平 成 25 年 7 月 2 日
阪神 高 速道 路 株式 会 社
西日本高速道路株式会社

松原ジャンクション改良工事に伴う
近畿自動車道・阪和自動車道 夜間通行止め について
＜ 上り線：美原南 IC〜八尾 IC，下り線：八尾 IC〜松原 JCT 他＞
阪神高速道路株式会社が建設中の松原ジャンクション北西方向連絡路追加の工事のため、平成 25 年 7 月
22 日（月曜）から 7 月 27 日（土曜）まで、近畿自動車道・阪和自動車道 夜間通行止めを行いますのでお知ら
せいたします。
また、今回の夜間通行止めを有効に活用し、西日本高速道路株式会社は、高速道路を安全で快適にご利
用いただけるよう、道路の老朽化対策、交通安全対策を行いますので、併せてお知らせいたします。
１． 夜間通行止め期間及び、区間
期間：平成 25 年 7 月 22 日（月曜）〜平成 25 年 7 月 27 日（土曜） 毎夜 22 時〜翌朝 6 時（5 夜間）
※荒天の場合、順延とさせていただきます。（5 夜間のうち、2 夜間は予備日）
区間：下表のとおり。
高速道路本線

近畿自動車道

上り線： 美原南 IC〜八尾 IC

〜 阪和自動車道
インターチェンジ

近畿自動車道

下り線： 八尾 IC〜松原 JCT
上り線： 長原 IC 出口
下り線： 東大阪南 IC 入口，長原 IC 入口

ジャンクション

阪和自動車道

上り線： 美原北 IC 入口，松原 IC 入口

松原ジャンクション

近畿自動車道 から 西名阪自動車道 へのランプ
西名阪自動車道 から 近畿自動車道 へのランプ
阪和自動車道 から 西名阪自動車道 へのランプ
阪和自動車道 から 阪神高速 14 号松原線 へのランプ
阪神高速 14 号松原線 から 阪和自動車道 へのランプ

美原ジャンクション

南阪奈有料道路 から 阪和自動車道（吹田方面） へのランプ
南阪奈有料道路 から 阪和自動車道（和歌山方面） へのランプ
阪和自動車道（和歌山方面） から 南阪奈有料道路 へのランプ

規制区間

規制区分

上り線

美原南IC〜八尾IC
（阪和道→近畿道）

夜間通行止め
（22時〜翌6時）

下り線

八尾IC〜松原JCT
（近畿道→阪和道）

夜間通行止め
（22時〜翌6時）

近畿道
東大阪南IC

入口ランプ

夜間通行止め
（22時〜翌6時）

松原JCT
各ランプ

各ランプ

美原JCT
各ランプ

各ランプ

夜間通行止め
（22時〜翌6時）
夜間通行止め
（22時〜翌6時）

※荒天の場合は、順延とさせていただきます。
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凡例
：実施予定日
（※但し、西名阪→阪和道へのランプは除く）

：予備日
（※但し、阪和道（吹田方面）→南阪奈有料道路へのランプは除く）

２． 夜間通行止め区間（概要図）及び、各方面ご利用の際の注意
（至 吹田方面）
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︵ 至 大阪市内方面︶
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凡例
■：通行止め区間
美原南ＩＣ

■：通行可能区間

（至 和歌山方面）

○近畿自動車道（下り線・和歌山方面へ）をご利用のお客さま
・八尾 IC で流出していただき、阪和自動車道（和歌山方面）及び、西名阪自動車道へは、恐れ入ります
が一般道をご利用下さい。
・東大阪南 IC 入口、長原 IC 入口は閉鎖いたします。
○阪和自動車道（上り線・吹田方面へ）をご利用のお客さま
・美原南 IC で流出していただき、近畿自動車道（吹田方面）、西名阪自動車道、阪神高速 14 号松原線
及び、南阪奈有料道路へは、恐れ入りますが一般道をご利用下さい。
・美原北 IC 入口、松原 IC 入口は閉鎖いたします。
○西名阪自動車道（上り線・大阪市内方面へ）をご利用のお客さま
・近畿自動車道（上り線・吹田方面）へは通行できませんので、藤井寺 IC で流出していただき、恐れ入
りますが一般道をご利用下さい。
○阪神高速 14 号松原線（下り線・天理方面へ）をご利用のお客さま
・阪和自動車道（下り線・和歌山方面）へは通行できませんので、大堀出口 で流出していただき、恐れ
入りますが一般道をご利用下さい。

３． う回路案内

４． お客さまからのお問い合わせは、下記で承ります。
≪夜間通行止めに関するお問い合わせ≫
○ 阪神高速お客さまセンター

06-6576-1484
（平日 8：30〜19：00／土日・祝日 9：00〜18：00）

○ NEXCO 西日本お客さまセンター

0120-924-863
※フリーダイヤルがご利用できないお客さまは 06-6876-9031
（24 時間受付）

※工事の詳細情報に関するお問い合わせについては、担当部署をご案内する場合があります。
≪工事に関するお問い合わせ≫
○ 阪神高速道路株式会社 建設事業本部 堺建設部 松原ジャンクション建設事務所
072-247-4600

（平日 9：00〜17：00）

※工事期間中の 17 時以降、「夜間通行止め現地本部」を下記
の阪奈高速道路事務所に設置いたします。
○ 西日本高速道路株式会社 関西支社 阪奈高速道路事務所
072-955-9581

（平日 9：00〜17：00）

※工事期間中は、土曜・日曜を除き、終日受付いたします。

５． 主な工事内容
○松原ジャンクション改良

北西方向連絡路追加

阪神高速道路（株）施工

近畿自動車道（下り線）から阪神高速 14 号松原線に流入するためのランプ橋を阪神高速道路（株）にて
架設します。
松原 JCT 桁架設箇所

○松原ジャンクション

標識移設（取替）工事

桁架設状況 （H25.1 架設状況）

阪神高速道路（株）施工

松原ジャンクション北西方向連絡路追加に伴い、新たな道路案内を行うため、既設の標識板・柱の移設
（取替）を阪神高速道路（株）にて行います。

○舗装補修工事

西日本高速道路（株）施工

夜間通行止めでは、幅員の狭い IC ランプ部の舗装路面の凹凸やひび割れ等を補修いたします。

６． 安全対策及び渋滞対策
○後尾警戒での追突事故防止
交通規制実施の事前案内のほか、渋滞に備え、その後尾での追突事故を防ぐため、渋滞の後部に注
意喚起標識車等を配置し、渋滞情報の提供や警戒にあたります。

７． 広報計画

夜間通行止めについては、ポスター、両社のインターネットホームページ、横断幕などで工事期間など
を事前にお知らせします。また工事期間中の渋滞状況など、お出かけ前や通行中に知りたい交通情報に
ついても、ハイウェイテレホン、ウェブサイトなどで提供いたします。詳しくは今後両社ウェブサイト、リーフ
レットなどでお知らせします。
ウェブサイト

阪神高速道路株式会社

http://www.hanshin-exp.co.jp/

西日本高速道路株式会社 http://www.w-nexco.co.jp/

① 工事規制情報
○夜間通行止めをお知らせするポスター、リーフレット等を各サービスエリアのインフォメーション他、
料金所、管理事務所及び高速道路事務所などで掲示または配布
○横断幕、立看板を設置
○大口・多頻度契約者へリーフレットを配布
② お出かけ前の道路交通情報
○携帯電話による道路交通情報『ⅰHighway（アイハイウェイ）』

http://ihighway.jp/

（パソコンからでもご利用いただけます。）
○日本道路交通情報センターの道路交通情報

http://www.jartic.or.jp/

○ハイウェイテレホン【5 分毎の最新情報を 24 時間提供】
携帯電話用ダイヤル ＃8162

※最も近い地域の情報をお知らせします。

（近畿地区情報）
大阪局： TEL 06-6876-1620
○日本道路交通情報センターの道路交通情報
全国共通ダイヤル

050-3369-6666

携帯短縮ダイヤル

＃8011

※全国どこからでも最寄りの情報センターに接続します。

③ 走行中のタイムリーな道路交通情報
○道路情報版
○ハイウェイラジオ （1620ｋHz）
○ハイウェイ情報ターミナル （サービスエリア等に設置）
渋滞情報をテレビ画面等で、分かりやすくお知らせします。
○VICS（VICS 対応のカーナビゲーション等の車載機で、道路交通情報が入手できます。）
○その他（標識車、看板、サービスエリアのインフォメーション、料金所）
８． お客さまへのお願い
○ゆとりを持ったご利用を
夜間通行止め期間中は、高速道路や周辺の一般国道などが大変混雑すると予想され、所要時間も
通常より多くかかるおそれがあります。ゆとりをもった旅行計画をお立て下さい。
○高速道路通行時のご注意点
渋滞最後尾では追突事故が発生しやすくなります。事故防止のため、ハザードランプ等を点灯し、後
続車に合図をお願いします。
規制区間内の最高速度は 50km/h です。ご注意ください。
運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。ご利用は SA・PA でお願いします。
○全席シートベルトの着用を
運転席と助手席だけでなく、後部座席も含め必ず全席シートベルトを着用し、安全運転に心がけて
下さい。

