
掘り返し規制期間

車道 歩道

上り 下り 上り 下り

自)針町 78.27 R3.12 ○

至)針町 78.73 ～R8.11 (追越車線)

自)針町 78.27 R3.12 ○

至)針町 79.05 ～R8.11 (走行車線)

自)針町 78.48 R2.3 R2.3

至)針町 78.60 ～R7.2 ～R7.2

自)針町 78.60 R3.3 R3.3

至)針町 78.75 ～R8.2 ～R8.2

自)針町 78.66 R3.3

至)針町 78.75 ～R8.2

自)針町 78.55 R2.2 ○

至)針町 80.05 ～R7.1 (追越車線)

自)針町 78.90 R3.12

至)福住町 81.84 ～R8.11

自)針町 79.45 R3.12 ○

至)針町 80.30 ～R8.11 (走行車線)

自)針 79.05 R2.2 ○

至)針 79.43 ～R7.1 (走行車線)

自)針 79.43 R1.6 ○

至)針 79.61 ～R6.5 (走行車線)

自)針町 80.03 R1.6 ○

至)針町 80.31 ～R6.5 (走行車線)

自)針町 80.31 R2.2 ○

至)針町 81.00 ～R7.1 (走行車線)

自)針町 80.45 R2.11 ○

至)針町 80.60 ～R7.10 (走行車線)

自)福住町 80.90 R2.11 ○

至)福住町 81.00 ～R7.10 (追越車線)

自)福住町 80.96 R2.11 ○

至)福住町 81.00 ～R7.10 (走行車線)

自)福住町 81.00 R2.9 ○

至)福住町 81.96 ～R7.8 (走行車線)

自)福住町 81.96 R3.12 ○

至)福住町 82.20 ～R8.11 (走行車線)

自)福住町 81.84 H30.6 ○

至)福住町 82.04 ～R5.5 (追越車線)

自)福住町 82.04 R3.12 ○

至)福住町 82.50 ～R8.11 (追越車線)

自)福住町 82.84 R5.2 ○

至)福住町 83.02 ～R10.1 (追越車線)

自)福住町 82.88 R2.6 R2.6

至)福住町 82.90 ～R7.5 ～R7.5

自)福住町 83.05 R2.10 ○

至)福住町 83.91 ～R7.9 (走行車線)

自)福住町 83.30 R2.8 ○

至)福住町 83.70 ～R7.7 (追越車線)

自)福住町 83.40 R2.8 ○

至)福住町 84.21 ～R7.7 (走行車線)

自)福住町 83.70 R2.2 ○

至)福住町 84.00 ～R7.1 (追越車線)

自)福住町 84.00 H30.11 ○

至)福住町 84.40 ～R5.10 (追越車線)

自)福住町 84.10 R2.9 ○

至)福住町 85.02 ～R7.8 (走行車線)

一般国道25号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (奈良国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

左記区間内での部
分規制

R5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

備考

奈良市 460

奈良市 780

奈良市 90
針IC交差点～
針IC西交差点

奈良市 120
針IC

交差点部

奈良市 150
針IC交差点～
針IC西交差点

奈良市 1,500

奈良市 380

奈良市 2,940
〇

(追越車線)
（バスベイ含）

奈良市 280

奈良市 850

奈良市 690

奈良市 150

奈良市 180

天理市 960

奈良市 240

天理市 100

天理市 40

天理市 200

天理市 180

天理市 20

奈良市 460

天理市 300

天理市 860

天理市 400

天理市 400

天理市 920

天理市 810



掘り返し規制期間

車道 歩道

上り 下り 上り 下り

一般国道25号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (奈良国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

左記区間内での部
分規制

R5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

備考

自)福住町 84.18 R2.9 ○

至)福住町 85.02 ～R7.8 (追越車線)

自)福住町 84.38 R2.8 ○

至)福住町 85.02 ～R7.7 (追越車線)

自)福住町 84.40 R2.3 ○

至)福住町 84.80 ～R7.2 (走行車線)

自)福住町 85.01 R2.8 ○

至)福住町 85.11 ～R7.7 (走行車線)

自)米谷町 85.48 R1.11

至)米谷町 85.64 ～R6.10

自)米谷町 85.64 R2.9 ○

至)米谷町 85.84 ～R7.8 (走行車線)

自)米谷町 85.97 R2.9 ○

至)中畑町 86.52 ～R7.8 (走行車線)

自)米谷町 86.20 R3.9 ○

至)米谷町 86.51 ～R8.8 (追越車線)

自)中畑町 86.60 R2.8 ○

至)中畑町 86.97 ～R7.7 (走行車線)

自)中畑町 86.65 H30.5 ○

至)中畑町 86.70 ～R5.4 (追越車線)

自)中畑町 86.66 R1.8 ○

至)中畑町 86.80 ～R6.7 (走行車線)

自)中畑町 86.85 H30.5 ○

至)中畑町 87.00 ～R5.4 (追越車線)

自)中畑町 87.00 R2.12 ○

至)中畑町 87.10 ～R7.11 (追越車線)

自)中畑町 87.10 R4.11 ○

至)中畑町 87.20 ～R9.10 (追越車線)

自)中畑町 87.20 R3.12 ○

至)中畑町 87.40 ～R8.11 (追越車線)

自)中畑町 87.48 R2.10 ○

至)中畑町 88.14 ～R7.9 (追越車線)

自)中畑町 87.70 H31.3 ○

至)中畑町 87.92 ～R6.2 （登坂車線)

自)中畑町 87.85 R1.8 ○

至)中畑町 87.90 ～R6.7 (走行車線)

自)中畑町 87.92 H31.1 ○

至)中畑町 88.14 ～R5.12 （登坂車線)

自)中畑町 88.10 R4.11 ○

至)中畑町 88.40 ～R9.10 (追越車線)

自)中畑町 88.44 R5.3 ○

至)中畑町 88.70 ～R10.2 (追越車線)

自)中畑町 88.50 R3.3 ○

至)中畑町 88.71 ～R8.2 (走行車線)

自)中畑町 88.70 R2.12 ○

至)中畑町 88.80 ～R7.11 (追越車線)

自)中畑町 89.17 R2.2 ○

至)中畑町 89.60 ～R7.1 (走行車線)

自)中畑町 89.20 R2.12 ○

至)中畑町 89.30 ～R7.11 (追越車線)

自)中畑町 89.30 R2.12 ○

至)中畑町 89.40 ～R7.11 (追越車線)

天理市 840

天理市 100

奈良市 160

天理市 640

天理市 400

奈良市 370

奈良市 50

奈良市 140

奈良市 200

奈良市 550

奈良市 310

奈良市 200

奈良市 660

奈良市 220

奈良市 150

奈良市 100

奈良市 100

奈良市 260

奈良市 50

奈良市 220

奈良市 300

奈良市 210

奈良市 100

奈良市 430

奈良市 100

奈良市 100



掘り返し規制期間

車道 歩道

上り 下り 上り 下り

一般国道25号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (奈良国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

左記区間内での部
分規制

R5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

備考

自)中畑町 89.46 R4.11 ○

至)中畑町 89.62 ～R9.10 (走行車線)

自)米谷町 89.60 R3.12 ○

至)米谷町 89.80 ～R8.11 (追越車線)

自)米谷町 89.60 R4.11 ○

至)米谷町 89.80 ～R9.10 (走行車線)

自)米谷町 89.80 R5.3 ○

至)米谷町 90.04 ～R10.2 (追越車線)

自)米谷町 90.05 H31.2

至)米谷町 90.25 ～R6.1

自)米谷町 90.24 R2.12 ○

至)米谷町 90.34 ～R7.11 (追越車線)

自)米谷町 90.51 H31.2 ○

至)米谷町 90.74 ～R6.1 (走行車線)

自)米谷町 90.69 H31.1 ○

至)米谷町 90.90 ～R5.12 (登坂車線)

自)米谷町 90.90 R1.12 ○

至)米谷町 91.42 ～R6.11 (追越車線)

自)米谷町 91.42 H31.2

至)米谷町 91.60 ～R6.1

自)米谷町 91.60 〇 車線

至)米谷町 91.20 (走行車線) (上り)

自)石上町 92.98 R4.11 ○

至)石上町 93.20 ～R9.10 (追越車線)

自)石上町 92.80 〇 車線

至)石上町 93.00 (走行車線) (上り)

自)石上町 92.87 〇 車線

至)石上町 93.18 (オンランプ) (上り)

自)石上町 92.90 〇 車線

至)石上町 93.20 (追越車線) (上り)

自)石上町 93.00 R2.1 ○

至)石上町 93.20 ～R6.12 (走行車線)

自)石上町 93.10 R1.12 ○

至)石上町 93.20 ～R6.11 (追越車線)

自)岩屋町 93.20 R1.10 ○

至)岩屋町 93.55 ～R6.9 (走行車線)

自)岩屋町 93.55 〇 車線

至)岩屋町 94.00 (追越車線) (上り)

自)岩屋町 93.40 R1.12 ○

至)岩屋町 93.70 ～R6.11 (追越車線)

自)川原城町 94.33 歩道

至)丹波市町 94.50 （下）

自)岩屋町 93.60 R2.1 ○

至)岩屋町 93.95 ～R6.12 (走行車線)

自)櫟本町 94.42 R2.9 ○

至)櫟本町 94.64 ～R7.8 (走行車線)

自)櫟本町 94.60 〇 車線

至)櫟本町 94.90 (オンランプ以外) (上り)

自)櫟本町 94.78 R3.12 ○

至)櫟本町 94.80 ～R8.11 (追越車線)

奈良市 200

奈良市 240

奈良市 160

奈良市 200

奈良市 100

奈良市 230

奈良市 200

奈良市 180

奈良市 400

天理市 220

奈良市 210

奈良市 520

天理市 200

天理市 100

天理市 200

天理市 310

天理市 300

天理市 300

天理市 350

天理市 350

天理市 450

天理市 220

天理市 300

天理市 20

天理市 170



掘り返し規制期間

車道 歩道

上り 下り 上り 下り

一般国道25号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (奈良国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

左記区間内での部
分規制

R5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

備考

自)櫟本町 94.88 R3.11 ○

至)櫟本町 95.02 ～R8.10 (走行車線)

自)櫟本町 94.92 R3.12 ○

至)櫟本町 95.04 ～R8.11 (追越車線)

自)櫟本町 95.00 H30.10 ○

至)櫟本町 95.11 ～R5.9 (走行車線)

自)櫟本町 95.17 H30.10 ○

至)櫟本町 95.22 ～R5.9 (走行車線)

自)櫟本町 95.17 R3.12 ○

至)櫟本町 95.32 ～R8.11 (走行車線)

自)櫟本町 95.32 H30.10

至)櫟本町 95.35 ～R5.9

自)田井庄町 95.24 R2.1

至)田井庄町 95.28 ～R6.12

自)田井庄町 95.28 R4.4

至)田井庄町 95.34 ～R9.3

自)横田町 97.87 R2.3

至)横田町 98.25 ～R7.2

自)横田町 97.87 R2.3

至)横田町 98.00 ～R7.2

自)番条町 98.50 R4.3 R4.3

至)番条町 98.67 ～R9.2 ～R9.2

自)筒井町 98.74 R4.3 R4.3

至)筒井町 98.90 ～R9.2 ～R9.2

自)筒井町 99.15 R5.3

至)筒井町 99.18 ～R10.2

自)筒井町 99.15 R5.3

至)筒井町 99.21 ～R10.2

自)筒井町 99.24 R5.3

至)筒井町 99.25 ～R10.2

自)筒井町 99.25 R5.3

至)筒井町 99.32 ～R10.2

自)筒井町 99.50 R2.11 R2.11

至)筒井町 99.70 ～R7.10 ～R7.10

自)筒井町 99.71 R4.3

至)筒井町 99.74 ～R9.2

自)筒井町 99.46 R2.11

至)筒井町 99.79 ～R7.10

自)筒井町 99.77 R4.3

至)筒井町 99.79 ～R9.2

自)筒井町 99.79 R4.3

至)小林町 100.22 ～R9.2

自)小林町 100.30 R4.3

至)小林町 100.44 ～R9.2

自)筒井町 99.54 R2.11

至)筒井町 99.70 ～R7.10

自)筒井町 99.71 R4.3 R4.3

至)筒井町 99.97 ～R9.2 ～R9.2

自)筒井町 99.97 R3.3

至)筒井町 100.04 ～R8.2

自)筒井町 100.04 R4.3

至)筒井町 100.24 ～R9.2

自)筒井町 99.97 R3.3

至)小林町 100.46 ～R8.2

天理市 140

天理市 120

天理市 110

天理市 60

天理市 30

天理市 40

天理市 50

天理市 150

大和郡山市 380

大和郡山市 130

大和郡山市 160

大和郡山市 170

大和郡山市 10

大和郡山市 70

大和郡山市 30

大和郡山市 60

大和郡山市 330

大和郡山市 200

大和郡山市 30

大和郡山市 20

大和郡山市 430

大和郡山市 140

大和郡山市 160

大和郡山市 260

大和郡山市 70

大和郡山市 200

大和郡山市 490



掘り返し規制期間

車道 歩道

上り 下り 上り 下り

一般国道25号掘り返し規制情報
令和５年４月現在 (奈良国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

左記区間内での部
分規制

R5年度舗装工事
予定(舗装工事以
降は規制がかか
ります)

備考

自)筒井町 100.24 R3.3

至)小林町 100.46 ～R8.2

自)小林町 100.50 R5.3 R5.3

至)小林町西三丁目 100.91 ～R10.2 ～R10.2

自)今国府町 100.56 R5.3

至)今国府町 100.91 ～R10.2

自)今国府町 100.85 R5.3

至)今国府町 100.91 ～R10.2

自)小泉町 101.18 R2.3 R2.3

至)小泉町 101.76 ～R7.2 ～R7.2

自)小泉町 101.60 R3.12

至)小泉町 101.66 ～R8.11

自)小泉町 102.18 R3.10 R3.10

自)小泉町 102.25 ～R8.9 ～R8.9

自)小泉町 102.27 R3.10 R3.10

至)斑鳩町 幸前一丁目 102.53 ～R8.9 ～R8.9

自)幸前一丁目 102.65 R2.3

至)法隆寺東二丁目 103.18 ～R7.2

自)幸前一丁目 102.65 R2.3

至)東福寺一丁目 103.18 ～R7.2

自)法隆寺二丁目 103.98 車線

至)法隆寺西三丁目 104.37 (上下)

自)法隆寺西三丁目 104.37 R2.3 R2.3

至)龍田一丁目 104.85 ～R7.2 ～R7.2

自)龍田四丁目 105.94 R3.3 R3.3

至)龍田四丁目 105.99 ～R8.2 ～R8.2

自)龍田西五丁目 106.81 車線

至)龍田西五丁目 107.10 (上下)

自)王寺一丁目 107.48 R3.10 R3.10

至)王寺一丁目 107.78 ～R8.9 ～R8.9

自)本町一丁目 107.90

至)本町一丁目 108.18

自)本町一丁目 107.90

至)本町一丁目 108.18

自)本町一丁目 108.18

至)本町一丁目 108.80

自)元町一丁目 108.81 R2.3 R2.3

至)元町一丁目 108.97 ～R7.2 ～R7.2

自)元町一丁目 108.82 車道

至)元町一丁目 108.97 下り

自)元町一丁目 108.98 車線

至)元町二丁目 109.40 上り

自)元町一丁目 108.97 R2.3 R3.10

至)元町二丁目 109.22 ～R7.2 ～R8.9

至)元町二丁目 109.22 車道

至)元町二丁目 109.40 下り

自)元町三丁目 109.82 R5.2

至)藤井一丁目 110.40 ～R10.1

自)元町三丁目 109.82 R5.2

至)藤井一丁目 110.55 ～R10.1

自)藤井三丁目 110.94 車線

至)藤井三丁目 111.30 (上下)

自)藤井三丁目 111.30 車線

至)藤井三丁目 111.76 (上下)

大和郡山市 350

大和郡山市 60

大和郡山市 220

大和郡山市 410

斑鳩町 530

大和郡山市 70

大和郡山市 580

大和郡山市 60
小泉跨線橋

側道

斑鳩町 530

斑鳩町 390

大和郡山市 260

斑鳩町 480

斑鳩町 50

王寺町 280
共同溝法に
より規制

共同溝法に
より規制

斑鳩町 290

王寺町 300

王寺供給管
共同溝

王寺町 280
共同溝法に
より規制

共同溝法に
より規制

王寺町 150

王寺町 620
共同溝法に
より規制

共同溝法に
より規制

王寺供給管
共同溝

王寺町 180

王寺町 420

王寺町 250

王寺町 460

王寺町 160

王寺供給管
共同溝

王寺町 730

王寺町 360

王寺町 580


