
近 畿 地 方 整 備 局 配布日時 平成２６年４月２５日
１４時００分

資 料 配 布

件 名 平成２６年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

○今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期
効果発現を図るため、平成２６年度の予算を踏まえた道路
事業の見通しを公表いたします。

概 要 ○今回、新たに開通の見通しがたった主な区間は、以下の
とおりです。
・近畿自動車道紀勢線（田辺～すさみ）を、平成２７年
９月下旬に開催される｢紀の国わかやま国体｣に合わせて
開通

・京奈和自動車道が平成２８年度に、大和郡山JCT～和歌山
JCTまで開通することで、名阪国道と阪和道までがつながり、
近畿南部地域と中部圏の連携が強化

・美浜東バイパス、金山バイパスを観光シーズンにあわ
せて、平成２６年６月に前倒して開通

取り扱い －

配布場所 近畿建設記者クラブ 、 大手前記者クラブ
福井県政記者クラブ 、 滋賀県政記者クラブ
京都府政記者室 、 京都市政記者クラブ
大阪府政記者クラブ 、 大阪市政記者クラブ
堺市政記者クラブ 、 兵庫県政記者クラブ
神戸市政記者クラブ 、 奈良県政・経済記者クラブ
和歌山県政記者クラブ

近畿地方整備局 ＴＥＬ：０６－６９４２－１１４１（代表）

問合せ先 道路部 道路計画第一課 課 長 岩本雅也 （内線4211）
ＴＥＬ：０６－６９４１－７４３５（直通）
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新たに開通の見通しを公表する事業

〈公表のポイント〉
① 近畿自動車道紀勢線（田辺～すさみ）を、平成２７年９月下旬に開催される｢紀の国わかやま国体｣に

合わせて開通
②京奈和自動車道が平成２８年度に 大和郡山JCT～和歌山JCTまで開通することで 名阪国道と阪和道②京奈和自動車道が平成２８年度に、大和郡山JCT～和歌山JCTまで開通することで、名阪国道と阪和道

までがつながり、近畿南部地域と中部圏の連携が強化
③美浜東バイパス、金山バイパスを観光シーズンにあわせて、平成２６年６月に前倒して開通
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※表示のJCT・IC名称は、仮称。



平成26年度予算を踏まえた道路事業の見通しについて

今般、事業の透明性を向上し、計画的な地域形成、早期効果発現を図るた

め、平成26年度の予算を踏まえた道路事業の見通しを公表いたします。

今回、新たに開通の見通しがたった主な区間は、以下のとおりです。

・近畿自動車道紀勢線（田辺～すさみ）を、平成２７年９月下旬に開催される

｢紀の国わかやま国体｣に合わせて開通

・京奈和自動車道が平成28年度に、大和郡山JCT～和歌山JCTまで開通する

ことで、名阪国道と阪和道までがつながり、近畿南部地域と 中部圏の連携

が強化

・美浜東バイパス、金山バイパスを観光シーズンにあわせて、平成26年6月に

前倒して開通

＜開通の見通し＞

用地取得に一定の進捗が見られるなど、完成に向けた円滑な事業実施環境

が整った事業について、平成26年度予算を踏まえた開通の見通しをお知ら

せいたします。

開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算

状況や用地取得状況、関係機関協議、施工上の条件変化等により、変更が

ありますので留意ください。

開通予定 路線名 箇所名 事業規模 段階

26年度 一般国道158号 永平寺大野道路 2.2キロ 工事
中部縦貫自動車道 福井北JCT～松岡IC

26年度 一般国道478号 丹波綾部道路 18.9キロ 工事
京都縦貫自動車道 京丹波わちIC～丹波IC

26年度 一般国道24号 大和御所道路 2.5キロ 工事
京奈和自動車道 御所IC～御所南IC

26年6月 一般国道27号 美浜東バイパス 2.3キロ 工事
● 三方郡美浜町佐田～山上

26年6月 一般国道27号 金山バイパス 3.1キロ 工事
● 敦賀市金山～三方郡美浜町佐田



開通予定 路線名 箇所名 事業規模 段階

26年度 一般国道161号 愛発除雪拡幅 0.5キロ 工事
敦賀市疋田

26年度 一般国道８号 塩津バイパス 0.9キロ 工事
長浜市西浅井町塩津浜

26年度 一般国道９号 福知山道路 1.3キロ 工事
福知山市東堀～同市岡

26年度 一般国道176号 名塩道路 1.4キロ 工事
西宮市塩瀬町名塩字ヤケリ～土林

26年度 一般国道２号 神戸２号交差点改良 2.8キロ 工事
須磨区西須磨～垂水区泉ヶ丘1丁目

26年度 一般国道175号 平野拡幅 1.3キロ 工事
西区平野町西戸田～常本

26年度 一般国道９号 五条大宮拡幅 0.4キロ 工事
下京区中堂寺粟田町～
右京区西院南高田町

26年度★ 一般国道24号 大和御所道路 3.5キロ 工事
京奈和自動車道 （主）天理王寺線～

（主）桜井田原本王寺線（一般部）

26年度★ 一般国道24号 大和御所道路 1.6キロ 工事
京奈和自動車道 大和郡山JCT～郡山南IC

26年度★ 一般国道175号 神出バイパス 1.1キロ 工事
神出町田井

27年 近畿自動車道 松原那智勝浦線 38.0キロ 工事
わかやま 紀勢線 田辺～すさみ
国体●

27年度 一般国道24号 紀北西道路 12.2キロ 工事
京奈和自動車道 紀の川IC～和歌山JCT

27年度 一般国道26号 第二阪和国道 2.2キロ 工事
第二阪和国道 淡輪ランプ～深日ランプ

27年度 一般国道42号 那智勝浦道路 6.3キロ 工事
那智勝浦IC～那智勝浦町市屋

27年度 一般国道1号 水口道路 3.5キロ 工事
甲賀湖南道路 甲賀市水口町名坂～泉



開通予定 路線名 箇所名 事業規模 段階

27年度 一般国道26号 和歌山岬道路 7.2キロ 工事
第二阪和国道 深日ランプ～大谷ランプ

27年度 一般国道163号 清滝生駒道路 0.4キロ 工事
学研都市連絡道路 生駒市高山町（一般部）

27年度 一般国道480号 鍋谷峠道路 4.1キロ 工事
和泉市父鬼町～伊都郡かつらぎ町平

27年度 一般国道２号 相生有年道路 1.8キロ 工事
相生市若狭野町上松～同町八洞

27年度 一般国道169号 奥瀞道路（II期) 5.2キロ 工事
新宮市熊野川町玉置口～九重

27年度★ 一般国道１号 栗東水口道路Ⅰ 3.4キロ 工事
甲賀湖南道路 湖南市石部～栗東市小野

27年度★ 一般国道１号 栗東水口道路Ⅱ 0.7キロ 工事
甲賀湖南道路 湖南市菩提寺～同市石部

28年度 一般国道158号 永平寺大野道路 5.3キロ 工事
中部縦貫自動車道 永平寺東ＩＣ～上志比ＩＣ

28年度 一般国道483号 八鹿日高道路 9.7キロ 工事
北近畿豊岡自動車道 日高ＩＣ～八鹿氷ノ山ＩＣ

28年度★ 一般国道24号 大和御所道路 7.2キロ 工事
京奈和自動車道 御所南ＩＣ～五條北ＩＣ

※1 ★：新たな公表箇所、 ●：変更箇所

※２ JCT・IC名称は、仮称の場合がある。



（参考） 開通未公表箇所の課題等

用地取得に一定の進捗が見られるものの、課題等により、開通見通しが確

定していない主な箇所は以下の通りです。

今後の課題解消等により、開通見通しが明らかになった場合には、随時公表

いたします。

路線名 箇所名 事業規模 主な課題等 段階

一般国道8号 福井バイパス 5.4キロ 用地取得に関する調整等 工事
あわら市笹岡～
坂井市丸岡町

一般国道417号 冠山峠道路 7.8キロ トンネル工事工程等の調 工事
揖斐郡揖斐川町塚奥山 整等
～今立郡池田町田代

一般国道163号 清滝生駒道路 1.7キロ 用地取得に関する調整等 工事
学研都市連絡道路 四條畷市下田原

一般国道483号 日高豊岡南道路 6.1キロ 進入路確保に関する調整 工事
北近畿豊岡自動車道 豊岡南IC 等

～日高IC

一般国道175号 西脇北バイパス 5.2キロ 用地取得に関する調整等 工事
東播丹波連絡道路 西脇市下戸田～

同市黒田庄町大伏

一般国道176号 名塩道路 2.9キロ 河川区域内の市道との取 工事
西宮市塩瀬町名塩土林 付工事に関する調整等
～西宮市生瀬

一般国道２号 神戸西バイパス 1.0キロ 交差点形状に関する調整 工事
（主）小部明石線～ 等
（都）西神５号線（一般部）

一般国道168号 十津川道路 1.7キロ 用地取得に関する調整等 工事
五條新宮道路 吉野郡十津川村大字平

谷～同村大字折立

一般国道42号 田辺西バイパス 1.6キロ 用地取得に関する調整等 工事
田辺市芳養町清地路～
大屋



＜平成26年度の主な進捗箇所＞

【平成26年度に新たに工事着手する箇所】

路線名 箇所名 事業規模

一般国道158号 大野油坂道路（大野東・和泉区間） 14.0キロ
中部縦貫自動車道 大野東IC～和泉IC

＜道路事業の流れ＞
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開通見通しの公表

（状況に応じ見直し）

用地取得の一定進捗など、
完成に向けた事業実施環境が整った場合




