大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1960/2/1(月)

あびこ筋拡幅に伴う経路変更を実施
新設系統

〔77〕大阪駅前⇔生野車庫前

経路変更

〔54〕(旧)阿倍野橋⇔矢田 (新)阿倍野橋⇔矢田(阿倍野橋⇔西田辺間を変更)

新設停留所
副称追加
廃止停留所
1960/4/20(水)

松崎町･昭和町西1丁目･地下鉄昭和町･昭和町西3丁目･昭和町西4丁目･昭和町西5丁目 関連系統…54
農人橋･谷町4丁目･中央体育館前･東小橋北之町･東小橋南之町 関連系統…77
地下鉄昭和町 (追加)阿倍野区役所前 関連系統…54
阪南町東1丁目･阪南町東2丁目･阪南町東3丁目･阿倍野保健所前･阪南町東5丁目 関連系統…54

豊中市内への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔111〕阿倍野橋⇔豊中(豊中線)

新設停留所

菰江･菰江中之町･牛江･庄内駅前･(豊中)野田･稲津･服部･清風園･曽根･南桜塚･豊中市役所前･桜塚･豊中 関連系統…111

1960/5/1(日)

改称停留所

(旧)阪大南校前 (新)北畠東1丁目 関連系統…1･特1･4･特4･62･69･72･101

1960/5/5(木)

新設停留所

八幡屋元町3丁目 関連系統…45･特45･71

1960/5/24(火)

新設停留所

今津橋 関連系統…28甲乙

1960/6/1(水)

新設停留所

喜連西口 関連系統…58

1960/7/1(金)

改称停留所

(旧)生野保健所前 (新)北生野3丁目 関連系統…11

副称追加

大仁元町 (追加)大仁公設市場前 関連系統…39
堂島大橋 (追加)貿易センター前 関連系統…45･特45･53

副称削除

阿倍野筋4丁目 (削除) 斎場前 関連系統…1･特1･4･特4･6･7･8･24･62･69･72･101

1960/8/1(月)

新設停留所

1960/9/1(木)

新設系統

〔特23〕難波⇔喜連住宅前

経路変更

喜連西池前 関連系統…特23･58

1960/9/27(火)

新設停留所
備 考

1960/10/21(金)
1960/11/1(火)

新設停留所

新設停留所

大阪駅前⇔十三間の料金特定区間を廃止
穂積 関連系統…111
〔45〕(旧)大阪駅前⇔大阪港 (新)大阪駅前⇔大阪港(船津橋⇔川口町間を変更)
〔特45〕(旧)大阪駅前⇔第三突堤前 (新)大阪駅前⇔第三突堤前(船津橋⇔川口町間を変更)
〔53〕(旧)大阪駅前⇔辰巳橋 (新)大阪駅前⇔辰巳橋(船津橋⇔川口町間を変更)
今津新道 関連系統…28甲乙

難波津橋架け替えに伴う経路変更を実施
経路変更

廃止停留所
1960/12/1(木)

都島本通1丁目 関連系統…32･特32･33･34

端建蔵橋架け替えに伴う経路変更を実施
経路変更

1960/11/21(月)

三条通2丁目 関連系統…45･特45･特60急･71

〔特45〕(旧)大阪駅前⇔第三突堤前 (新)大阪駅前⇔第三突堤前(三条通2丁目⇔第一突堤前間を変更)
〔特60急〕(旧)上本町6丁目⇔第三突堤前 (新)上本町6丁目⇔第三突堤前(三条通2丁目⇔第一突堤前間を変更)
〔71〕(旧)天満橋⇔第三突堤前 (新)天満橋⇔第三突堤前(三条通2丁目⇔第一突堤前間を変更)
五条通3丁目 関連系統…特45･特60急･71

放出街道の一方通行化に伴う経路変更を実施
経路変更

〔11〕(旧)阿倍野橋⇔諏訪神社前 (新)阿倍野橋⇔諏訪神社前(諏訪神社前→深江橋間を変更)
〔17〕(旧)難波⇔諏訪神社前 (新)難波⇔諏訪神社前(諏訪神社前→深江橋間を変更)

新設停留所

諏訪西2丁目 関連系統…11･17

年月日不明

新設停留所

大和田東 関連系統…64

1961/3/25(土)

新設停留所

諏訪東 関連系統…11･17
諸口住宅前 関連系統…特36

1961/4/1(土)
1961/4/7(金)

備 考
新設系統
新設停留所

1961/4/25(火)

〔27〕大阪駅前⇔豊里町
西大道町3丁目･豊里小学校前･豊里町 関連系統…27

大阪環状線開業に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

1961/5/10(水)

中津営業所を開設

内環状線延伸に伴うダイヤ改正を実施

〔特53〕大阪港⇔大阪駅前

新設停留所

南八幡町･西田中町･石田芦花町･桂町･磯路町･弁天町駅前 関連系統…特53

改称停留所

(旧)諸口住宅前 (新)東諸口 関連系統…特36

大東市内への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔136〕大阪駅前⇔住道駅前(住道線)

新設停留所

鴻池新田･諸福･八ヶ新田･太子田･赤井･住道駅前 関連系統…136

1961/6/1(木)

改称停留所

(旧)江戸堀北通4丁目 (新)土佐堀4丁目 関連系統…31･55
(旧)茂左衛門橋 (新)靭本町4丁目 関連系統…35･71
(旧)靭南通 (新)靭本町 関連系統…35･71･75
(旧)西長居町 (新)西田辺町2丁目 関連系統…62

1961/9/1(金)

経路変更

〔41〕(旧)大阪駅前⇔南方 (新)大阪駅前⇔淡路(経路延長)
〔66〕(旧)難波⇔新森小路 (新)難波⇔北清水町(経路延長)

新設停留所
1961/10/1(日)

南方本町･山口町･啓発小学校前･阪急崇禅寺駅前･淡路本町1丁目･淡路 関連系統…41

府営矢田部住宅･公団東長居団地建設に伴うに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨62〕長居小学校前⇔南長居町
〔臨62P〕長居小学校前⇔矢田西通1丁目

経路変更

〔62〕(旧)阿倍野橋⇔東長居町 (新)阿倍野橋⇔矢田西通1丁目(経路延長)

新設停留所

玉江橋 関連系統…45･特45･53･特53
矢田西通1丁目 関連系統…62･臨62P
長居町東6丁目 関連系統…62･臨62･臨62P
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1961/10/1(日)

新設停留所

長居幼稚園前･東長居住宅前･南長居町 関連系統…臨62

1961/10/4(水)

新設停留所

敷津浦学園前 関連系統…48･65･特65

1961/10/11(水)

備 考

1961/12/1(金)

経路変更

1961/12/12(火)

長居営業所を開設
〔39〕(旧)上本町6丁目⇔十三 (新)上本町6丁目⇔新三国橋(経路延長)

一方通行化に伴う経路変更を実施
経路変更

〔68〕(旧)阿倍野橋⇔柴谷町 (新)阿倍野橋⇔柴谷町(今宮工高前⇔長橋通3丁目間を変更)

年月日不明

経路変更

〔51〕(旧)天満橋⇔難波 (新)天満橋⇔難波(末吉橋⇔日本橋筋1丁目間を変更)

1962/1/10(水)

経路変更

〔61〕(旧)大阪駅前⇔新森小路 (新)大阪駅前⇔新森小路(大阪駅前⇔梅田新道間を変更)

1962/2/1(木)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統
新設停留所

1962/3/18(日)

経路変更
新設停留所

1962/3/29(木)

新設系統
新設停留所

1962/5/1(火)

新設系統

新設停留所

1962/6/1(金)

経路変更

〔79〕大阪駅前⇔桜島梅町2丁目(市電代替系統)
西島屋町･三本松･島屋橋･桜島北之町･桜島梅町･桜島梅町2丁目 関連系統…79
〔69〕(旧)難波⇔苅田町 (新)難波⇔枯木町(経路延長)
枯木町 関連系統…69
〔78〕大阪駅前⇔大宮西之町3丁目
中野町2丁目･中野町4丁目･都島中通3丁目･都島中通5丁目･都島本通7丁目･御幸町1丁目･御幸町2丁目･御幸町3丁目･中宮町2丁目
大宮西之町3丁目 関連系統…78
〔76〕難波⇔北清水町
〔80〕阿倍野橋⇔西船町
〔150〕難波⇔安田
森町 関連系統…26･76
古市南通5丁目･古市北通5丁目･古市大通5丁目･旭東中学校前 関連系統…76
中開3丁目･栄町2丁目･栄町1丁目 関連系統…80
〔7〕(旧)阿倍野橋⇔住吉川 (新)阿倍野橋⇔住吉川西(経路延長)
〔48〕(旧)難波⇔平林町 (新)難波⇔平林町南港(経路延長)
〔65〕(旧)阿倍野橋⇔平林町 (新)阿倍野橋⇔平林町南港(経路延長)

新設停留所

緑木町･住吉川西 関連系統…7
平林町南港 関連系統…48･65

1962/7/10(火)

新設停留所

南開3丁目 関連系統…80

1962/8/1(水)

改称停留所

(旧)栄町2丁目 (新)浪速町東2丁目 関連系統…80
(旧)栄町1丁目 (新)浪速町東1丁目 関連系統…80

1962/9/1(土)

市域拡張地区への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
経路変更
新設停留所

1962/9/15(土)

備 考

1962/9/30(日)

新設系統

1962/10/7(日)

〔82〕難波⇔遠里小野橋
〔特65〕(旧)阿倍野橋⇔北釜口 (新)阿倍野橋⇔北釜口(阿倍野橋⇔粉浜本町1丁目間を変更)
塚西･帝塚山中1丁目 関連系統…特65･82
霞町･住之江操車場を開設

市域拡張地区への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔89〕阿倍野橋⇔長吉長原
出戸住宅前･出戸南口･長原北口･長吉中学校前･長吉長原 関連系統…89

十三通開通に伴うダイヤ改正を実施
経路変更
新設停留所

(1962年ごろ)

〔81〕西田辺⇔瓜破霊園前

経路変更

新設停留所

年月日不明

住之江営業所を開設

新設系統

備 考

1962/12/29(土)

積善橋･細田町6丁目･加美神明町 関連系統…63

南港通延伸に伴うダイヤ改正を実施

新設停留所
1962/11/26(月)

〔63〕(旧)難波⇔巽神社前 (新)難波⇔加美神明町(経路延長)

〔41〕(旧)大阪駅前⇔淡路 (新)大阪駅前⇔淡路(十三⇔西中島町2丁目間を変更)
十三市民病院前 関連系統…41

難波津橋架け替え完了に伴う経路変更を実施
経路変更

〔特45〕(旧)大阪駅前⇔第三突堤前 (新)大阪駅前⇔第三突堤前(三条通2丁目⇔第一突堤前間を変更)
〔特60急〕(旧)上本町6丁目⇔第三突堤前 (新)上本町6丁目⇔第三突堤前(三条通2丁目⇔第一突堤前間を変更)
〔71〕(旧)天満橋⇔第三突堤前 (新)天満橋⇔第三突堤前(三条通2丁目⇔第一突堤前間を変更)

新設停留所

五条通3丁目 関連系統…特45･特60急･71

年月日不明

新設停留所

流西 関連系統…特23･58･81

1963/1/15(火)

新設停留所

長吉城山 関連系統…89

1963/2/1(金)

経路変更
新設停留所

1963/3/26(火)

経路変更

1963/5/12(日)

西春日出町 関連系統…56･79
長居車庫前 関連系統…81

城北公園通延伸に伴うダイヤ改正を実施
新設停留所

1963/4/5(金)

〔81〕(旧)西田辺⇔瓜破霊園前 (新)長居車庫前⇔瓜破霊園前(経路延長)

経路変更

〔57〕(旧)天神橋筋6丁目⇔佃町6丁目 (新)毛馬橋⇔佃町6丁目(経路延長)
毛馬橋･長柄東通･長柄西通 関連系統…57
〔特4〕(旧)阿倍野橋⇔平野流町 (新)阿倍野橋⇔川辺(経路延長)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

新設停留所

〔83〕阿倍野橋⇔大阪駅前(市電代替系統)
〔84〕阿倍野橋⇔大阪駅前(市電代替系統)
〔85〕難波⇔天神橋筋6丁目(市電代替系統)
新町橋･靭公園前･江戸橋 関連系統…3･28甲乙･83･84･85
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1963/5/12(日)

1963/6/23(日)
1963/7/1(月)

1963/8/1(木)

新設停留所

霞町 関連系統…4･14･69･72･83･84･102･111
戎神社前･元町1丁目 関連系統…83
阪急東口･中崎町 関連系統…85

改称停留所

(旧)千北橋筋 (新)佃町5丁目 関連系統…38

八尾市内への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔121〕阿倍野橋⇔八尾市役所前(大蓮線)

経路変更

〔72〕(旧)難波→杉本町駅前→難波 (新)難波⇔浅香町(経路延長･ループ系統解消)

新設停留所

市立大学前･浅香町 関連系統…72
浪速学園前･岸田堂･北蛇草･南蛇草･柏田･長瀬神社前･南衣摺･大蓮(おばつじ)･金岡･久宝寺口･久宝寺小学校前･本町橋･八尾表町･西郷
関連系統…121

改称停留所

(旧)市立大学前 (新)山之内町4丁目 関連系統…72

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔87〕難波⇔天神橋筋6丁目(市電代替系統)
〔88〕大阪駅前⇔大阪港(市電代替系統)

改称停留所

(旧)浪速学園前 (新)浪花学園前 関連系統…121

1963/9/1(日)

新設停留所

土佐堀5丁目 関連系統…31･88
幸町4丁目 関連系統…39･55･70･特70
堂島大橋北詰 関連系統…87

1963/10/1(火)

新設停留所

巽四条町 関連系統…18･63

1963/11/1(金)

新設系統

〔特73〕生野車庫前⇔難波

経路変更

〔79〕(旧)大阪駅前⇔桜島梅町2丁 目 (新)大阪駅前⇔桜島駅前(市電代替系統･経路延長)

新設停留所
1963/12/25(水)

年月日不明
(1963年ごろ)
1964/3/8(日)

内環状線延伸に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔特67〕高井田⇔大阪駅前
〔86〕上本町6丁目⇔古市大通5丁目

経路変更

〔63〕(旧)難波⇔加美神明町 (新)難波⇔加美神明町2丁目(経路延長)

新設停留所

寝屋川大橋 関連系統…28甲乙･特67･86
市岡元町3丁目･市岡元町5丁目･港車庫前 関連系統…45･特45･71･88
加美神明町3丁目･加美神明町2丁目 関連系統…63
今福南5丁目･今福中5丁目 関連系統…特67･86
古市中通5丁目 関連系統…76･86

経路変更

新設系統

新設停留所
経路変更

新設停留所
備 考
1964/4/15(水)

六反西口･六反南口･長吉六反町 関連系統…特89
〔90〕野田阪神前⇔森町(市電代替系統)
〔91〕野田阪神前⇔鶴町4丁目(市電代替系統)
〔92〕野田阪神前⇔大阪港(市電代替系統)
松島町1丁目･松島町2丁目 関連系統…91
〔37〕(旧)大阪駅前⇔江口橋 (新)大阪駅前⇔井高野車庫前(経路延長)
〔38〕(旧)天満橋⇔佃町6丁目 (新)上本町6丁目⇔佃町6丁目(経路延長)
〔52〕(旧)天満橋⇔榎木橋 (新)上本町6丁目⇔榎木橋(経路延長)
北江口住宅前･北江口町･井高野小学校前･井高野車庫前 関連系統…37
井高野営業所を開設

守口市内への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

1964/6/1(月)

〔特89〕阿倍野橋⇔長吉六反町

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

1964/4/1(水)

〔6〕(旧)阿倍野橋⇔今里 (新)阿倍野橋⇔高井田(経路延長)
〔13〕(旧)今里⇔阿倍野橋 (新)高井田⇔阿倍野橋(経路延長)

市域拡張地区への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設停留所

1964/3/15(日)

元町2丁目 関連系統…48･49･特49･70･82･83
桜島町･桜島駅前 関連系統…79

〔130〕大阪駅前⇔八番(庭窪線)

新設停留所

北斗町･八雲･八雲小学校前･八番 関連系統…130

改称停留所

(旧)京阪本通 (新)守口市役所前 関連系統…32･130

経路変更

〔37〕(旧)大阪駅前⇔井高野車庫前 (新)大阪駅前⇔井高野車庫前(詳細不明)
〔78〕(旧)大阪駅前⇔大宮西之町3丁目 (新)大阪駅前⇔大宮西之町(経路延長)

新設停留所

江口君堂前 関連系統…37
大宮西之町 関連系統…78

1964/6/17(水)

廃止停留所

本町橋･西郷 関連系統…121

1964/7/6(月)

新設系統

〔95〕長居車庫前⇔長吉長原

1964/10/1(木)

路面電車の路線廃止･東海道新幹線開業に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨90〕野田阪神前⇔深江橋(市電代替系統)
〔93〕井高野車庫前⇔西中島南方
〔94〕西中島南方⇔福町
〔96〕天満橋⇔野田阪神前(市電代替系統)
〔103〕大阪駅北口⇔新大阪駅前

経路変更

〔48〕(旧)難波⇔平林町南港 (新)難波⇔平林町南港(平林町→平林町南港間を変更)
〔65〕(旧)阿倍野橋⇔平林町南港 (新)阿倍野橋⇔平林町南港(平林町→平林町南港間を変更)

新設停留所

空心町1丁目 関連系統…22･96･150
法円坂町 関連系統…26･74･76･90･臨90
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大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1964/10/1(木)

1964/10/16(金)

新設停留所

あびこ筋拡幅･中央大通延伸に伴う経路変更を実施
経路変更

1964/10/31(土)

1964/12/5(土)

本町1丁目 関連系統…35･特50･74･90･臨90
平林町北･平林町西 関連系統…48･65
内本町1丁目 関連系統…74･90･臨90
西中島町1丁目 関連系統…93
西中島南方 関連系統…93･94･103
塚本小学校前･柏里町･野里東2丁目･野里東3丁目･大和田中･大和田西 関連系統…94
豊崎東通･新大阪駅前 関連系統…103
〔62〕(旧)阿倍野橋⇔矢田西通1丁目 (新)阿倍野橋⇔矢田西通1丁目(阪南町中5丁目⇔長居小学校前間を変更)
〔76〕(旧)難波⇔北清水町 (新)難波⇔北清水町(上本町1丁目⇔森之宮西之町間を変更)

新設停留所

長居町東1丁目 関連系統…62
西田辺町1丁目 関連系統…62･81･95
中央体育館前(東側)･東保健所前 関連系統…76

廃止停留所

西田辺町2丁目･西長居住宅前 関連系統…62

改称停留所

(旧)花園橋 (新)九条新道 関連系統…31･39･45･特45･71･88･92
(旧)九条南通 (新)九条南2丁目 関連系統…53･特53
(旧)九条新道 (新)九条駅前 関連系統…53･特53
(旧)松島町1丁目 (新)松島公園前 関連系統…91
(旧)松島町2丁目 (新)千代崎橋 関連系統…91

市域拡張地区への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨特36〕大阪駅前⇔安田

経路変更

〔特36〕(旧)大阪駅前⇔安田 (新)大阪駅前⇔茨田大宮町(住道線･経路延長)

新設停留所

茨田大宮南･茨田大宮中･茨田大宮町 関連系統…特36

1964/12/27(日)

新設停留所

ワンマンカーの整理券取り付け･後乗前降制への移行開始

年月日不明
(1964年ごろ)

改称停留所

(旧)北生野3丁目 (新)生野市民館前 関連系統…11
(旧)市立運動場前 (新)八幡屋元町1丁目 関連系統…45･特45･60急･特60急･71･88

1965/2/1(月)

内環状線延伸に伴う経路変更を実施
経路変更

1965/3/18(木)
1965/3/25(木)

〔27〕(旧)大阪駅前⇔豊里町 (新)大阪駅前⇔豊里町(瑞光本通⇔豊里町間を変更)

新設停留所

西大道町1丁目 関連系統…27

改称停留所

(旧)野田駅前 (新)野田 関連系統…43甲乙･79
(旧)(豊中)野田 (新)庄内野田 関連系統…111

経路変更

〔23〕(旧)難波⇔田島町4丁目 (新)難波⇔今林町(経路延長)

新設停留所

浮田町 関連系統…85･87

1965/4/1(木)

新設停留所

鴫野東6丁目 関連系統…67･76

1965/6/6(日)

新設停留所

井高野南口 関連系統…37･93

1965/6/16(水)

新設停留所

亀甲町2丁目 関連系統…38･39･64･96

1965/7/1(木)

弁天ふ頭開設に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔98〕難波⇔弁天ふ頭
〔99〕天満橋⇔弁天ふ頭

経路変更

〔53〕(旧)辰巳橋⇔大阪駅前 (新)弁天ふ頭⇔大阪駅前(経路延長)
〔特53〕(旧)大阪港⇔大阪駅前 (新)大阪港⇔大阪駅前(磯路町⇔弁天町駅前間を変更)

新設停留所
1965/7/26(月)

1965/10/2(土)

トロリーバスの路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔12〕阿倍野橋⇔新深江(トロバス代替系統)
〔19〕新深江⇔四ツ橋(トロバス代替系統)

新設停留所

南河堀町 関連系統…9･特9･11･12･20･121
大道2丁目 関連系統…11･12･13･20
国分町 関連系統…12･20･121
佐野屋橋 関連系統…19
三休橋(西行のみ) 関連系統…19･50･76･150

四つ橋線延伸に伴う路線改廃を実施
経路変更

〔49〕(旧)西住之江⇔大阪駅前 (新)難波⇔西住之江(起終点交換･経路短縮)
〔101〕(旧)大阪駅前⇔駒川町6丁目 (新)難波⇔駒川町6丁目(経路短縮)
〔102〕(旧)大阪駅前⇔加美町 (新)難波⇔加美町(経路短縮)

廃止系統

〔特49〕難波⇔西住之江
〔83〕阿倍野橋⇔大阪駅前(市電代替系統)
〔84〕阿倍野橋⇔大阪駅前(市電代替系統)

廃止停留所
1965/11/13(土)

戎神社前･元町1丁目 関連系統…83

豊中市内への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統
新設停留所

1965/11/15(月)

弁天ふ頭･魁町 関連系統…53･特53･98･99
阿波座 関連系統…99

〔112〕野田阪神前⇔豊中インターチェンジ(伊丹線)
御幣島中2丁目･御幣島中3丁目･御幣島中4丁目･加島町･庄内西小学校前･庄内栄町5丁目･豊中インターチェンジ 関連系統…112

内環状線延伸に伴う経路変更を実施
経路変更

〔18〕(旧)今里⇔加美町 (新)今里⇔加美町(西足代⇔巽四条町間を変更)
〔63〕(旧)難波⇔加美神明町2丁目 (新)難波⇔加美神明町2丁目(西足代⇔巽四条町間を変更)

新設停留所

矢柄北 関連系統…18･63

改称停留所

(旧)巽大地町 (新)巽公設市場前 関連系統…18･63
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大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1965/12/16(金)

改称停留所

(旧)菰江中之町 (新)日出町 関連系統…111
(旧)牛江 (新)庄内東5丁目 関連系統…111
(旧)庄内野田 (新)庄内東1丁目 関連系統…111
(旧)穂積 (新)服部南町 関連系統…111
(旧)清風園 (新)豊中四中前 関連系統…111

年月日不明

新設停留所

阿倍野区役所前(東行･西行) 関連系統…6･8･58･59･89･特89･102

(1965年ごろ)

改称停留所

(旧)松崎町 (新)阿倍野区役所前 関連系統…54･特65

年月日不明

経路変更

1966/1/17(月)

新設停留所

巽四条町 関連系統…18･63

改称停留所

(旧)巽四条町 (新)四条南 関連系統…18･63

〔74〕(旧)阿倍野橋⇔大阪駅前 (新)阿倍野橋⇔大阪駅前(阿倍野橋⇔寺田町間を変更)
〔111〕(旧)阿倍野橋⇔豊中 (新)阿倍野橋⇔豊中(阿倍野橋⇔恵美須町間を変更)

1966/2/21(月)

備 考

9･特9･36･49号系統で赤急行･青急行の運行を開始

1966/2/25(金)

備 考

長吉営業所を開設

1966/4/1(金)

1966/5/1(日)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔30〕阿倍野橋⇔矢柄北
〔47〕阿倍野橋⇔本庄川崎町(市電代替系統)

経路変更

〔7〕(旧)阿倍野橋⇔住吉川西 (新)阿倍野橋⇔住吉川西(阿倍野橋⇔曳船町間を変更)

新設停留所

今池町 関連系統…7
日本橋 関連系統…4･14･15･25･47･特50
寺町 関連系統…25･36･特36･臨特36･46･47･136
田島中学校前･四条北 関連系統…30

廃止停留所

松田町1丁目 関連系統…7

車両制限令施行に伴う経路変更を実施
経路変更

1966/6/13(月)
1966/7/16(土)

(旧)柏里町 (新)塚本駅北口 関連系統…94

廃止停留所

竜之橋筋 関連系統…24

新設停留所

北港本町 関連系統…79

八尾市内への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統
新設停留所

1966/8/1(月)

〔122〕阿倍野橋⇔太子堂(柏原線)
春日町･南鞍作町･亀井(かんめ)･宮ノ町･跡部･太川神社前･太子堂 関連系統…122

車両制限令施行に伴う路線改廃を実施
新設系統

〔104〕大阪駅北口⇔榎木橋
〔臨104〕大阪駅北口⇔新大阪駅前

経路変更

〔5〕(旧)西住之江⇔駒川町6丁目 (新)遠里小野橋⇔駒川町6丁目(経路短縮)
〔41〕(旧)大阪駅前⇔淡路 (新)大阪駅前⇔淡路(詳細不明)
〔103〕(旧)大阪駅北口⇔新大阪駅前 (新)大阪駅北口⇔榎木橋(経路延長)

廃止系統

〔52〕上本町6丁目⇔榎木橋

新設停留所

宮原町2丁目 関連系統…104
大淀町南1丁目･大淀町中1丁目･木川公設市場前･木川栄橋･木川東之町4丁目 関連系統…104･臨104

廃止停留所

住之江駅前･墨江西5丁目･墨江中5丁目 関連系統…5
三国本町 関連系統…52

備 考
1966/8/15(月)

〔24〕(旧)難波⇔住吉大社前 (新)難波⇔住吉御田前(住吉御田前→住吉町間を変更･終点変更)

改称停留所

経路変更

上本町6丁目(北行北側)に1･2号系統が新たに停車
〔特65〕(旧)阿倍野橋⇔北釜口 (新)阿倍野橋⇔平林北之町(経路延長)

新設停留所

平林四号池･平林北之町･平林北之町南･平林四号橋 関連系統…特65

廃止停留所

北釜口 関連系統…特65

1966/9/30(金)

新設停留所

九条南1丁目 関連系統…31･39･45･特45･71･88･92
柏里町 関連系統…94

1966/12/16(金)

備 考

年月日不明

新設停留所

樋上町 関連系統…15･47
新北野中学校前 関連系統…94
北桜塚 関連系統…111

改称停留所

(旧)生野市民館前 (新)生野会館前 関連系統…11
(旧)東保健所前 (新)法円坂住宅前 関連系統…76

1967/1/16(月)

3･14･15･25･27･37･47･臨90号系統で赤急行･青急行の運行を開始
28甲号系統で赤急行の運行を開始
28乙号系統で青急行の運行を開始

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨2A〕阿倍野橋⇔天満橋

新設停留所

京阪東口 関連系統…1･2･臨2･臨2A･26･28甲乙･31･38･66

1967/1/23(月)

改称停留所

(旧)日本橋 (新)堺筋道頓堀 関連系統…4･14･15･25･47･特50
(旧)西道頓堀橋 (新)幸町1丁目 関連系統…75

1967/3/1(水)

経路変更

〔12〕(旧)新深江⇔阿倍野橋 (新)東深江⇔阿倍野橋(トロバス代替系統･経路延長)
〔19〕(旧)新深江⇔四ツ橋 (新)東深江⇔四ツ橋(トロバス代替系統･経路延長)

経路変更

〔30〕(旧)阿倍野橋⇔矢柄北 (新)阿倍野橋⇔矢柄北(詳細不明)

1967/3/15(水)
1967/3/25(土)

谷町線開業に伴う路線改廃を実施
経路変更

〔22〕(旧)東深江⇔大阪駅北口 (新)東深江⇔天満橋(経路短縮)
〔38〕(旧)上本町6丁目⇔佃町6丁目 (新)大阪駅前⇔佃町6丁目(経路短縮)
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大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1967/3/25(土)
1967/4/20(木)

廃止系統
新設系統
新設停留所
備 考

1967/5/10(水)
1967/8/1(火)

経路変更

1967/9/25(月)

〔特81〕長居車庫前⇔高野大橋
瓜破中学校前･高野大橋(北側)･高野大橋(北行南側) 関連系統…特81
古市営業所を開設
〔9〕(旧)阿倍野橋⇔近鉄八尾駅前 (新)阿倍野橋⇔近鉄八尾駅前(寺田町→阿倍野橋間を変更)
〔特9〕(旧)阿倍野橋⇔加美町 (新)阿倍野橋⇔加美町(寺田町→阿倍野橋間を変更)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔108〕上本町6丁目⇔新千歳町(市電代替系統)
〔臨108〕大正橋⇔新千歳町(市電代替系統)

経路変更

〔特70〕(旧)難波⇔鶴町4丁目 (新)上本町6丁目⇔鶴町4丁目(経路延長)

新設停留所
1967/9/13(水)

〔96〕天満橋⇔野田阪神前(市電代替系統)

市域拡張地区への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施

経路変更

三泉市場前･泉尾梅ノ町1丁目･泉尾梅ノ町3丁目･泉尾梅ノ町4丁目･北恩加島町･新千歳町 関連系統…108･臨108
〔24〕(旧)難波⇔住吉御田前 (新)難波⇔住吉御田前(阿倍野筋8丁目⇔住吉大社前間を変更)
〔62〕(旧)阿倍野橋⇔矢田西通1丁目 (新)阿倍野橋⇔矢田行基橋(経路延長)

新設停留所

粉浜東之町･住吉警察署前 関連系統…24
矢田中通2丁目･矢田中通5丁目･矢田行基橋 関連系統…62

廃止停留所

北畠･帝塚山3丁目･帝塚山4丁目･住吉東 関連系統…24

阿倍野区の住居表示実施に伴う停留所名変更を実施
改称停留所

(旧)阿倍野筋8丁目 (新)北畠公園前 関連系統…1･特1･4･特4･24･62･69･72･101
(旧)北畠東1丁目 (新)阪南団地前 関連系統…1･特1･4･特4･24･62･69･72･101
(旧)播磨町東1丁目 (新)播磨町1丁目 関連系統…4･特4･5･62･特65･101
(旧)阪南町中5丁目 (新)阪南町5丁目 関連系統…4･特4･5･62･特65･101
(旧)西田辺 (新)地下鉄西田辺 関連系統…4･特4･5･54･62･特65･81･特81･95･101
(旧)宮津町 (新)戎本町 関連系統…48･49･70･82
(旧)浜口町中2丁目 (新)浜口中2丁目 関連系統…49･65･特65
(旧)皿池町 (新)地下鉄岸里 関連系統…49･65･82
(旧)粉浜本町1丁目 (新)地下鉄玉出 関連系統…49･65･特65･82
(旧)昭和町西1丁目 (新)昭和町1丁目 関連系統…54･特65
(旧)昭和町西3丁目 (新)昭和町3丁目 関連系統…54･特65
(旧)昭和町西4丁目 (新)昭和町4丁目 関連系統…54･特65
(旧)昭和町西5丁目 (新)昭和町5丁目 関連系統…54･特65
(旧)長居小学校前 (新)地下鉄長居 関連系統…62･臨62･臨62P
(旧)我孫子東4丁目 (新)地下鉄あびこ 関連系統…69

備 考

ワンマンカーを全車後乗前降に変更

1967/9/30(土)

備 考

鶴町営業所を開設、梅田営業所を廃止

1967/10/2(月)

備 考

45･臨55･臨特70号系統で青急行･赤急行の運行を開始

1967/11/20(月)

経路変更

1967/12/10(日)

備 考

55･75号系統で急行運転を開始

1967/12/15(金)

新設系統

〔105〕弁天ふ頭⇔第三突堤前
〔106〕弁天ふ頭⇔第三突堤前

経路変更

〔71〕(旧)天満橋⇔第三突堤前 (新)天満橋⇔大阪港(経路短縮)

新設停留所
備 考
1967/12/18(月)

音羽町･東田中町･朝潮橋駅前･八幡屋浮島町 関連系統…105
港南中学校前･北福崎町･福栄橋･南福崎町 関連系統…106
2号系統で急行運転を開始

交差点の右折禁止解除に伴う経路変更を実施
経路変更

1967/12/28(木)

〔30〕(旧)阿倍野橋⇔矢柄北 (新)阿倍野橋⇔生野車庫前(経路延長)

〔16〕(旧)大阪駅前⇔高井田 (新)大阪駅前⇔高井田(詳細不明)
〔臨16〕(旧)大阪駅前⇔上本町6丁目 (新)大阪駅前⇔上本町6丁目(詳細不明)
〔41〕(旧)大阪駅前⇔淡路 (新)大阪駅前⇔淡路(詳細不明)
〔48〕(旧)難波⇔平林町南港 (新)難波⇔平林町南港(詳細不明)
〔49〕(旧)難波⇔西住之江 (新)難波⇔西住之江(詳細不明)
〔70〕(旧)阿倍野橋⇔西船町 (新)阿倍野橋⇔西船町(詳細不明)
〔82〕(旧)難波⇔遠里小野橋 (新)難波⇔遠里小野橋(詳細不明)
〔104〕(旧)大阪駅北口⇔榎木橋 (新)大阪駅北口⇔榎木橋(詳細不明)
〔臨104〕(旧)大阪駅北口⇔新大阪駅前 (新)大阪駅北口⇔新大阪駅前(詳細不明)

市域拡張地区への乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨特9〕阿倍野橋⇔加美長沢町
〔特31〕新森小路⇔天満橋
〔96〕長居車庫前⇔長吉六反町

経路変更

〔89〕(旧)阿倍野橋⇔長吉長原 (新)阿倍野橋⇔長吉車庫前(経路延長)
〔特89〕(旧)阿倍野橋⇔長吉六反町 (新)阿倍野橋⇔長吉六反町(経路延長)
〔95〕(旧)長居車庫前⇔長吉長原 (新)長居車庫前⇔長吉車庫前(経路延長)
〔101〕(旧)難波⇔駒川町6丁目 (新)難波⇔湯里町4丁目(経路延長)

新設停留所

加美柿花町･加美長沢町 関連系統…臨特9
今福北3丁目･今福中3丁目 関連系統…特31
長吉長原第四住宅前･長吉車庫前 関連系統…89･95
長吉六反町 関連系統…特89･96
湯里町2丁目･湯里町3丁目･湯里町4丁目 関連系統…101

改称停留所

(旧)長吉六反町 (新)六反東住宅前 関連系統…特89･96
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大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1968/2/20(火)

喜連町地区の区画整理に伴う経路変更を実施

1968/5/1(火)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施

経路変更
新設系統

〔107〕天満橋⇔大阪港(市電代替系統)
〔臨107〕天満橋⇔港車庫前(市電代替系統)
〔臨107A〕天満橋⇔川口町(市電代替系統)

番号変更

〔60急〕→〔60〕上本町6丁目⇔大阪港
〔特60急〕→〔特60〕上本町6丁目⇔第三突堤前

廃止系統

〔99〕天満橋⇔弁天ふ頭

廃止停留所
1968/9/1(土)

1968/9/15(土)
1968/10/1(月)

〔8〕(旧)阿倍野橋⇔瓜破町 (新)阿倍野橋⇔瓜破町(平野南口⇔喜連町間を変更)

阿波座 関連系統…99

湊区の住居表示実施に伴う停留所名変更を実施
新設停留所

幸町1丁目(東行･西行) 関連系統…39･60･特60･70･特70･臨70･87･98･臨98･108

改称停留所

(旧)天保山桟橋 (新)天保山 関連系統…45･特45･特53･60･特60･71･88･92･107
(旧)三条通4丁目 (新)大阪港駅前 関連系統…45･特45･特53･60･特60･71･88･92･107
(旧)三条通2丁目 (新)築港1丁目 関連系統…45･特45･特53･60･特60･71･88･92･107
(旧)八幡屋元町3丁目 (新)港晴 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･107
(旧)八幡屋元町1丁目 (新)八幡屋 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･105･107
(旧)港車庫前 (新)池島 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･107･臨107
(旧)新池田町 (新)三先 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･107･臨107
(旧)夕凪橋 (新)夕凪 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･106･107･臨107
(旧)市岡元町5丁目 (新)港区役所前 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･106･107･臨107
(旧)市岡元町4丁目 (新)市岡 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･106･107･臨107
(旧)市岡元町3丁目 (新)市岡元町 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･107･臨107
(旧)市岡元町2丁目 (新)南市岡 関連系統…45･特45･60･特60･71･88･92･107･臨107
(旧)五条通3丁目 (新)築港小学校前 関連系統…特45･特60
(旧)魁町 (新)安治川大橋 関連系統…53･特53･98･105･106
(旧)南八幡屋町 (新)港晴北 関連系統…特53
(旧)西田中町 (新)石田3丁目 関連系統…特53
(旧)石田芦花町 (新)石田2丁目 関連系統…特53
(旧)桂町 (新)弁天3丁目 関連系統…特53
(旧)磯路町 (新)弁天2丁目 関連系統…特53･106
(旧)音羽町 (新)磯路 関連系統…105
(旧)東田中町 (新)田中 関連系統…105
(旧)八幡屋浮島町 (新)浮島橋 関連系統…105
(旧)北福崎町 (新)福崎1丁目 関連系統…106
(旧)南福崎町 (新)福崎2丁目 関連系統…106

経路変更

〔68〕(旧)阿倍野橋⇔柴谷町 (新)阿倍野橋⇔柴谷町(今宮工高前⇔長橋通3丁目間を変更)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔29〕桜川2丁目⇔出島(市電代替系統･三宝線)
〔特29〕難波⇔三宝(市電代替系統･三宝線)
〔臨29〕桜川2丁目⇔三宝(市電代替系統･三宝線)
〔臨29A〕桜川2丁目⇔住之江公園前(市電代替系統)
〔特87〕阿倍野橋⇔福島西通(市電代替系統)
〔臨87A〕桜川2丁目⇔福島西通(市電代替系統)
〔109〕難波⇔杭全町(市電代替系統)

新設停留所

北公園前･大浜北町･大浜南町･出島 関連系統…29
南加賀屋町･松屋･浅香山通･三宝 関連系統…29･特29･臨29
南津守･造船所通･北加賀屋町 関連系統…29･特29･臨29･臨29A
赤手拭稲荷前･芦原橋 関連系統…29･特29･臨29･臨29A･特87
勘助町 関連系統…特87
戎神社前 関連系統…特87･109

改称停留所

(旧)北加賀屋町 (新)北加賀屋町3丁目 関連系統…68

副称追加

北加賀屋町 (追加)加賀屋天満宮前 関連系統…29･特29･臨29･臨29A

1968/11/15(木)

道路工事に伴うダイヤ改正を実施

1968/11/23(金)

内環状線延伸に伴う経路変更を実施

新設系統

1968/12/18(火)

新設系統

〔臨53〕弁天ふ頭⇔弁天町駅前

経路変更

〔20〕(旧)阿倍野橋⇔布施三ノ瀬 (新)阿倍野橋⇔布施三ノ瀬(片江町4丁目⇔腹見町間を変更)
〔21〕(旧)布施三ノ瀬⇔難波 (新)布施三ノ瀬⇔難波(腹見町⇔片江町4丁目間を変更)
〔臨21〕(旧)布施三ノ瀬⇔今里 (新)布施三ノ瀬⇔今里(腹見町⇔片江町4丁目間を変更)

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

1969/1/26(土)
1969/2/1(金)

〔臨41〕大阪駅前⇔淡路本町1丁目

新設停留所

〔110〕守口車庫前⇔天満橋(市電代替系統)
〔特110〕守口車庫前⇔阿倍野橋(市電代替系統)
浜口西2丁目 関連系統…65･特65

路面電車の路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨79〕大阪駅前⇔春日出車庫前(市電代替系統)
〔臨79A〕西九条⇔春日出車庫前(市電代替系統)
〔臨79B〕大阪駅前⇔島屋橋(市電代替系統)
〔99〕古市南通2丁目⇔島屋橋(市電代替系統)
7./.9_

大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1969/2/1(金)

新設系統

〔臨99〕古市南通2丁目⇔春日出車庫前(市電代替系統)

廃止系統

〔4〕大阪駅前⇔駒川町6丁目
〔16〕高井田⇔大阪駅前
〔特31〕新森小路⇔大阪駅前

新設停留所

1969/2/17(日)
1969/4/1(火)

備 考
新設系統

〔特34〕守口車庫前⇔阪急東口(市電代替系統)

経路変更

〔34〕(旧)太子橋⇔難波 (新)守口車庫前⇔難波(経路延長)
〔98〕(旧)弁天ふ頭⇔難波 (新)弁天ふ頭⇔上本町6丁目(経路延長･弁天ふ頭⇔辰巳橋間を変更)
〔臨98〕(旧)境川⇔難波 (新)境川⇔上本町6丁目(経路延長)

廃止系統

〔1〕大阪駅前⇔遠里小野橋
〔臨34B〕太子橋⇔大阪駅前
〔臨41〕大阪駅前⇔淡路本町1丁目

新設停留所
備 考
1969/6/1(日)

経路変更

新設停留所
備 考

1969/6/20(金)

1969/7/21(月)

桜川バスターミナルを開設
〔103〕(旧)大阪駅北口⇔新大阪駅前 (新)大阪駅北口⇔榎木橋(経路延長･済生会病院前⇔西中島南方間を変更)
〔56〕(旧)酉島町⇔天神橋筋6丁目 (新)酉島町⇔天神橋筋6丁目(西九条⇔吉野町間を変更)
〔臨56〕(旧)酉島町⇔大阪駅北口 (新)酉島町⇔大阪駅北口(西九条⇔吉野町間を変更)
〔57〕(旧)毛馬橋⇔佃町6丁目 (新)毛馬橋⇔佃町6丁目(吉野町⇔西九条間を変更)
〔臨57〕(旧)大阪駅北口⇔佃町6丁目 (新)大阪駅北口⇔佃町6丁目(吉野町⇔西九条間を変更)
野田中学校前 関連系統…56･臨56･57･臨57
新家町 関連系統…56･臨56･57･臨57

新設系統

〔52〕阿倍野橋⇔難波

経路変更

〔68〕(旧)阿倍野橋⇔柴谷町 (新)阿倍野橋⇔柴谷町(長橋通3丁目⇔北津守･宝橋通⇔津守町西8丁目間を変更)

新設停留所

津守町東3丁目 関連系統…29･特29･臨29･臨29A･68

廃止停留所

長橋通9丁目･入船橋･津守町西7丁目 関連系統…68

新設停留所

大成通 関連系統…11･特16･17･21･86
今里車庫前 関連系統…11･特16･17･21･86
東小橋南之町(西行西側) 関連系統…特16･17･21･23･特23･63･73･86
土佐堀4丁目(東行) 関連系統…31･45･特45･53･特53･88･107
波除 関連系統…53･特53

改称停留所

(旧)大成通(東行) (新)東小橋南之町(東行) 関連系統…11･特16･17･21･86
(旧)大成通(西行) (新)東小橋西之町(西行東側) 関連系統…11

廃止停留所

剱橋 関連系統…11･特16･17･21･86

内環状線建設工事に伴う経路変更を実施

新設停留所

〔18〕(旧)今里⇔加美町 (新)今里⇔加美町(巽神社前⇔四条南間を変更)
〔63〕(旧)難波⇔加美神明町2丁目 (新)難波⇔加美神明町2丁目(巽神社前⇔四条南間を変更)
〔64〕(旧)大阪駅前⇔大和田町 (新)大阪駅前⇔大和田町(千船大橋通→大和田西2丁目･大和田町本通→千船大橋通間を変更)
大和田西1丁目 関連系統…64

新設系統

〔臨28〕天満橋→徳庵橋→天満橋(系統分割)

経路変更

〔28甲･乙〕(旧)難波⇔徳庵橋⇔難波(循環系統)
〔28〕(新)難波→徳庵橋→難波(系統分割･循環系統解消)
〔臨33〕(旧)新森小路5丁目⇔大阪駅前 (新)新森公園前⇔大阪駅前(経路延長)

備 考
1969/8/20(水)

桜川バスターミナル 関連系統…29･臨29･臨29A･臨87A

なにわ筋延伸･阪神高速堺線建設に伴う路線改廃を実施

経路変更

1969/8/1(金)

〔29〕(旧)桜川2丁目⇔出島 (新)桜川バスターミナル⇔出島(経路延長)
〔臨29〕(旧)桜川2丁目⇔三宝 (新)桜川バスターミナル⇔三宝(経路延長)
〔臨29A〕(旧)桜川2丁目⇔住之江公園 (新)桜川バスターミナル⇔住之江公園(経路延長)
〔臨87A〕(旧)桜川2丁目⇔福島西通 (新)桜川バスターミナル⇔福島西通(経路延長)

九条梅田線開通に伴う経路変更を実施
経路変更

1969/6/16(月)

〔18〕(旧)今里⇔加美町 (新)今里⇔加美町(巽四条町⇔四条南間を変更)
〔63〕(旧)難波⇔加美神明町2丁目 (新)難波⇔加美神明町2丁目(巽四条町⇔四条南間を変更)

桜川バスターミナル開設に伴う路線改廃を実施
経路変更

1969/4/20(日)

谷町9丁目 関連系統…3･15･特16･臨16･17･21･23･特23･25･35･39･60･特60･63･特70･73･特73･98･臨98･108
長柄国分寺 関連系統…32･特32･33･34･特34･130
玉船橋･汐干橋 関連系統…98

内環状線建設工事に伴う経路変更を実施
経路変更

1969/4/17(木)

81号系統で急行運転を開始

路面電車事業全廃に伴うダイヤ改正を実施

新設停留所

1969/4/10(木)

河内町 関連系統…36･特36･臨特36･61･67･特67･99･臨99･136
桜の宮橋 関連系統…36･特36･臨特36･61･67･特67･99･臨99･136･150
四貫島大通2丁目 関連系統…43甲乙･56･57･79･臨79･臨79A･臨79B･99･臨99

特1･67･特67･74･77号系統でワンマンカーの運行を開始

新設系統

〔臨54〕阿倍野橋⇔西鷹合町3丁目
〔臨54P〕地下鉄西田辺⇔西鷹合町3丁目

経路変更

〔41〕(旧)大阪駅前⇔淡路 (新)大阪駅前⇔西淡路町(経路延長)
〔54〕(旧)阿倍野橋⇔矢田 (新)阿倍野橋⇔矢田(矢田→田辺本町8丁目間を変更)

新設停留所

備 考

淡路本町2丁目･西淡路町 関連系統…41
矢田小学校前 関連系統…54
西鷹合住宅前･長居公園東口･長居公園北口 関連系統…54･臨54･臨54P
特34系統で赤急行･青急行の運行を開始
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大阪市バス歴代改訂履歴 1960-1969
1969/9/1(月)

1969/10/1(水)

トロリーバスの路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
都島区の住居表示実施に伴う停留所名変更も同日実施
新設系統

〔臨12〕今里⇔阿倍野橋(トロバス代替系統)
〔83〕阿倍野橋⇔本田町1丁目(トロバス代替系統)
〔84〕弁天ふ頭⇔杭全町(トロバス代替系統)
〔臨84〕今里⇔四ツ橋(トロバス代替系統)

経路変更

〔特34〕(旧)守口車庫前⇔阪急東口 (新)守口車庫前⇔大阪駅前(市電代替系統･経路延長)
〔39〕(旧)上本町6丁目⇔新三国橋 (新)野田阪神前⇔新三国橋(経路短縮)
〔40〕(旧)難波⇔新三国橋 (新)大阪駅前⇔新三国橋(経路短縮)
〔70〕(旧)阿倍野橋⇔西船町 (新)難波⇔西船町(経路短縮)

廃止系統

〔5〕駒川町6丁目⇔遠里小野橋
〔23〕難波⇔今林町
〔34〕難波⇔守口車庫前
〔臨40〕大阪駅前⇔新三国橋
〔臨70〕難波⇔西船町
〔82〕難波⇔遠里小野橋

新設停留所

舟橋町 関連系統…74･83
大浪橋東詰 関連系統…75･80
西区役所前 関連系統…83･84
本田町3丁目･国津橋･安治川1丁目･安治川トンネル前 関連系統…84

改称停留所

(旧)都島本通6丁目 (新)都島本通4丁目 関連系統…32･特32･61･130
(旧)都島南通 (新)都島区役所前 関連系統…61･78･110･特110
(旧)中野町2丁目 (新)中野町4丁目 関連系統…78
(旧)中野町4丁目 (新)中野町3丁目 関連系統…78
(旧)都島中通3丁目 (新)都島中通2丁目 関連系統…78
(旧)都島中通5丁目 (新)都島中通3丁目 関連系統…78
(旧)都島本通7丁目 (新)都島本通5丁目 関連系統…78
(旧)御幸町1丁目 (新)内代町 関連系統…78
(旧)御幸町2丁目 (新)御幸町1丁目 関連系統…78
(旧)御幸町3丁目 (新)御幸町2丁目 関連系統…78

トロリーバスの路線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔97〕大阪駅前⇔神崎橋(トロバス代替系統)

経路変更

〔31〕(旧)新森小路⇔境川 (新)北清水町⇔境川(清水小学校前⇔新森小路間を変更)
〔臨31〕(旧)新森小路⇔天満橋 (新)北清水町⇔天満橋(清水小学校前⇔新森小路間を変更)
〔特32〕(旧)守口車庫前⇔大阪駅前 (新)守口車庫前⇔大阪駅前(天神橋筋6丁目⇔大阪駅前間を変更)
〔33〕(旧)新森小路⇔大阪駅前 (新)北清水町⇔大阪駅前(清水小学校前⇔新森小路間を変更)
〔臨33A〕(旧)新森小路⇔天神橋筋6丁目 (新)北清水町⇔天神橋筋6丁目(清水小学校前⇔新森小路間を変更)
〔66〕(旧)北清水町⇔難波 (新)北清水町⇔難波(清水小学校前⇔新森小路間を変更)

新設停留所

十三元今里･田川通･三津屋･加島町東･加島町西･神崎橋 関連系統…97

廃止停留所

新森小路北3丁目･新森小路北2丁目 関連系統…31･臨31･33･臨33A･66

備 考
1969/10/20(月)

経路変更
新設停留所

1969/10/31(金)

経路変更

1969/11/1(土)

新設停留所

春日出営業所を開設
〔63〕(旧)難波⇔加美神明町2丁目 (新)難波⇔加美神明東住宅前(経路延長)
加美神明東住宅前 関連系統…63
〔104〕(旧)大阪駅北口⇔榎木橋 (新)大阪駅北口⇔榎木橋(済生会病院前⇔西中島南方間を変更)
平尾町 関連系統…55･70･特70･臨特70･75･80･91
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