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議事次第 

 

１． 開 会 
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(２) 「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況について 
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(４) アンケート調査（素案）について 

(５) そ の 他 

 

４． 閉 会 

 

＜ 配布資料 ＞ 

・ 議事次第、座席表、出席者名簿 

・ 資料－１ 第１回奈良県渋滞対策協議会議事概要 

・ 資料－２ 第１回協議会における主な意見 

・ 資料－３ 第 2 回奈良県渋滞対策協議会協議資料 
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１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況

幹線道路整備（２３箇所）

対策の組み合わせ（２０箇所）

「渋滞が著しい箇所」
（５７箇所）

・国道165号と国道169号との交差
小房交差点（県立医大前）

・国道24号（下三橋町交差点）（イオンモール大和郡山前）
・中和幹線と国道24号ＢＰとの交差（土橋町南交差点）

・京奈和自動車道 大和御所道路
・国道１６８号 香芝王寺道路

ソフト対策（６箇所）

・奈良市内でパーク＆バスライド（春・秋の観光シーズン）

交差点改良（８箇所）

速効対策（５箇所）

ハード対策（３箇所）

○用地買収を伴う対策
・県道高畑山線と県道奈良名張線との交差
（東紀寺町３丁目交差点）

・県道奈良大和郡山斑鳩線と県道大和郡山環状線との交差
（池之内町交差点）

・木津横田線（発志院町交差点）
・大和高田斑鳩線（法隆寺ＩＣ出入口交差点）

４箇所 １箇所

３箇所 ０箇所

６箇所 ０箇所

１８箇所 ５箇所

４箇所
５箇所

（１１箇所）

○用地買収を伴わない対策

１．交通量調査により、
「渋滞が著しい箇所」を
５４箇所抽出

２．県民へのアンケートにより
さらに３箇所抽出

実施済

（一部実施済）実施中
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「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン（平成２２年２月策定）」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況
「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の「渋滞が著しい箇所」の対策状況（参考）

No 路線名 対象区間 対策状況 対策内容 進捗状況

計画
策定
(P)

実施
(D)

効果
検証
(C)

改善
(A)

一部実施済 速効
下三橋町交差点

（国道２４号北行き右折レーンの延伸）
● ● ● ● ・下三橋町交差点北行きは渋滞緩和

幹線 京奈和自動車道 大和北道路の整備 ● ●

2 (国)24号 横田町交差点～唐古交差点 実施中 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（大和区間）の整備
● ●

3 (国)24号 鍵交差点～葛本交差点 実施中 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（大和区間）の整備
● ●

一部実施済 速効
葛本交差点

（中和幹線西行きの右折レーン延伸）
● ● ● ● ・中和幹線は県道に移管(H24.4.1)

速効
葛本交差点

（中和幹線東行きの右折レーン延伸）
●

一部実施済 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（御所区間）の整備
● ● ●

・H24.3.25 京奈和自動車道 大和御所道路(御所区
間）（橿原高田ＩＣ～御所ＩＣ）の開通

幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（大和区間）の整備
● ●

速効
新堂交差点

(国道２４号東行き左折レーンの新設、
右折レーンの移設)

● ● ● ●

・新堂交差点東行きは渋滞緩和
・新堂交差点北行き、南行きは大和御所道路
　の効果検証により検討

6 (国)24号 室交差点周辺 実施中 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（御所区間）の整備
● ●

一部実施済 速効
本陣交差点

（国道24号東行き右折レーン設置）
● ● ● ●

幹線 本陣交差点改良 ・未着手

8 (国)25号 横田町交差点～今国府町交差点 実施中 幹線 大和まほろばスマートＩＣ整備 ● ●
・H24.7.4　　　　名古屋側ON・OFFランプ開通
・H25年度末    大阪側ON・OFFランプ開通予定

9 (国)25号 小泉口交差点～法隆寺東交差点 実施中 幹線 大和まほろばスマートＩＣ整備 ● ●
・H24.7.4　　　　名古屋側ON・OFFランプ開通
・H25年度末    大阪側ON・OFFランプ開通予定

10 (国)25号 法隆寺東交差点～本町1丁目交差点 実施中 幹線 いかるがパークウェイ整備 ● ●

11 (国)168号 畠田４丁目交差点～上中北交差点 実施中 幹線 香芝王寺道路の整備 ● ●

一部実施済 幹線 香芝王寺道路の整備 ● ● ・旭ヶ丘団地東口交差点南行きは引き続き渋滞発生

速効
香芝IC上中交差点

（国道１６８号北行き左折レーン延伸）
● ● ● ● ・香芝IC上中交差点北行きは渋滞緩和

13 (国)25号 嘉幡町交差点周辺 実施中 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（大和区間）の整備
● ●

14 (国)25号 富堂町交差点～川原城町交差点 実施中 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（大和区間）の整備
● ●

15 (国)163号 北田原町大橋交差点～高山町交差点 実施中 幹線 清滝生駒道路の整備 ● ●

16 (国)163号 鹿畑西交差点～鹿畑交差点 実施中 幹線 清滝生駒道路の整備 ● ●

17 (国)168号 平等寺交差点～椿井交差点 実施中 幹線 上庄バイパス(椿井工区)の整備 ● ●

18 (国)165号 田尻交差点周辺 実施中 幹線 香芝柏原改良の整備 ● ●

19 (国)165号 日之出町中交差点～今里交差点 実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用
・今里交差点は渋滞緩和

一部実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ●
・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用

幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

(大和区間)の整備
● ●

速効
曲川町東交差点

（国道24号南行き右折レーン延伸）
● ● ● ●

・曲川町東交差点南行は効果検証により渋滞緩和
・曲川町東交差点東行、西行の対策は中和幹線の
　効果検証結果により検討

一部実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ● ●
・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用

速効
小房交差点

(国道１６５号東行き右折レーンの延伸)
● ●

実施中 幹線
中和幹線（桜井東・慈恩寺工区）

の整備
● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(桜井東・慈恩寺工区)
　(桜井市金屋～慈恩寺)の完成供用
・慈恩寺北交差点は渋滞緩和

幹線 脇本道路の整備 ● ●

23 (国)169号 古市南交差点～窪之庄町南交差点 実施中 ソフト 観光シーズンにおける
奈良中心市街地の交通対策

● ● ● ●

24 (国)169号 天理IC交差点付近 実施中 速効
天理IC交差点

（他路線への分散・誘導の検討）
●

一部実施済 幹線
中和幹線（桜井東・慈恩寺工区）

の整備
● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(桜井東・慈恩寺工区)
　(桜井市金屋～慈恩寺)の完成供用

速効
桜井総合庁舎前交差点

(東行き右折レーン延伸)
● ●

実施済 幹線
中和幹線（桜井東・慈恩寺工区）

の整備
● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(桜井東・慈恩寺工区)
　(桜井市金屋～慈恩寺)の完成供用

速効
阿部交差点

(国道165号東・西行き
右折レーン設置）

● ● ● ●

27 (国)169号 城殿町交差点～飛鳥駅前交差点 実施中 幹線 高取バイパスの整備 ● ●

1 (国)24号 西九条町南交差点～横田町交差点

4 (国)24号 葛本交差点～四条町交差点

5 (国)24号 寺田町交差点～出交差点

7 (国)310号 本陣交差点付近

12 (国)168号 上中交差点～下田交差点

20 (国)165号 曲川町西交差点～忌部交差点

21 (国)166号 五井町交差点～縄手町南交差点

26 (国)169号 阿部交差点付近

22 (国)165号 慈恩寺北交差点付近

備考

25 (国)169号 奈良県桜井総合庁舎前交差点～谷交差点

：対策が完了した箇所　（３箇所）

：今後の経過を観察する箇所　（２箇所）
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「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン（平成２２年２月策定）」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況１．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」の進捗状況
28 (国)169号 下土佐交差点付近 実施中 幹線 高取バイパスの整備 ● ●

実施中 速効
土田交差点

（他路線への分散・誘導の検討）
●

ハード
岡崎交差点

(国道309号東行き右折レーンの設置)
● ●

一部実施済 速効
萩原交差点

（他路線への分散・誘導の検討）
● ● ● ●

ハード
萩原交差点

（西行き右折レーン(暫定)の設置）
● ●

31 (一)※戸毛久米線 久米河原東交差点～橿原東部農協前交差点 実施中 幹線 高取バイパスの整備 ● ●

32 (国)165号 醍醐西交差点～縄手町交差点 実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用
・縄手町交差点は追加対策の検討必要

33 (一)河合大和高田線 有井橋交差点～大中橋交差点 実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用
・高田橋交差点は渋滞緩和

34 (主)※御所香芝線 当麻寺交差点～葛城山麓公園入口交差点 実施中 ハード
太田南交差点

(御所香芝線南行き左折レーンの設置)
● ●

35
(主)大和高田斑鳩線～
(国)166号

神楽交差点～高田土木事務所前交差点 実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ● ●

・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用
・三倉堂南交差点は渋滞緩和
・内本町交差点は追加対策の検討必要

実施中 幹線 石木工区の整備 ● ● ● ●
H22.3.9 枚方大和郡山線（石木工区）
（奈良市中町～石木町）供用

幹線 中町工区の整備 ●

実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

速効
北郡山交差点

（奈良大和郡山斑鳩線
東行き右折レーン設置）

● ● ●

幹線 (都)城廻り線整備 ● ●

38 (主)奈良大和郡山線 奈良口交差点～杏町交差点 実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

一部実施済 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

速効
柏木町北交差点

（国道24号南行き右折レーン延伸）
● ● ●

・柏木町北交差点の南行は効果検証により渋滞
　解消

40 (一)高畑山線他 東紀寺町三丁目～福智院北交差点 実施中 ハード
東紀寺町３丁目交差点

(奈良名張線北行き右折レーンの設置)
● ●

41 （奈良公園内道路） 県庁東交差点～高畑交差点 実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

速効
般若寺町交差点

（国道３６９号北行き右折レーン拡幅）
● ●

43 (主)奈良加茂線 法華寺東交差点付近 実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

速効
神功5丁目交差点

（南行き右折レーン延伸）
● ●

45 (主)奈良精華線 平城駅前～大宮通り間の踏切連続区間 実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ● ●

実施中 ソフト
観光シーズンにおける

奈良中心市街地の交通対策 ● ● ●

速効
薬師寺東口交差点

（奈良大和郡山斑鳩線北行き
右折スペース設置）

● ●

47 (国)308号他 菅原西交差点～二条大路南１丁目交差点 実施済 幹線 大宮道路の整備 ● ● ● ●

・H22.9.30　国道308号　大宮道路の完成供用
・二条大路南１丁目交差点は渋滞緩和
・菅原東交差点（西行き）は引き続き渋滞

48 (主)奈良生駒線他 三条大路5丁目交差点～三条大路2丁目交差点 実施済 幹線 三条道路の整備 ● ● ● ●

・H22.3.24 国道308号 三条道路の完成供用
・三条大路５丁目交差点（北行き）及び三条大路２丁
目交差点（南行き）は引き続き渋滞

49 (一)大阪枚岡奈良線 東生駒2丁目交差点～富雄IC東交差点 実施中 速効
富雄IC東交差点
（広報施策）

●

50 (一)生駒停車場宛木線 阪奈道路生駒IC交差点付近 実施中 速効
生駒IC交差点
（広報施策）

●

51 (主)奈良大和郡山斑鳩線 富雄橋交差点～池之内町交差点 実施中 ハード 池之内工区の整備 ● ●

52 (一)木津横田線 上三橋町交差点～横田北交差点 実施中 速効
発志院町交差点

(木津横田線南行き左折スペース確保)
● ● ●

53 (国)165号 畑交差点～瓦口交差点 実施済 幹線
中和幹線（下田工区・逢坂工区）

の整備
● ● ●

・H24.3.28　中和幹線（下田工区・逢坂工区）
  の完成供用

実施済 速効
法隆寺IC出入口交差点
（大和高田斑鳩線北行き

右折レーン設置）
● ● ● ●

速効
法隆寺IC出入口交差点
（大和高田斑鳩線南行き

右折レーン設置）
● ● ● ● ・新御幸橋交差点（東行き）の町道が引き続き渋滞

一部実施済 幹線 中和幹線（池尻工区）の整備 ● ● ● ●
・H22.4.16 中和幹線(池尻工区)
　(大和高田市池尻～土庫)の完成供用

速効
土橋町南交差点

（中和幹線西行き右折レーン延伸）
● ● ● ●

速効
土橋町南交差点

（中和幹線東行き右折レーン延伸）
● ●

56 (国)24号 東室交差点付近 実施済 幹線
京奈和自動車道 大和御所道路

（御所区間）の整備
● ● ●

・H24.3.25 京奈和自動車道 大和御所道路(御所区
間）（橿原高田ＩＣ～御所ＩＣ）の開通

57 (一)木津横田線 JR桜井線 西木辻踏切～大安寺交差点 実施済 幹線
(都)奈良橿原線の整備

(JR奈良駅付近連続立体交差事業)
● ● ● ●

・H22.3.13  JR桜井線 高架化完成
・(都)奈良橿原線の完成供用
・今回、２軸での抽出箇所有

29 (国)169号 土田～大淀病院前

30 (国)165号 萩原交差点付近

36 (主)枚方大和郡山線 砂茶屋橋交差点～大和田橋東詰交差点

37 (主)奈良大和郡山斑鳩線 天理町交差点～北郡山小学校前交差点

39 (一)京終停車場薬師寺線 薬師寺東口交差点～柏木町交差点

42 (国)369号 県庁東交差点～般若寺町交差点

44 (主)奈良精華線 神功5丁目交差点付近

御幸橋南詰交差点～西穴闇交差点

46 (主)奈良大和郡山斑鳩線 唐招提寺入口交差点～奈良口交差点

55 (国)24号 土橋町南交差点付近

54 (主)大和高田斑鳩線



･ 国道169号（阿部交差点付近） ●速効対策の概要
東・西行き（国道165号）

右折レーンの設置

渋滞が発生

●対策の効果
速攻対策として、東・西行き右折レーンを設置した結果、国道
165号東西行きの渋滞は緩和された。

南行きの交通量が多いため、通行車
両の捌け残りが発生

西行きの右折レーンが未設置の
ため、右折車両が後続直進車両
の通行に支障

北行きの右折車両の台数に対して右折レーン
が短いため、右折車両が直進レーンにはみ出
し、後続直進の通行に支障 休日の 大渋滞長の変化 休日の交通量の変化

※対策前：平成21年8月23日（日）、対策後：平成23年11月13日（日）

4



⑲ 国道165号（日之出町中交差点～今里交差点） ･ (一)河合大和高田線（有井橋交差点～大中橋交差点）

12時間断面交通量
H19.10.21(日)：12,318台
H23.  5.15(日)：9,765台

大渋滞長
H19.10.21(日)：1190m
H23.  5.15(日)：150m

大通過時間
H19.10.21(日)：8分46秒
H23.  5.15(日)：2分58秒

12時間断面交通量
H21.9.  2(水)：9,763台
H23.5.18(水)：9,440台

大渋滞長
H21.9.  2(水)：270m
H23.5.15(日)：40m

大通過時間
H21.9.  2(水)：5分03秒
H23.5.15(日)：2分37秒

今里交差点 高田橋交差点

5



２．今後の渋滞対策について（スケジュール）２．今後の渋滞対策について（スケジュール）２．今後の渋滞対策について（スケジュール）

・データの収集・分析方法の確認
・基礎データの共有

・地域の渋滞ポイントの案の確認
（第２回７月２７日）

・パブリックコメントの実施（８月中）

・地域の渋滞ポイントの特定結果の確認
（第３回 ８月）

・ソフト・ハードを含めた対策の検討

・渋滞対策のとりまとめ（第○回 １２月目途）

○渋滞ポイントの候補箇所選定方法の意見交換
・Ｈ22奈良県みんなでつくる渋滞解消プランの意見交換
・H22道路交通センサスデータによる渋滞ポイントの選定方法

○渋滞ポイントの今回の選定方法で抽出した結果について
○渋滞解消プラン箇所と今回選定方法による箇所の調整に

ついて意見交換
○パブコメ募集方針、今後の進め方等の意見交換

・地域の速効対策箇所の確認

第1回渋滞対策協議会の議題

6

○渋滞ポイントの抽出した結果について
○パブコメについての意見交換

第２回渋滞対策協議会の議題

（第１回７月９日）



３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー (修正版）３．３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー ((修正版）修正版）
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主要な渋滞箇所
の抽出

交差点損失時間※1

（年間）

ピーク時
交差点損失時間※1

（時間）

１箇所

交差点各方向別
低平均旅行速度

※1

一方向だけでも
旅行速度が低い

交差点

１軸

１’軸

２軸

５７区間

※1：昼間12時間

地域の課題を反映する
データによる補完

抽出データの妥当性の確認（道路管理者、交通管理者、地元自治体の所見）

箇所の選定（重複箇所は１箇所として採用）

パブリックコメントによる意見照会、道路利用者の意見徴収

箇所の選定

奈良県
みんなでつくる
渋滞解消プラン

ワースト50
位以内で、
かつ交差点
の各方向の
平均旅行速
度のうち、
最も低い方
向の平均旅
行速度が
20km/h以下

80万人
時間/
年以上 一日の中

のピーク
時間にお
いて182.6
人時間/時
以上

精査

休日平均
旅行速度

※1

平日平均
旅行速度

※1,2

遮断量

全交差点（７０５箇所）対象

※2：半径500m内が対象

交差点
交通結節
点周辺の
交差点

踏切

基本指標（交差点損失時間）
による評価

３箇所 ３８箇所 ２９箇所 １４箇所 ９箇所

昼間12時間の
総損失時間が多い

交差点

一部の時間において
損失時間が多い

交差点

休日平均旅
行速度が
20km/h以下

乗降客数5千
人/日以上の
駅、かつ、
平日平均旅
行速度が
20km/h以下

1日あたり交
通量×遮断
時間が5万台
時間以上と
なる踏切

３軸
路線バス
の運行

路線バスの
運行が遅延
する交差点

路線バスの
運行の遅延
が10分以上

３軸 ３軸

・ピーク時
平均旅行速度
１0km/h未満、
または、1日平
均旅行速度
20km/h未満と
なる箇所
・ピーク時遮断
時間40分以上、
または、
1日あたり交通
量×遮断時間
5万台時間以上
となる踏切
・渋滞延長500m
以上、または、
通過時間5分以
上となる交差点



３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー (修正版）３．３．交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー交通データを活用した渋滞ポイントの抽出フロー ((修正版）修正版）
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主要な渋滞箇所
の抽出

交差点損失時間※1

（年間）

ピーク時
交差点損失時間※1

（時間）

１箇所

交差点各方向別
低平均旅行速度

※1

一方向だけでも
旅行速度が低い

交差点

１軸

１’軸

２軸

５７区間

※1：昼間12時間

抽出データの妥当性の確認（道路管理者、交通管理者、地元自治体の所見）

箇所の選定（重複箇所は１箇所として採用）

パブリックコメントによる意見照会、道路利用者の意見徴収

箇所の選定

奈良県みんなでつくる
渋滞解消プラン

ワースト50
位以内で、
かつ交差点
の各方向の
平均旅行速
度のうち、
最も低い方
向の平均旅
行速度が
20km/h以下

80万人
時間/
年以上 一日の中

のピーク
時間にお
いて182.6
人時間/時
以上

精査

休日平均
旅行速度

※1

平日平均
旅行速度

※1,2

遮断量

全交差点（７０５箇所）対象

※2：半径500m内が対象

交差点
交通結節
点周辺の
交差点

踏切

基本指標（交差点損失時間）
による評価

３箇所 ３８箇所 ２９箇所 １４箇所 ９箇所

昼間12時間の
総損失時間が多い

交差点

一部の時間において
損失時間が多い

交差点

休日平均旅
行速度が
20km/h以下

乗降客数5千
人/日以上の
駅、かつ、
平日平均旅
行速度が
20km/h以下

1日あたり交
通量×遮断
時間が5万台
時間以上と
なる踏切

３軸
路線バス
の運行

路線バスの
運行が遅延
する交差点

路線バス
の運行の
遅延が10
分以上

３軸 ３軸

・ピーク時
平均旅行速度
１0km/h未満、
または、1日平
均旅行速度
20km/h未満と
なる箇所
・ピーク時遮断
時間40分以上、
または、
1日あたり交通
量×遮断時間
5万台時間以上
となる踏切
・渋滞延長500m
以上、または、
通過時間5分以
上となる交差点

地域の課題を反映する
データによる補完



３－１ 休日データによる渋滞ポイント (参考）３－１３－１ 休日データによる休日データによる渋滞ポイント渋滞ポイント ((参考）参考）
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※休日平均旅行速度が
20km/h以下の交差点

No. 交差点名 交差道路① 交差道路② 交差道路③

2 二条大路南一丁目 一般国道２４号 一般国道３６９号 奈良生駒線

5 横田町 一般国道２４号 一般国道２５号 福住横田線
10 曲川町東 一般国道１６５号 一般国道１６６号 一般国道２４号
15 下田 一般国道１６５号 一般国道１６８号 -
29 竜田大橋 一般国道１６８号 一般国道２５号 王寺三郷斑鳩線
31 神楽 一般国道１６５号 大和高田斑鳩線 -
42 嘉幡町 一般国道２４号 一般国道２５号 天理斑鳩線
46 本町1丁目 一般国道１６８号 一般国道２５号 天理王寺線
47 葛本町 一般国道２４号 - -
53 中宮寺東 一般国道２５号 奈良大和郡山斑鳩線 -
54 土田 一般国道１６９号 一般国道３７０号 -
56 筒井交番前 一般国道２５号 大和郡山広陵線 -
67 法隆寺東 一般国道２５号 大和高田斑鳩線 -
80 新堂ランプ 一般国道２４号 橿原高取線 -
105 今里 一般国道１６５号 一般国道１６６号 大和高田御所線
114 本陣 一般国道１６８号 一般国道２４号 一般国道３１０号
134 畑 一般国道１６５号 下田良福寺線 -
151 曲川町西 一般国道１６５号 橿原高取線 -
165 高山大橋 一般国道１６３号 枚方大和郡山線 -
167 三室 一般国道２５号 信貴山線 -
177 東室 一般国道１６５号 一般国道１６６号 -
K1 築山（磐月橋） 一般国道１６５号 河合大和高田線
K2 柏木町北 一般国道２４号
K3 鹿畑町 一般国道１６３号
K4 瓦口 一般国道１６５号
K5 日之出町 一般国道１６５号
K6 三条大路2丁目 一般国道２４号 一般国道３０８号 奈良生駒線
K7 四条町 一般国道２４号 一般国道１６５号 畝傍御陵前停車場四条線
K8 土橋町南 一般国道２４号 （都）中和幹線
K9 王寺跨線橋北 一般国道２５号 王寺停車場線
K10 今国府町東 一般国道２５号
K11 川原城町 一般国道２５号 一般国道１６９号
K12 天理ＩＣ 一般国道２５号 一般国道１６９号 天理環状線
K13 天理消防署前 一般国道２５号
K14 龍田神社南 一般国道２５号
K15 柿本北 一般国道２４号
K16 橿原市役所東 一般国道２４号 豊浦大和八木停車場線
K17 葛本北 一般国道２４号

第２軸抽出

９箇所

２９箇所



３－１ 休日データによる渋滞ポイント (参考）３－１３－１ 休日データによる休日データによる渋滞ポイント渋滞ポイント ((参考）参考）
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３－２ 交通結節点の渋滞ポイント (参考）３－２３－２ 交通結節点の交通結節点の渋滞ポイント渋滞ポイント ((参考）参考）
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交差点番号 交差点名 交差道路① 交差道路② 交差道路③
7 今国府町 一般国道２５号 大和郡山環状線 大和郡山広陵線
8 大森町 奈良生駒線 木津横田線 -

14 薬師寺東口 京終停車場薬師寺線 奈良大和郡山斑鳩線 -
88 萩原 一般国道１６５号 一般国道３６９号 -
94 山崎町 一般国道１６８号 谷田奈良線 -
95 三条大路5丁目 一般国道３０８号 奈良精華線 奈良大和郡山斑鳩線

118 東生駒１丁目 一般国道１６８号 - -
153 三笠 桜井田原本王寺線 田原本広陵線 田原本停車場線
161 奈良精華線 奈良精華線 - -
173 新紺屋町 大和郡山広陵線 大和郡山上三橋線 -
223 - 一般国道１６８号 - -
258 - 一般国道３７０号 榛原菟田野御杖線 -
274 - 大和小泉停車場松尾寺線 奈良大和郡山斑鳩線 -
281 - 一般国道３６９号 一般国道３７０号 -
369 - 一般国道３０８号 奈良生駒線 -
444 - 一般国道１６８号 一般国道３０８号 -
489 - 一般国道１６８号 一般国道３０８号 -

※乗降客数5千人/日以上の駅、かつ、
平日平均旅行速度が20km/h以下の交差点

第２軸抽出 3箇所

１４箇所



３－２ 交通結節点の渋滞ポイント (参考）３－２３－２ 交通結節点の交通結節点の渋滞ポイント渋滞ポイント ((参考）参考）
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３－３ 踏切の渋滞ポイント (参考）３－３３－３ 踏切の踏切の渋滞ポイント渋滞ポイント ((参考）参考）

13

凡例 抽出箇所

奈良県みんなの渋滞解消プラン重複箇所

地方整備
局

都道府県 踏切道名 所在地 道路管理者
名

道路名 鉄道事業者名 鉄道路
線名

踏切
種別

交角：
角度
（度）

全幅(m) 車道幅
員(m)

歩道等
幅員(m) 日

遮断

自交通量
（３輪）

歩交通量
（軽＋歩）

自＋歩交
通量
（３輪＋軽
＋歩）

（歩BN）
「３＋軽＋歩」
×
日遮断

（歩BN）
「軽＋歩」

×
日遮断

起点寄
り

終点寄
り

三輪以
上(台）

二輪
(台）

※ﾊﾞｲ
ｸ、原動

軽車両
(台）

※自転
車・荷

歩行者
（人）

H21総点検
時の使用
データ

開
か
ず

H21総点検
時の使用
データ

H21総点検
時の使用
データ

H21総点検
時の使用
データ

H21総点検
時の使用
データ

H21総点
検時の
使用
データ

自
ＢＮ

H21総点検時
の使用データ

H21総点
検時の使
用データ

歩
ＢＮ

23 23

近畿 奈良県 不退寺 奈良県奈良市法蓮町字カイト456-3 奈良市 北部第5号線 西日本旅客鉄道 関西線 1 35 2.6 2.6 0 0 14816 2 3 915 23 5.3 14816 918 15734 78525 ● 83390 4865
近畿 奈良県 一条通 奈良県奈良市法蓮町字古屋567-3 奈良県 主要地方道奈良加茂線 西日本旅客鉄道 関西線 1 45 14.5 10 0 4.5 12987 792 1148 1346 22 5.9 12987 2494 15481 76623 ● 91338 14715
近畿 奈良県 第二九条 奈良県大和郡山市九条町字下戸道無番地 奈良県 （主要地方道）奈良大和郡山線 西日本旅客鉄道 関西線 1 85 9.3 7.3 2 0 9775 667 590 112 25 5.9 9775 702 10477 57673 ● 61814 4142
近畿 奈良県 北川 奈良県大和郡山市小南町字大和堂374-4 大和郡山市 東池支線 西日本旅客鉄道 関西線 1 50 2.2 2.2 0 0 12918 362 142 42 16 4 12918 184 13102 51672 ● 52408 736
近畿 奈良県 豊浦 奈良県大和郡山市小南町字サタナシ379-4 奈良県 大和郡山環状線 西日本旅客鉄道 関西線 1 42 12 10.5 0 0 13342 0 0 87 17 4 13342 87 13429 53368 ● 53716 348
近畿 奈良県 富雄川 奈良県生駒郡安堵（あんど）町大字西安堵498- 安堵町 富雄川左岸２号線 西日本旅客鉄道 関西線 1 76 9 9 0 0 8340 369 194 26 24 6 8340 220 8560 50040 ● 51360 1320
近畿 奈良県 王寺 奈良県北葛城郡王寺町大字王寺字的場3331 奈良県 王寺椿井線　　　　　 西日本旅客鉄道 関西線 1 24 6.8 6.8 0 2.3 6751 350 135 232 38 8 6751 367 7118 54008 ● 56944 2936
近畿 奈良県 二上第９号 奈良県香芝市下田西2丁目1379番地の5先 国土交通省 国道165号 近畿日本鉄道(近畿) 大阪線 1 40 15.8 7.9 2 2 12559 465 200 557 29 6.9 12559 757 13316 86657 ● 91880 5223
近畿 奈良県 二上第１０号 奈良県香芝市下田西2丁目256番地の3先 奈良県 国道168号 近畿日本鉄道(近畿) 大阪線 1 58 15.5 11 3 0 11033 427 544 743 27 6.9 11033 1287 12320 76128 ● 85008 8880
近畿 奈良県 築山第７号 奈良県大和高田市北本町24番4先 奈良県 河合大和高田線 近畿日本鉄道(近畿) 大阪線 1 72 6.7 6.7 0 0 10718 524 389 166 31 7.7 10718 555 11273 82529 ● 86802 4274
近畿 奈良県 高田第２号 奈良県大和高田市日之出町1232番5先 国土交通省 国道165号 近畿日本鉄道(近畿) 大阪線 1 90 7.5 7.5 0 0 9488 388 172 77 30 6.8 9488 249 9737 64518 ● 66212 1693
近畿 奈良県 高田第４号 奈良県大和高田市土庫1丁目573番3先 奈良県 (主要地方道)大和高田桜井線 近畿日本鉄道(近畿) 大阪線 1 90 9 9 0 0 8060 272 170 49 26 6.7 8060 219 8279 54002 ● 55469 1467

近畿 奈良県 西大寺第１号 奈良県奈良市二条町3丁目106番地の2先 奈良県 (主要地方道)奈良精華線 近畿日本鉄道(近畿) 奈良線 1 50 11.3 6 3 0 7510 572 701 295 37 10.3 7510 996 8506 77353 ● 87612 10259

近畿 奈良県 西大寺第２号 奈良県奈良市佐紀町781番地の2先 奈良市 大極線 近畿日本鉄道(近畿) 奈良線 1 67 9.8 5.1 3 0 5719 560 691 389 35 9.3 5719 1080 6799 53187 ● 63231 10044
近畿 奈良県 西大寺第４号 奈良県奈良市北新町78番地の2先 奈良市 北部第500号線 近畿日本鉄道(近畿) 奈良線 1 80 18 9 4.5 4.5 8115 713 1529 1330 33 8.9 8115 2859 10974 72224 ● 97669 25445 ●
近畿 奈良県 新大宮第１号 奈良県奈良市芝辻町2丁目12番地の1先 奈良市 西九条佐保線 近畿日本鉄道(近畿) 奈良線 1 90 23 23 0 0 8647 621 3593 16874 36 10.2 8647 20467 29114 88199 ● 296963 208763 ●
近畿 奈良県 九条第９号 奈良県大和郡山市北郡山町209番地の6先 奈良県 (主要地方道)奈良大和郡山斑鳩近畿日本鉄道(近畿) 橿原線 1 90 15.8 8.8 1.2 3 16653 491 371 533 27 4.6 16653 904 17557 76604 ● 80762 4158
近畿 奈良県 郡山第１０号 奈良県大和郡山市豊浦町57番地の2先 奈良県 大和郡山環状線 近畿日本鉄道(近畿) 橿原線 1 83 13.2 7 1.5 1.5 11741 435 148 14 24 5.9 11741 162 11903 69272 ● 70228 956
近畿 奈良県 筒井第４号 奈良県大和郡山市馬司町147番地の2先 近畿日本鉄道(近畿) 橿原線 1 85 4 4 0 0 8758 259 321 181 27 6.5 8758 502 9260 56927 ● 60190 3263
近畿 奈良県 浮孔第２号 奈良県橿原市東坊城町55番地の2先 奈良県 (主要地方道)橿原高取線 近畿日本鉄道(近畿) 南大阪線 1 60 7.5 7.5 0 0 15818 316 338 226 21 4.9 15818 564 16382 77508 ● 80272 2764
近畿 奈良県 橿原神宮西口第４号 奈良県橿原市久米町933番地先 奈良県 戸毛久米線 近畿日本鉄道(近畿) 南大阪線 1 80 9 9 0 0 10000 453 462 278 24 5.9 10000 740 10740 59000 ● 63366 4366
近畿 奈良県 平城第１号 奈良県奈良市秋篠町332番地の1先 奈良県 (主要地方道)奈良精華線 近畿日本鉄道(近畿) 京都線 1 71 8.7 6.2 0 1.2 10714 575 583 244 28 7.5 10714 827 11541 80355 ● 86558 6203
近畿 奈良県 平城第３号 奈良県奈良市西大寺北町3丁目153番地の2先 奈良県 谷田奈良線 近畿日本鉄道(近畿) 京都線 1 75 8 5.5 0 2 6634 807 893 1327 34 8.8 6634 2220 8854 58379 ● 77915 19536

通行量

（開かず）
ピーク時

遮断

時間道路交通量(1日）踏切幅員 遮断量

（自BN）
「３輪以上」

×
日遮断



奈良県内の慢性的な道路渋滞について

番号 路線 区間 左記区間を運行する路線バスの遅延時分

① 奈良公園内道路 県庁東交差点～高畑交差点 10～40分

② 高畑山線 東紀寺３丁目交差点～福智院町交差点 10～25分

③ 木津横田線 ＪＲ桜井線踏切～大安寺交差点 10～15分

④ 木津横田線 上三橋交差点～横田町北交差点 10～25分

⑤ 国道１６９号 古市町南交差点～窪之庄南交差点 10～20分

⑥ 奈良大和郡山斑鳩線 唐招提寺入口交差点～奈良口交差点 10～20分

⑦ 国道２５号 横田町交差点～竜田大橋交差点 10～30分

⑧ 学園前線 学園前駅付近 10～20分

⑨ 国道３０８号 三条大路５丁目交差点～三条大路２丁目交差点 10～20分

⑩ 国道３０８号、奈良生駒線 二条大路南１丁目交差点～菅原西交差点 10～30分

⑪ 国道１６９号 天理ＩＣ交差点付近 10～20分

⑫ 国道１６３号 鹿畑西交差点～鹿畑交差点 10～20分

⑬ 国道２４号 東室交差点付近 10～20分

⑭ 国道１６５号 曲川西交差点～忌部交差点 10～20分

⑮ 国道１６６号 五井交差点～縄手町南交差点 10～20分

⑯ 国道１６５号 今里交差点～日之出町中交差点 10～20分

⑰ 大和高田斑鳩線、国道１６６号 神楽交差点～高田土木前事務所前交差点 10～20分

注１．　○番号は別添地図番号と対応させています。
注２．　当社での路線バスの遅延は、10分以上を遅延と見なしているため、10分が 小遅延時分としています。

３－４ 路線バスデータを活用した渋滞ポイント (参考）３－４３－４ 路線バス路線バスデータを活用した渋滞ポイントデータを活用した渋滞ポイント ((参考）参考）
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①

②③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

３－４ 路線バスデータを活用した渋滞ポイント (参考）３－４３－４ 路線バス路線バスデータを活用した渋滞ポイントデータを活用した渋滞ポイント ((参考）参考）
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３－４ 路線バスデータを活用した渋滞ポイント (参考）３－４３－４ 路線バス路線バスデータを活用した渋滞ポイントデータを活用した渋滞ポイント ((参考）参考）

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

16



17

３-5 Ｈ２２道路交通センサスデータにより渋滞ポイントを抽出した場合の結果（参考）３３--5 5 Ｈ２２道路交通センサスデータにより渋滞ポイントを抽出した場合の結果（参考）Ｈ２２道路交通センサスデータにより渋滞ポイントを抽出した場合の結果（参考）

主要な渋滞箇所【奈良県】(素案）

39 ★1 奈良市 柏木町 一般国道２４号 京終停車場薬師寺線 - 849,962 ○ 297.6 11.2

47 ★2 奈良市 二条大路南1丁目（立体） 一般国道２４号 一般国道３６９号 奈良生駒線 750,526 228.9 ○ 16.6
- ★3 奈良市 油阪 一般国道３６９号 木津横田線 - 681,943 173.4 17.8 ○ ×
43 ★4 奈良市 法華寺東 一般国道２４号 谷田奈良線 奈良加茂線 623,281 220.6 ○ 16.0

1,2,8 ★5 大和郡山市 横田町 一般国道２４号 一般国道２５号 福住横田線 497,797 154.0 16.5 ○
41,42 ★6 奈良市 県庁東 一般国道１６９号 一般国道３６９号 - 497,424 130.3 10.5 ○

8 ★7 大和郡山市 今国府町 一般国道２５号 大和郡山環状線 大和郡山広陵線 489,335 163.9 14.6 ○
- ★8 奈良市 大森町 奈良生駒線 木津横田線 - 453,626 132.7 14.8 ○ ▲
21 ★9 橿原市 小房 一般国道１６５号 一般国道１６９号 - 445,709 112.5 7.9 ○
20 ★10 橿原市 曲川町東 一般国道１６５号 一般国道１６６号 一般国道２４号 443,389 121.7 14.1 ○
1 ★11 大和郡山市 下三橋町 一般国道２４号 大和郡山上三橋線 - 430,913 191.2 ○ 16.4
1 ★12 大和郡山市 大江町南 一般国道２４号 大和郡山環状線 - 425,646 158.2 9.3 ○

38 ★13 奈良市 杏町 一般国道２４号 奈良大和郡山線 - 406,144 144.3 15.1 ○

39,46 ★14 奈良市 薬師寺東口 京終停車場薬師寺線 奈良大和郡山斑鳩線 - 404,710 106.9 10.5 ○

12,53 ★15 香芝市 下田 一般国道１６５号 一般国道１６８号 - 404,381 116.2 11.0 ○

- ★16 奈良市 針IC（西側） 一般国道２５号 一般国道３６９号 - 393,873 111.1 13.5 ○ ×

47 ★17 奈良市 二条大路南5丁目 奈良生駒線 奈良精華線 - 377,636 123.6 7.2 ○

8 ★18 大和郡山市 筒井町 一般国道２５号 大和郡山広陵線 筒井二階堂線 367,951 141.1 17.3 ○

51 ★19 大和郡山市 池之内町 大和郡山環状線 奈良大和郡山斑鳩線 - 352,375 165.8 16.7 ○

× ★20 桜井市 桜井吉野線・多武峯見瀬線 桜井吉野線 多武峯見瀬線 - 339,210 127.2 23.1

- ★21 生駒市 南田原町 一般国道１６８号 生駒停車場宛木線 - 327,046 88.7 19.9 ○ ▲

- ★22 奈良市 三碓橋東詰 大阪枚岡奈良線 枚方大和郡山線 - 326,281 95.3 8.4 ○ ▲

23 ★23 奈良市 古市町南 一般国道１６９号 奈良大和郡山線 - 317,588 118.1 8.8 ○

40 ★24 奈良市 福智院北 一般国道１６９号 奈良名張線 - 311,801 95.4 9.1 ○

- ★25 奈良市 神殿 奈良大和郡山線 木津横田線 - 308,395 122.4 15.3 ○ ▲

2 ★26 天理市 中町中川北 一般国道２４号 - - 299,358 104.3 12.8 ○

26 ★27 桜井市 阿部 一般国道１６５号 一般国道１６９号 桜井明日香吉野線 296,865 88.8 9.7 ○

57 ★28 奈良市 大安寺 京終停車場薬師寺線 木津横田線 - 295,115 113.9 18.9 ○

10 ★29 斑鳩町 竜田大橋 一般国道１６８号 一般国道２５号 王寺三郷斑鳩線 289,398 87.8 16.1 ○

- ★30 奈良市 針IC（東側） 一般国道２５号 - - 285,904 91.6 14.8 ○ ×

35 ★31 大和高田市 神楽 一般国道１６５号 大和高田斑鳩線 - 271,024 93.1 13.6 ○

× ★32 橿原市 土橋町南 一般国道２４号 - - 268,556 112.1 20.8

38,46 ★33 大和郡山市 奈良口 奈良大和郡山線 奈良大和郡山斑鳩線 - 266,130 71.5 10.8 ○

42 ★34 奈良市 転害門前 一般国道３６９号 谷田奈良線 - 263,634 105.2 12.2 ○

× ★35 大和郡山市 横田町北 一般国道２４号 木津横田線 - 262,098 122.2 25.7

32 ★36 橿原市 醍醐西 一般国道１６５号 - - 247,609 93.7 19.1 ○

× ★37 奈良市 三条大路2丁目（立体） 一般国道２４号 一般国道３０８号 - 243,708 61.9 22.5

- ★38 大和郡山市 杉町 大和郡山環状線 大和郡山広陵線 - 241,848 75.5 19.3 ○ ▲

- ★39 生駒市 辻インターチェンジ北（立体） 一般国道１６８号 大阪生駒線 奈良生駒線 240,887 69.9 18.2 ○ ×

3 ★40 田原本町 千代北 一般国道２４号 桜井田原本王寺線 - 239,226 82.7 15.4 ○

× ★41 御所市 室 一般国道２４号 一般国道３０９号 - 234,556 93.8 23.6

2,13 ★42 天理市 嘉幡町 一般国道２４号 一般国道２５号 天理斑鳩線 234,356 72.3 15.2 ○

- ★43 奈良市 一本松IC 一般国道２５号 - - 233,154 64.0 34.1

36 ★44 奈良市 砂茶屋橋東詰 枚方大和郡山線 - - 230,839 85.3 18.8 ○

- ★45 大和郡山市 田中町北 大和郡山環状線 矢田寺線 - 228,801 79.1 8.8 ○ ▲

10 ★46 王寺町 本町1丁目 一般国道１６８号 一般国道２５号 天理王寺線 227,291 81.2 11.8 ○

3,4 ★47 橿原市 葛本町 一般国道２４号 - - 225,926 79.9 16.1 ○

11 ★48 香芝市 香芝インターチェンジ上中 一般国道１６８号 香芝インタ－線 - 223,578 71.8 8.2 ○

× ★49 天理市 川原城町 一般国道１６９号 一般国道２５号 - 218,839 70.5 20.4

× ★50 葛城市 竹内 一般国道１６６号 御所香芝線 - 215,507 67.6 22.9

第２軸渋滞
解消プ
ラン番

号

番号 市区町村 交差点名称 判定
（20以下）

交差路線③ 昼間12時間旅行速
度

（交差道路 低）

妥当性の確認

第１軸 第１’軸

交差路線① 交差路線② 昼間12時間
交差点損失時間
（人時間／年）

判定
（80万以上）

ピーク時の
交差点損失時間
（人時間／時）

判定
（182.6以上）



３-５．新規箇所の妥当性の確認（参考）３３--５５．新規箇所の妥当性の確認（参考）．新規箇所の妥当性の確認（参考）
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番号 交差点名 判定 理由

★３ 油阪 ×

Ｈ２３年７月１７日（日）、２１
日（木）にＪＲ奈良駅付近連
続立体交差事業関連で交
通量調査を行っており、両
日とも、油阪交差点では渋
滞は発生していなかった。

★１６ 針IC（西側） ×

R369号と名阪国道との立
体交差（ランプ）部であるが
、名阪国道本線のデータを
使用していた。ランプ部に
おける値で損失時間を再
計算すると2軸から外れる（
損失時間70,959人時間/年
）



３-５．新規箇所の妥当性の確認（参考）３３--５５．新規箇所の妥当性の確認（参考）．新規箇所の妥当性の確認（参考）

19

番号 交差点名 判定 理由

★３０ 針IC（東側） ×

小倉ICでの抽出といった錯
誤があり、またR25号と名
阪国道との立体交差（ラン
プ）部で、名阪国道本線の
データを使用していた。ラン
プ部における値で損失時間
を再計算すると2軸から外
れる（損失時間750人時間/
年）

★３９
辻インターチェ
ンジ北

×

R168号と阪奈道路の立体

交差部で阪奈道路のデー
タを使用しており、損失時
間を再計算すると2軸から
外れる（損失時間176,914
人時間/年）



３-６．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」における各交差点一覧（参考）３３--６６．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」における各交差点一覧（参考）．「奈良県みんなでつくる渋滞解消プラン」における各交差点一覧（参考）
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渋滞解消
プラン番号

路線名 区間（交差点名） 交差点名 交差点名 交差点名 交差点名 交差点名

1 (国)※24号 西九条南交差点～横田町交差点 西九条町南 下三橋町 大江町南
横田町 南六条町 中町中川北 二階堂 庵治町
唐古

3 (国)24号 千代北交差点～葛本町交差点 千代北 十市橋北詰
4 (国)24号 葛本町交差点～四条町交差点 葛本町 橿原市役所東 橿原市役所西 四条町
5 (国)24号 寺田町交差点～出交交差点 出
6 (国)24号 室交差点周辺 室
7 (国)310号 本陣交差点付近 本陣
8 (国)25号 横田町交差点～今国府町交差点 筒井町 筒井交差点前 今国府町
9 (国)25号 小泉口交差点～法隆寺東交差点 中宮寺東
10 (国)25号 法隆寺東交差点～王寺本町交差点 法隆寺東 竜田大橋 本町１丁目
11 (国)168号 畠田４丁目交差点～上中北交差点 畠田４丁目
12 (国)168号 上中交差点～下田交差点 香芝ＩＣ上中
13 (国)25号 嘉幡交差点周辺 嘉幡町
14 (国)25号 富堂交差点～川原城町交差点 天理消防署前
15 (国)163号 北田原大橋交差点～高山町交差点 北田原大橋 高山大橋
16 (国)163号 鹿畑西交差点～鹿畑交差点 鹿畑
17 (国)168号 平等寺交差点～平群椿井交差点 椿井 協和橋東詰
18 (国)165号 田尻交差点周辺 田尻
19 (国)165号 日之出町中交差点～今里交差点 今里
20 (国)165号 曲川西交差点～忌部交差点 曲川町西 曲川町東
21 (国)166号 五井交差点～縄手町南交差点 小房
22 (国)165号 慈恩寺北交差点付近 慈恩寺北
23 (国)169号 古市町南交差点～窪之庄南交差点 窪之庄南 古市町南
24 (国)169号 天理IC交差点付近 天理ＩＣ
25 (国)169号 奈良県総合庁舎前交差点～谷交差点 奈良県総合庁舎前
26 (国)169号 阿部交差点付近 阿部
27 (国)169号 城殿町交差点～飛鳥交差点 栄和町 久米町東 丈六 見瀬北 飛鳥駅前
28 (国)169号 下土佐交差点付近 下土佐
29 (国)169号 土田交差点～大淀病院西交差点 土田 千石橋南詰 岡崎 大淀病院前 土田西
30 (国)165号 萩原交差点付近 萩原
31 (一)※戸毛久米線 久米南口交差点～橿原東部農協前交差点
32 (国)165号 醍醐辻交差点～縄手町交差点 醍醐西 綱手町
33 (一)河合大和高田線 有井橋交差点～大中橋交差点 高田橋
34 (主)※御所香芝線 当麻寺交差点～葛城山麓公園入口交差点 大田南 葛城山麓公園入口 中戸鈴原 中戸 竹内
35 (主)大和高田斑鳩線～(国)166号神楽交差点～高田土木事務所前交差点 神楽 内本町
36 (主)枚方大和郡山線 砂茶屋橋交差点～大和田橋東詰交差点 大和田橋東詰 砂茶屋東詰
37 (主)奈良大和郡山斑鳩線 天理町交差点～郡山北小学校前交差点 北郡山 踏切東側
38 (主)奈良大和郡山線 奈良口交差点～杏町交差点 奈良口 杏町
39 (一)京終停車場薬師寺線 薬師寺東口交差点～柏木町交差点 柏木町
40 (一)高畑山線他 東紀寺三丁目交差点～福智院町交差点 奈良教育大学前 福智院北
41 （奈良公園内道路） 県庁東交差点～高畑交差点 大仏殿前
42 (国)369号 県庁東交差点～般若寺町交差点 県庁東 転害門前
43 (主)奈良加茂線 法華寺東交差点付近 法華寺東
44 (主)奈良精華線 神功5丁目交差点付近 神功５丁目
45 (主)奈良精華線 平城駅前～大宮通り間の踏切連続区間 西大寺東詰 西大寺橋西詰 二条町
46 (主)奈良大和郡山斑鳩線 唐招提寺入口交差点～奈良口交差点 薬師寺東口
47 (国)308号他 菅原西～二条大路南一丁目交差点 二条大路南５丁目 二条大路南１丁目 菅原東 阪奈宝来
48 (主)奈良生駒線他 三条大路5丁目交差点～三条大路2丁目交差点 三条大路３丁目 三条大路２丁目
49 (一)大阪枚岡奈良線 東生駒2丁目交差点～富雄IC東交差点 東生駒２丁目
50 (一)生駒停車場宛木線 阪奈道路生駒インター交差点付近 生駒IC（北）
51 (主)奈良大和郡山斑鳩線 富雄橋交差点～池之内町交差点 池ノ内町 池ノ内町西 富雄橋
52 (一)木津横田線 上三橋交差点～横田町北交差点 発志院 井戸野町
53 (国)165号 畑交差点～瓦口交差点 下田
54 (主)大和高田斑鳩線 御幸橋南詰交差点～西穴闇交差点 西穴閣 新御幸橋北詰 新御幸橋
55 (国)24号 土橋町南交差点付近 土橋町南
56 (国)24号 東室交差点付近 東室
57 (一)木津横田線 ＪＲ桜井線踏切～大安寺交差点 北大安寺 大安寺

黒字

第１軸での選定 第１’軸での選定 第２軸での選定 現況調査での選定
凡例

2 (国)24号 横田町交差点～唐古交差点

踏切



３-７．箇所の選定候補３３--７７．箇所の選定候補．箇所の選定候補
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調査票（案）

４．アンケート調査方法の確認４．アンケート調査方法の確認４．アンケート調査方法の確認
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４．アンケート調査方法の確認４．アンケート調査方法の確認４．アンケート調査方法の確認
調査票（案）
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今 回 追 加 箇 所

差し替え



５．アンケート調査方法の確認 【概要】５．アンケート調査方法の確認５．アンケート調査方法の確認 【【概要概要】】
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●調査方法

≪Web方式≫

渋滞アンケート

●属性

●渋滞ポイントの混雑意識

バナーより
主旨説明ページへ

≪窓口配布回収方式≫

●その他渋滞ポイントの選択

一般ユーザー

運輸支局、県、市町村 トラック協会、
バス協会、
タクシー協会

ア
ン
ケ
ー
ト

ア
ン
ケ
ー
ト

回
収
箱

窓口（受付）にて、
アンケートを配置し、
その場で回収。
（回収箱を設置）

奈良国道事務所

または

ドライバーに回答して
もらい、協会ごとに
回収。

まとめて
郵送回収

調査方法は、各機関（運輸支局、県、市、トラック協会、バス協会、タクシー協会）に協力を依頼
し、以下の２方式で行う。
Web方式

窓口配布回収方式

調査方法は、各機関（運輸支局、県、市、トラック協会、バス協会、タクシー協会）に協力を依頼
し、以下の２方式で行う。
Web方式

窓口配布回収方式

アンケート

現況・計画中の道路網

アンケートへ
リンクより

アンケートページへ

前提知識の提供



【参考】配布対象箇所（案）と配布部数【【参考参考】】配布対象箇所（案）と配布部数配布対象箇所（案）と配布部数
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●調査方法

トラック協会、バス協会、タクシー協会はドライバー向けに７３０部（過年度実績より）配布
官公庁には、４７０部（47箇所×10部）配布
トラック協会、バス協会、タクシー協会はドライバー向けに７３０部（過年度実績より）配布
官公庁には、４７０部（47箇所×10部）配布

●奈良県トラック協会（http://narata.or.jp/）

□ 奈良県トラック協会安全性優良事業所

●社団法人 奈良県バス協会

●奈良県タクシー協会

□ 県内タクシー事業者

□ 県内バス事業者

□ 県内 39市町村

□ 県庁、総合庁舎（奈良、郡山、高田、桜井、吉野公民館）

●官公庁

□ 奈良国道事務所、奈良運輸支局



６．アンケート調査方法の確認 【概要】６．アンケート調査方法の確認６．アンケート調査方法の確認 【【概要概要】】
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●調査時期

第2回渋滞対策協議会にて、交通データを活用した渋滞ポイント（案）の抽出結果およびアン

ケートについて協議。
第2回渋滞対策協議会の結果を踏まえ、Webアンケートを実施。
第3回渋滞対策協議会にて、Webアンケート結果を踏まえた渋滞ポイント抽出結果を報告。

第2回渋滞対策協議会にて、交通データを活用した渋滞ポイント（案）の抽出結果およびアン

ケートについて協議。
第2回渋滞対策協議会の結果を踏まえ、Webアンケートを実施。
第3回渋滞対策協議会にて、Webアンケート結果を踏まえた渋滞ポイント抽出結果を報告。

第第22回渋滞対策協議会回渋滞対策協議会

○渋滞ポイント（案）の抽出方法、抽出箇所について意見交換。
○パブリックコメント（アンケート）の実施内容について意見交換

パブリックコメント（アンケート）の実施パブリックコメント（アンケート）の実施

第第33回渋滞対策協議会回渋滞対策協議会

○パブリックコメントを反映した渋滞箇所について意見交換


