で活力ある
暮らしの実現（重点計画）

吉野町 23,000 

大淀町における快適で活力ある
暮らし・環境の実現（第四次）

大淀町 43,000 

下市町における快適で活力ある
暮らしの実現（第3期）

下市町 7,800 

5,151,086 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和４年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（奈良県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

2 内水被害解消に向けた、総合
的な平成緊急内水対策（防災・
安全）

奈良県,田原本町,斑鳩町,桜井市,川西町,三
宅町,香芝市,御所市,天理市,広陵町,葛城
市,三郷町,河合町,大和郡山市,王寺町,上牧
町,大和高田市

148,000 

持続可能な流域下水道事業の推
進(第2期)(防災・安全)

奈良県 1,308,950 

第3期奈良県防災・安全社会資本
整備計画（防災・安全）

奈良県,奈良市,大和郡山市,天理市,五條市,
宇陀市,三郷町,斑鳩町,曽爾村,高取町,吉野
町,下市町,大和高田市,橿原市,桜井市,御所
市,生駒市,香芝市,葛城市,山添村,平群町,
安堵町,川西町,三宅町,田原本町,御杖村,明
日香村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,大淀
町,黒滝村,天川村,野迫川村,十津川村,下北
山村,上北山村,川上村,東吉野村

203,671 

宅地耐震化推進事業（防災・安
全）

大和郡山市,天理市,橿原市,桜井市,五條市,
御所市,香芝市,葛城市,山添村,平群町,三郷
町,斑鳩町,曽爾村,御杖村,高取町,明日香
村,上牧町,王寺町,広陵町,河合町,吉野町,
大淀町,下市町,野迫川村,十津川村,下北山
村,上北山村,生駒市,天川村,奈良市

18,450 

道路の防災震災対策（非重点）
（防災・安全）

奈良県,五條市,生駒市,宇陀市,山添村,三郷
町,安堵町,曽爾村,御杖村,大淀町,下市町,
黒滝村,野迫川村,十津川村,奈良市,大和高
田市,御所市,葛城市,平群町,広陵町,大和郡
山市,天理市,桜井市,斑鳩町,川西町,三宅
町,田原本町,高取町,明日香村,上牧町,王寺
町,河合町,天川村,下北山村,上北山村,川上
村,東吉野村,吉野町

2,380,866 

通学路等の生活空間における交
通安全対策（重点）（防災・安
全）

奈良県,大和高田市,五條市,奈良市,大和郡
山市,桜井市,宇陀市,斑鳩町,三宅町,上牧
町,王寺町,平群町,河合町,田原本町,葛城
市,御所市,広陵町

357,694 

国土強靱化地域計画に基づく事
業（重点）（防災・安全）

奈良県,御杖村,下北山村,葛城市,田原本町,
広陵町,奈良市

1,453,370 

第２期土砂災害に対する安全・
安心な生活基盤の確保（防災・
安全）(重点)

奈良県 158,771 

第２期土砂災害に対する安全・
安心な生活基盤の確保（防災・
安全）

奈良県 676,500 



（奈良県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

安心して健やかに暮らすための
公園整備（防災・安全）（第２
次）

奈良県,大和高田市,大和郡山市,天理市,生
駒市,吉野町,田原本町,三郷町,河合町

139,987 

1 水災害に備えた総合的な治水
対策（防災・安全）

奈良県,奈良市,大和高田市,大和郡山市,天
理市,橿原市,桜井市,御所市,生駒市,香芝
市,葛城市,平群町,三郷町,斑鳩町,安堵町,
川西町,三宅町,田原本町,高取町,明日香村,
上牧町,王寺町,広陵町,河合町,大淀町,五條
市,宇陀市,吉野町,下市町,黒滝村,川上村,
東吉野村,曽爾村,山添村,御杖村

539,993 

（第２期）奈良市における安
全・安心の公園づくり（防災・
安全）

奈良市 30,000 

（第２期）奈良市における快適
で活力ある暮らしの実現（防
災・安全）

奈良市 158,234 

第三次大和高田市全域の快適な
暮らしを実現する下水道整備の
推進（防災・安全）

大和高田市 12,000 

大和郡山市公共下水道整備工事
（防災・安全）

大和郡山市 139,100 

天理市における市街地の改築更
新、管路施設・ポンプ施設にお
ける事業継続性の確保（防災・
安全）（第三次）

天理市 98,830 

安全・安心で住みつづけたくな
るまち　かしはら

橿原市 28,135 

良質な都市の水環境の保全（防
災・安全）（第三次）

桜井市 5,500 

安全で安心な暮らしをささえる
魅力的な都市公園の整備

五條市 5,000 

御所市公園施設長寿命化対策支
援事業

御所市 15,000 

御所市の快適な暮らしを実現す
るための下水道整備の推進（防
災・安全）

御所市 30,500 

生駒市における良好な水環境の
形成（防災・安全）

生駒市 34,000 



（奈良県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

誰もが輝く多彩なまち　かしば
（防災・安全）

香芝市 261,344 

誰もが輝く多彩なまち　カラフ
ルかしば　を実現する下水道整
備（防災・安全）

香芝市 8,250 

葛城市における市街地の良好な
水環境の形成（防災・安全）
（第３次）

葛城市 5,500 

みんなが安心して集える公園づ
くり

葛城市 2,000 

第三次宇陀川流域における公共
用水域の水質保全に寄与する下
水道整備の推進（防災・安全）

宇陀市 13,000 

宇陀市公園施設長寿命化計画 宇陀市 27,136 

三郷町における快適で活力ある
暮らしの実現（防災・安全）
（第二次）

三郷町 10,000 

川西町における快適で活力のあ
る暮らしの実現（防災・安全）

川西町 79,999 

三宅町における快適で活力のあ
る暮らしを実現するための下水
道整備（防災・安全）

三宅町 3,000 

第二次田原本町における下水道
施設の維持管理計画（防災・安
全）

田原本町 4,000 

上牧町における、快適で活力あ
る暮らしを実現する　下水道の
推進（防災・安全）（第三次）

上牧町 10,000 

王寺町における良好な水環境の
形成と快適なくらしの環境づく
りの実現（防災・安全）

王寺町 8,015 

広陵町における災害に強いまち
づくり（防災・安全）

広陵町 15,000 

8,389,795 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


