
上り 下り 上り 下り

自)柏原市国分東条町 112.800 R4.3

至)柏原市国分東条町 113.000 ～R9.2

自)国分東条町 113.110 R2.4 R2.4

至)国分東条町 113.260 ～R7.3 ～R7.3

自)国分東条町 113.150 R2.4

至)国分東条町 113.400 ～R7.3

自)国分東条町4223 113.200 H31.1

至)国分東条町4223 113.610 ～R5.12

自)国分東条町 113.240 R2.4

至)国分東条町 113.460 ～R7.3

自)国分東条町 113.461 R3.8 R3.8

至)国分東条町 113.652 ～R8.7 ～R8.7

自)国分東条町 113.650 R3.2

至)国分東条町 114.070 ～R8.1

自)国分東条町 113.900 R3.4 R3.4

至)国分東条町 114.127 ～R8.3 ～R8.3

自)国分市場２丁目 114.120 R4.4 R4.4

至)国分市場２丁目 114.410 ～R9.3 ～R9.3

自)国分市場２丁目 114.410 R3.8

至)国分市場２丁目 114.539 ～R8.7

自)国分本町1丁目
（国分交差点）

115.750 R2.4 R2.4

至)国分本町1丁目
（国分交差点）

115.950 ～R7.3 ～R7.3

自)古町2丁目 118.090 R3.4 R3.4

至)古町3丁目 118.244 ～R8.3 ～R8.3

自)大正１丁目 118.495 R4.4 R4.4

至)大正３丁目 118.745 ～R9.3 ～R9.3

自)本郷1丁目2-14 118.880 R3.4

至)本郷1丁目2-5 118.980 ～R8.3

自)国分本郷1丁目
（本郷橋交差点）

119.312 R3.4 R3.4

自)国分本郷3丁目
（本郷橋交差点）

119.434 ～R8.3 ～R8.3

自)弓削町3丁目 120.200 R2.4

至)志紀町2丁目 120.330 ～R7.3

自)志紀町2丁目 120.251 R5.2 R5.2

至)志紀町3丁目 120.350 ～R10.1 ～R10.1

一般国道25号掘り返し規制情報
令和5年4月現在 (大阪国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部分

規制

令和5年度舗装
工事予定(舗装
工事以降は規制
がかかります)

備考車道 歩道

柏原市 200

柏原市 410

柏原市 150

柏原市 250

柏原市 220

柏原市 191

柏原市 420

柏原市 227

柏原市 290

柏原市 129

柏原市 154

柏原市 250

柏原市 200

柏原市 100

柏原市 122

八尾市 130

八尾市 99



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 (大阪国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部分

規制

令和5年度舗装
工事予定(舗装
工事以降は規制
がかかります)

備考車道 歩道

自)天王寺屋２丁目（志紀
町一丁目交差点南60m）

120.600 H30.9 H30.9 H30.9 H30.9

至)天王寺屋２丁目
（志紀町１丁目交差点）

120.910 ～R5.8 ～R5.8 ～R5.8 ～R5.8

自)天王寺屋２丁目 121.010 R4.7

至)天王寺屋１丁目 121.170 ～R9.6

自)相生町2丁目
（老原西口交差点）

122.180 R4.4 R4.4

至)南植松1丁目 122.437 ～R9.3 ～R9.3

自)相生町2丁目 122.210 R4.4 R4.4

至)南植松1丁目 122.437 ～R9.3 ～R9.3

自)永畑町3丁目 122.840 R3.4 R3.4

至)植松町8丁目 122.940 ～R8.3 ～R8.3

自)植松町8丁目
（太子堂交差点）

123.160 R2.4 R2.4

至)東太子2丁目
（太子堂交差点）

123.180 ～R7.3 ～R7.3

自)太子堂５丁目
（南太子堂交差点）

123.640 R2.4 R2.4

至)太子堂５丁目
（南太子堂交差点）

123.790 ～R7.3 ～R7.3

自)太子堂５丁目 123.795 R2.2 R2.2

至)太子堂５丁目 123.900 ～R7.1 ～R7.1

自)加美南５丁目 124.820 R2.4 R2.4

至)加美南５丁目 124.920 ～R7.3 ～R7.3

自)加美南5丁目（加美南
郵便局前交差点）

125.028 R4.7 R4.7

至)加美南5丁目（加美南3
交差点）

125.150 ～R9.6 ～R9.6

自)加美南5丁目 125.160 R5.1

至)加美西2丁目 126.110 ～R9.12

自)平野元町２（平野馬場
交差点）

127.445 R3.4

至)平野馬場2丁目 127.571 ～R8.3

自)平野上町1丁目（平野
馬場交差点）

127.445 R3.4

至)西脇3丁目 127.590 ～R8.3

自)平野馬場2丁目（平野
馬場交差点）

127.752 R4.2

至)平野馬場2丁目（平野
馬場2丁目交差点）

127.910 ～R9.1

自)平野馬場2丁目
127.910 R5.3

至)杭全8丁目
128.050 ～R10.2

自)杭全８丁目（平野大通
東交差点）

128.050
R3.4～
R8.3

○(第3走行)

至)杭全８丁目（杭全8丁
目東交差点）

128.217
R5.2～
R10.1

○(第1､2走行
追加)

自)杭全８丁目（杭全8丁
目交差点）

128.223 R3.4

至)杭全７丁目（杭全8丁
目交差点）

128.380 ～R8.3

八尾市 310

八尾市 160

八尾市 257

八尾市 227

八尾市 100

大阪市平野区 122

大阪市平野区 950

八尾市 20

八尾市 150

八尾市 105

大阪市平野区 100

大阪市平野区 126

大阪市平野区 145

大阪市東住吉区 158

大阪市東住吉区 167

大阪市平野区 140

大阪市東住吉区 157



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 (大阪国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部分

規制

令和5年度舗装
工事予定(舗装
工事以降は規制
がかかります)

備考車道 歩道

自)杭全８丁目（杭全8丁
目交差点）

128.223 R3.4

至)杭全７丁目（杭全8丁
目交差点）

128.350 ～R8.3

自)杭全８丁目（杭全8丁
目交差点）

128.300 R5.2

至)杭全6丁目（杭全6丁目
交差点）

128.526 ～R10.1

自)杭全7丁目（杭全東交
差点）

128.380 R3.12

至)杭全6丁目（杭全東交
差点）

128.495 ～R8.11

自)杭全6丁目（杭全6丁目
交差点）

128.526 R4.2

至)杭全6丁目（杭全交差
点）

128.659 ～R9.1

自)杭全1丁目（杭全交差
点）

128.650 R2.4 R2.4

至)杭全6丁目（杭全交差
点）

128.850 ～R7.3 ～R7.3

自)杭全1丁目
（杭全西交差点）

128.850 R2.4 R2.4

至)杭全1丁目
（杭全西交差点）

128.970 ～R7.3 ～R7.3

自)杭全2丁目 128.970 R3.4

至)杭全2丁目 129.060 ～R8.3

自)桑津4丁目［BP］ 129.190 R3.4

至)桑津3丁目［BP］ 129.410 ～R8.3

自)桑津1丁目［BP］ 129.190 R3.4

至)桑津1丁目［BP］ 129.410 ～R8.3

自)桑津3丁目［BP］ 129.516 R4.9

至)桑津3丁目［BP］ 129.676 ～R9.8

自)天王寺南3丁目［BP］ 129.989 R5.3

至)天王寺南2丁目［BP］ 130.169 ～R10.2

自)天王寺町北3丁目 130.160 R2.4

至)天王寺町北3丁目 130.260 ～R7.3

自）大道4丁目 130.840 R4.9

至）大道3丁目 130.910 ～R10.8

自）寺田町1丁目 130.860 R4.9 ○

至）大道2丁目 131.200 ～R10.8 第一走行

自）大道3丁目 130.910 R4.9 ○

至）北河堀町1丁目 131.180 ～R10.8 第二走行

大阪市東住吉区 127

大阪市東住吉区 115

大阪市東住吉区 226

大阪市東住吉区 133

大阪市東住吉区 200

大阪市東住吉区 120

大阪市東住吉区 90

大阪市東住吉区 220

大阪市東住吉区 220

大阪市東住吉区 160

大阪市阿倍野区 180

大阪市阿倍野区 100

大阪市天王寺区 70

大阪市天王寺区 340

大阪市天王寺区 270



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 (大阪国道事務所管内分)

市町村
区分

区間
キロ

ポスト
延長(m)

掘り返し規制期間
左記区間内での部分

規制

令和5年度舗装
工事予定(舗装
工事以降は規制
がかかります)

備考車道 歩道

自）大道2丁目 131.210 R4.9 ○

至）四天王寺1丁目 131.450 ～R10.8
第一走行
第四走行

自）大道2丁目 131.450 R4.9 ○

至）四天王寺1丁目 131.700 ～R10.8 第四走行

自）逢阪1丁目 131.750 R4.9 ○

至）逢阪1丁目 131.880 ～R10.8
第一走行
第二走行

自)逢坂2丁目 131.818 H31.4 H31.4

至)逢坂1丁目
131.870 ～R6.3 ～R6.3

自）逢阪1丁目 131.880 R4.9 ○

至）逢阪1丁目 132.090 ～R10.8
第一走行

自）下寺３丁目 132.090 R4.9 ○

至）下寺３丁目 132.220 ～R10.8 第一走行

自)日本橋５丁目（恵美須
交差点）

132.371 R3.4 R3.4

至)恵美須西１丁目（恵美
須交差点）

132.598 ～R8.3 ～R8.3

自)敷津東３丁目
（大国交差点）

133.150

至)難波中３丁目（元町２
丁目交差点）

134.000

自)敷津東2丁目 133.480 R5.3

至)敷津東1丁目 133.600 ～R10.2

自)元町３丁目 133.730 R3.4

至)難波中2丁目 133.980 ～R8.3

自)元町３丁目 133.755 R4.7 ○

至)難波中2丁目 133.908 ～R9.6 第2走行

大阪市天王寺区 52

大阪市浪速区 130

大阪市天王寺区 240

大阪市天王寺区 250

大阪市天王寺区 130

大阪市浪速区 227

 大阪市浪速区 850
共同溝
法によ
り規制

共同溝
法によ
り規制

浪速第一共同溝

大阪市天王寺区 210

 大阪市浪速区 153

 大阪市浪速区 120

 大阪市浪速区 250


