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　関西圏にとって重要な交通網である京都・大阪間の渋

滞の緩和を目指して、第二京阪道路の建設が進められて

います。京都・大阪間には、国道１号のほかに国道１７１号、

名神高速道路がありますが、国道１号の車線数は京阪神

の主要道路の中では最も少なく、その半面、交通量は最

多というアンバランスな状態になっているため、混雑が絶

えません。通常、国道１号を利用して京都・大阪間を移動

する場合、混雑時は約２～３時間かかっていますが、第二

京阪道路が開通することで交通アクセスが著しく向上し、

移動時間は大幅に短縮されることになります。

　また、これまでは慢性的な渋滞を避けようとする車が、

常に周辺の生活道路へ流入しており、渋滞の緩和が求め

られていましたが、こうした事態の改善も期待されていま

す。人・物の流れを、より速く、スムーズにする第二京阪道

路。一日も早い開通が待たれています。
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“緑立つ道”第二京阪道路（枚方・門真間）がいよいよ全線開通

現在、工事が進んでいる第二京阪道路は、
京都・大阪間を結ぶ全長約２８．３ｋｍの幹線道路です。
６車線の自動車専用道路と、２～４車線の一般道路からなり、
国道1号の慢性的な渋滞解消を目的としたバイパスになります。
既に、阪神高速接続部（巨椋池Ｉ．Ｃ）～枚方東Ｉ．Ｃ間約１1ｋｍは
部分開通済みで、残る枚方東Ｉ．Ｃ～門真ＪＣＴ間約17ｋｍの工事が
平成２２年３月の開通を目指し、進められています。

国道１号の渋滞を緩和し、
京都・大阪間の所要時間を大幅に短縮

　第二京阪道路の全線開通で、大阪府内、京都府内の病院

への緊急搬送も、よりスピーディに行えるようになります。

たとえば、交野市の場合なら、第二京阪道路を利用すれば、

大阪まで約２０分、京都まで約２５分で行けるので、約３０分

以内の治療が重要と言われる重篤な救急患者の搬送に有

効となります。そして、約３０分以内で到着が可能な第三次

救急医療機関についても、大阪府三島救命救急センター

ほか１カ所から、京都府内では３カ所、大阪府内では９カ所

に拡大。命をつなぐ交通ネットワークが実現します。　

また、第二京阪道路は大阪府の広域緊急交通路に指定され

ています。道幅も約６４ｍあるため、火災の延焼を防ぐな

ど、まちに及ぶ被害を最小限に抑えることができ、災害時に

おける輸送動脈としての役割も果たせるようになります。

病院への緊急搬送もよりスピーディに。
災害時は輸送動脈として活躍

既に開通している巨椋池Ｉ.Ｃ～枚方東Ｉ．Ｃ間では
第二京阪道路効果で、府道の交通量が減少しています

事業名称(路線名)：第二京阪道路
　専用部　一般国道１号　第二京阪道路
　一般部　一般国道１号　第二京阪道路
　　　　　（京都南・大阪北道路）
事業主体（建設・運営主体）：
　国土交通省近畿地方整備局
　　（浪速国道事務所／京都国道事務所）
　西日本高速道路株式会社関西支社
　　（枚方工事事務所／京都工事事務所）
事業区間：京都府京都市～
　　　　 大阪府門真市２８．３ｋｍ
設計速度：８０ｋｍ/h（専用部）
車線数：６車線（専用部）
道路区分：第一種三級（専用部）

■事業計画

約13,300台/12h H14年11月19日（7時～19時）調査供用前

■大阪・京都間の所要時間

国道1号を利用（混雑時）
約2～3時間

第二京阪道路を利用
約1時間

大阪

大阪

京都国道1号

京都第二京阪道路

慢性的な渋滞が続く国道1号
（寝屋川市点野交差点付近）

※１

C

周辺の生活道路の状況（枚方市池之宮交差点付近）

青山地区高架橋工事（橋上での桁組立状況）
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吹田市

凡  例
第三次救急医療機関
（救命救急センター）

自動車専用道路

第二京阪道路
（供用区間）
第二京阪道路
（未供用区間）

全線供用後
※ ２ 京都まで
約25分に

全線供用後
※ ２ 大阪まで
約20分に

※１.第三次救急医療機関とは、複
数の診療科にわたる重篤な
救急患者に対し、24時間体
制で高度な医療を総合的に
提供する医療機関です。

※２．大阪・京都への所要時間は、
各市の市役所を目的地とし、
緊急車両速度に基づいて算
出しています。

※ 1
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自動車専用道路

一般部

環境施設帯 約20m
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電線共同溝

幹線共同溝

一般部

環境施設帯 約20m
電線共同溝

100万人の
市民現場見学会

人と環境にやさしい道を、
最適・最短の工法で工事中です。

 第二京阪道路には、「緑立つ道」の愛称が付けられてい

ます。その理由は、沿道の環境や景観に配慮し、豊かな緑

あふれる設計となっているからです。具体的には、自動車

専用道路の両脇に植栽帯、副道、自転車歩行者道からな

る片側幅約２０ｍの環境施設帯を設置し、コンクリートの

威圧感、粉塵の影響をやわらげる工夫が施されていま

す。また、遮音壁のほかに車の走行音を低減する高機能

舗装を採用するなど、周囲への騒音対策についても十分

に配慮された設計となっています。

“緑立つ道”として、いきとどいた環境配慮設計

　第二京阪道路は工事を行う総延長が長いため、地盤状

況、交通事情、用地の確保、地元との協議などは、各工事

区域およびその区間ごとに異なっています。そのため、す

べてを同じ工法やスケジュールで進められるとは限らず、

それぞれに最適の方法を追求し、その全工程は一元的に

管理されています。

　例えば、門真ＪＣＴ高架橋の場合、近畿自動車道をまた

いで工事を行わなければならないため、交通量の少ない

深夜の時間帯において、一時通行止めを行い、施工しま

した。限られた時間内に工事を行うために、梁などに使用

する巨大な鋼材については、工場で製作された各部位を

分割して大型トレーラーで現場に搬送。全国に２０台しか

ない大型クレーンで迅速に架設が行われました。

　また、大規模な高架橋工事（812mの連続橋の上下部

工事）となった青山地区高架橋の場合は、高架下の盛土

工事を同時期に進める必要があったため、工場で製作し

た分割された桁の一部を橋上で組み立ててレール上の

台車に乗せ、前方の架設機の下まで運び橋桁を架設して

いく工法が採用されています。この工法により大幅な工

期短縮を実現しただけでなく、高架橋下の作業スペース

も十分確保でき、地元の方々の生活環境にも配慮した工

事が進められています。

区域ごとに、最適な工法で工期短縮・環境配慮を実現

道路と生活空間の間に一定距離を確保
することで、騒音や振動、大気質の影響
を受けにくくなります。

環境施設帯

自動車専用道路、一般道路の
両方に、騒音の低減に効果が
見込める防音壁が設置され
ています。

遮音壁
■幹線共同溝

ゆとりある広さの道幅
を確保。段差も少なく
なりました。

自転車歩行者道
通常の舗装に比べ、舗装面に多くすきま
を設けられる高機能舗装で、タイヤと路
面の接触で発生する走行音を低減。路
面の水はけ効果もあるので、事故防止
にも役立ちます。

環境施設帯の地下に、電話・電気・ガスなどのライフラインをまと
めて収容する幹線共同溝を設置。維持管理が容易になり、保守点
検の際に道路の堀り返しが最小限で済みます。渋滞の原因とな
る路上工事の減少につながるだけでなく、地震の際にも影響を
受けにくいメリットがあります。

高機能舗装

通常の舗装 すきまの多い舗装

近畿自動車道を通行止めして架設大型トレーラーで架設場所まで運搬

■門真JCT高架橋における工事の様子

青山地区高架橋工事の桁架設状況（交野市青山地区）

取材協力・資料提供：国土交通省 近畿地方整備局 浪速国道事務所

第二京阪道路の残り区間、枚方・門真間の工事が、現在急ピッチで進行中です。
平成２２年３月（予定）の開通が待ち遠しいものです。
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１００万人の市民現場見学会

第二京阪道路
　社団法人日本土木工業協会では、全国の土

木の建設現場を広く一般市民に公開してご覧

いただく「１００万人の市民現場見学会」を

行っています。

　「１００万人の市民現場見学会」では、建設

現場を見ていただくとともに、「くらしを守る

国づくり」という視点から、安全で安心な地域

づくり、社会づくりに貢献している建設事業の

理解を深めていただきたいと考えています。

　第二京阪道路の各建設現場でも平成１８年

より数多く実施しており、平成２０年９月～２１

年８月の１年間で１１０回、延べ５,２００人の

方々に22年の全線開通に向け出来上がりつ

つある構造物を見学していただきました。
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