大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1974/7/22(月)

淀川区･鶴見区･住之江区･平野区の分区発足に伴うダイヤ改正を実施
分区発足した各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

〔19〕長居車庫前⇔阿倍野橋(巡回系統)
〔40〕住之江公園前⇔住之江区役所前(巡回系統)
〔臨特41〕東淀川区役所前⇔東淀川駅前(巡回系統)
〔71〕緑1丁目⇔西諸口(巡回系統)
〔77〕東淀川区役所前⇔新大阪駅東口(巡回系統)

経路変更

〔臨37〕(旧)井高野車庫前⇔天神橋筋6丁目 (新)井高野車庫前⇔天神橋筋6丁目(瑞光本通⇔柴島東口間を変更)

新設停留所

下新庄1丁目 関連系統…27･37･臨特41･77･93
豊里三番町北･豊里三番町西 関連系統…臨37
柴谷住宅前･緑木1丁目･地下鉄北加賀屋 関連系統…40
東淀川区役所前･東淀川郵便局前･下新庄公園北口･下新庄3丁目･下新庄4丁目･下新庄駅西口 関連系統…臨特41･77
放出東2丁目･汎愛高校前･今津中3丁目･今津北3丁目 関連系統…71
飛鳥住宅前･南方町 関連系統…77

改称停留所

◆淀川区内
(旧)十三西之町 (新)淀川警察署前 関連系統…39･111
(旧)野中南通 (新)野中南2丁目 関連系統…39･111
(旧)堀上通 (新)野中北1丁目 関連系統…39･111
(旧)堀上通3丁目 (新)新高2丁目 関連系統…39
(旧)新高南通3丁目 (新)新高5丁目 関連系統…39
(旧)新高南通2丁目 (新)新高小学校前 関連系統…39
(旧)新高南通 (新)新高1丁目 関連系統…39･111
(旧)十三東之町 (新)淀川区役所前 関連系統…41･93･104･臨104
(旧)木川西之町 (新)木川西2丁目 関連系統…41･93
(旧)木川東之町 (新)木川東2丁目 関連系統…41･93
(旧)西中島町4丁目 (新)西中島6丁目 関連系統…41･104･臨104
(旧)西中島町 (新)西中島 関連系統…41･104･臨104
(旧)南方 (新)西中島5丁目 関連系統…41
(旧)十三南之町2丁目 (新)新北野3丁目 関連系統…43甲乙･臨43
(旧)塚本町1丁目 (新)塚本2丁目 関連系統…43甲乙･臨43
(旧)西中島町1丁目 (新)西中島1丁目 関連系統…93
(旧)加島町東 (新)加島東 関連系統…97
(旧)加島町西 (新)加島西 関連系統…97
(旧)加島町 (新)加島 関連系統…97･112
(旧)木川東之町4丁目 (新)木川東4丁目 関連系統…104･臨104
(旧)宮原町 (新)宮原5丁目 関連系統…104･臨104
(旧)三国町 (新)東三国1丁目 関連系統…104
(旧)三国本町東 (新)三国本町3丁目 関連系統…104
(旧)北中島 (新)北中島小学校前 関連系統…104･臨104
(旧)井有 (新)東三国井有 関連系統…104･臨104
(旧)十八条町 (新)十八条1丁目 関連系統…104･臨104
◆鶴見区内
(旧)鶴見町西口 (新)鶴見西口 関連系統…36･臨36･特36･46･136･150･特150
(旧)鶴見町 (新)鶴見 関連系統…36･臨36･特36･46･136･150･特150
(旧)今福中5丁目 (新)今福鶴見 関連系統…66･特67･71･86
(旧)古市南通5丁目 (新)鶴見5丁目 関連系統…66･71･86
(旧)古市中通5丁目 (新)鶴見6丁目 関連系統…66･71･86
(旧)古市北通5丁目 (新)緑1丁目中 関連系統…66･71･86
(旧)古市大通5丁目 (新)緑1丁目 関連系統…66･71･86
(旧)今福南5丁目 (新)今福鶴見南 関連系統…特67･71･86
◆住之江区内
(旧)住吉川 (新)西加賀屋4丁目 関連系統…7･29･臨29･臨29A･特29･40･76
(旧)緑木町 (新)緑木2丁目 関連系統…7･40
(旧)北島町2丁目 (新)新北島5丁目 関連系統…14･臨14･24･48･65･特65･臨特65
(旧)釜口町 (新)平林東口 関連系統…14･臨14･24･48･65･特65･臨特65
(旧)平林南之町 (新)平林南2丁目 関連系統…14･臨14･24･48･65
(旧)平林町 (新)平林南 関連系統…14･臨14･24･48･65
(旧)平林南口 (新)平林西口 関連系統…14･臨14･24･48･65
(旧)御崎町2丁目 (新)南稜中学校前 関連系統…24･40･45･48･49･臨49･65･特65･臨特65
(旧)浜口西2丁目 (新)住之江区役所前 関連系統…24･40･45･49･臨49･65･特65･臨特65
(旧)浜口中2丁目 (新)浜口 関連系統…24･45･49･臨49･65･特65･臨特65
(旧)安立町 (新)安立1丁目 関連系統…24
(旧)北加賀屋町 (新)北加賀屋 関連系統…29･臨29･臨29A･特29･40･76
(旧)住吉加賀屋 (新)御崎1丁目 関連系統…40･48
(旧)御崎町4丁目 (新)御崎7丁目 関連系統…40･45･49･臨49
(旧)北島町 (新)北島2丁目 関連系統…40･45･49･臨49
(旧)住之江 (新)住之江駅筋 関連系統…40･45･49･臨49
(旧)浜口中3丁目 (新)浜口西3丁目 関連系統…40･45･49･臨49
(旧)粉浜本町2丁目 (新)粉浜 関連系統…45･49･臨49･65･特65･臨特65
(旧)平林町北 (新)平林一号池 関連系統…48･65
(旧)平林町西 (新)平林西 関連系統…48･65
(旧)中釜口 (新)木津川渡し通 関連系統…特65･臨特65
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大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1974/7/22(月)

改称停留所

副称追加

備 考

(旧)平林北之町 (新)平林北1丁目 関連系統…特65･臨特65
(旧)平林北之町南 (新)平林五号橋 関連系統…特65･臨特65
(旧)北加賀屋町3丁目 (新)北加賀屋3丁目 関連系統…68･特68･臨特68
(旧)北加賀屋町4丁目 (新)北加賀屋5丁目 関連系統…68･特68･臨特68
(旧)柴谷町 (新)柴谷1丁目 関連系統…68･特68･臨特68
◆平野区内
(旧)東住吉区役所前 (新)平野区役所前 関連系統…特4･15･特23･58･特81･臨81･96･臨96
(旧)平野流町 (新)流町 関連系統…特4･15･96･臨96
(旧)平野馬場町 (新)平野馬場2丁目 関連系統…8･9･59･89･特89･109･122
(旧)平野京町3丁目 (新)平野宮町2丁目 関連系統…8･9･15･18･59･89･臨89･特89･臨特89･109･122
(旧)喜連町北口 (新)喜連北口 関連系統…8
(旧)喜連町 (新)喜連 関連系統…8
(旧)瓜破町 (新)瓜破 関連系統…8
(旧)加美町 (新)加美 関連系統…9･15･18･109
(旧)平野京町1丁目 (新)平野東1丁目 関連系統…9･15･18･109･122
(旧)加美正覚寺町 (新)加美正覚寺 関連系統…15
(旧)加美長沢町6丁目 (新)加美北4丁目 関連系統…15
(旧)平野馬場町南口 (新)西脇4丁目 関連系統…15
(旧)加美神明町3丁目 (新)加美東2丁目 関連系統…15･63
(旧)加美神明町2丁目 (新)加美東3丁目 関連系統…15･63
(旧)細田町6丁目 (新)加美正覚寺2丁目 関連系統…15･63
(旧)加美長沢町 (新)加美北5丁目 関連系統…15･109
(旧)加美柿花町 (新)加美北8丁目 関連系統…15･109
(旧)加美神明町 (新)加美小学校前 関連系統…15･63･109
(旧)流西 (新)平野西6丁目 関連系統…特23･58･特81･臨81
(旧)長吉六反町 (新)長吉六反 関連系統…特89･臨特89･96･臨96
(旧)春日町 (新)加美鞍作3丁目 関連系統…122
(旧)南鞍作町 (新)加美南3丁目 関連系統…122
(旧)加美新家町 (新)加美南5丁目 関連系統…122
◆その他
(旧)矢田中学校前 (新)矢田北口 関連系統…臨特4･81･95･臨96
(旧)南方本町 (新)南方町西 関連系統…41･77
田辺本町6丁目 (追加)東住吉区役所･早川福祉会館前 関連系統…特4･19･54･臨54･特81･臨81･臨95･96･101
豊里三番町西 (追加)東淀川区役所前 関連系統…臨37
西諸口 (追加)鶴見区役所前 関連系統…36･臨36･特36･46･71･136･150･特150
東住吉営業所が加美営業所に改称

1974/8/12(月)

番号変更

〔臨37〕→〔94〕井高野車庫前⇔天神橋筋6丁目

1974/9/1(日)

経路変更

〔臨50〕(旧)難波→農人橋→難波
〔50〕(新)難波→天神橋→難波(経路延長)

番号変更

〔臨50〕→〔50〕難波→天神橋→難波

経路変更

〔臨55急〕西船町⇔大正橋
〔臨特70急〕鶴町4丁目⇔大正橋

経路変更

〔75〕(旧)西船町⇔大阪駅前 (新)鶴町4丁目⇔大阪駅前(経路延長)

1974/11/18(月)

備 考
1974/11/28(木)

臨55･臨特70号系統の赤急行･青急行を廃止

出戸地区でゾーンバスシステム導入に伴う路線改廃を実施
新設系統

〔支1〕出戸⇔長吉六反
〔幹2〕地下鉄動物園前⇔出戸(59の系統分割)
〔支2〕長吉車庫前⇔出戸(89の系統分割)
〔幹3〕長居車庫前⇔長原北口(96の系統分割)
〔支3〕出戸⇔川辺(59の系統分割)
〔幹4〕長原北口⇔地下鉄長居(旧95の区間便)
〔臨100〕阿倍野橋⇔難波

経路変更

〔89〕(旧)地下鉄動物園前⇔長吉車庫前
〔幹1〕(新)地下鉄動物園前⇔出戸(系統分割･経路短縮)
〔臨89〕(旧)平野駅前⇔長吉車庫前
〔幹臨1A〕(新)長吉車庫前⇔平野駅前(起終点交換)
〔臨特89〕(旧)平野駅前⇔長吉六反
〔幹臨1B〕(新)長吉六反⇔平野駅前(長吉城山⇔喜連東口間を変更･起終点交換)
〔59〕(旧)地下鉄動物園前⇔川辺
〔幹特2〕(新)地下鉄動物園前⇔川辺(杭全町⇔平野南口間を変更)
〔8〕(旧)地下鉄動物園前⇔瓜破
〔支4〕(新)平野南口⇔瓜破(経路短縮･瓜破→瓜破霊園前間を変更)
〔58〕(旧)地下鉄動物園前⇔瓜破東口
〔支5〕(新)瓜破東口⇔平野区役所前(経路短縮･起終点交換)
〔101〕(旧)長居車庫前⇔矢田住道町
〔支6〕(新)中野中学校前⇔矢田住道町(経路短縮)
〔100〕(旧)阿倍野橋⇔難波 (新)長居車庫前⇔難波(経路延長)

番号変更

ゾーンバス制度導入に伴い系統番号を整理
幹線系統は反時計回り、支線系統は時計回りに系統の番号を付番
〔89〕→〔幹1〕地下鉄動物園前⇔出戸
〔臨89〕→〔幹臨1A〕長吉車庫前⇔平野駅前
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大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1974/11/28(木)

1975/1/20(月)

番号変更

〔臨特89〕→〔幹臨1B〕長吉六反⇔平野駅前
〔59〕→〔幹特2〕地下鉄動物園前⇔川辺
〔96〕→〔幹特3〕長居車庫前⇔長吉六反
〔95〕→〔幹特4〕長吉車庫前⇔地下鉄長居
〔8〕→〔支4〕平野南口⇔瓜破
〔58〕→〔支5〕瓜破東口⇔平野区役所前
〔101〕→〔支6〕中野中学校前⇔矢田住道町

境界設定

〔幹臨1A〕(支線)⇔長原北口⇔(幹線)
〔幹臨1B〕(支線)⇔出戸南口⇔(幹線)
〔幹特2〕(幹線)⇔出戸⇔(支線)
〔幹特3〕(幹線)⇔長原北口⇔(支線)
〔幹特4〕(支線)⇔出戸南口⇔(幹線)

廃止系統

〔特4〕阿倍野橋⇔川辺
〔臨特4〕地下鉄長居⇔川辺
〔81〕地下鉄長居⇔瓜破霊園前
〔81急〕地下鉄長居⇔瓜破霊園前
〔特81〕長居車庫前⇔高野大橋
〔臨81〕長居車庫前⇔瓜破霊園前
〔特89〕地下鉄動物園前⇔長吉六反
〔95急〕長吉車庫前⇔地下鉄長居
〔臨95〕長吉車庫前⇔長居車庫前
〔臨96〕地下鉄長居⇔長吉六反

系統対照表

(旧)〔特4〕 (新)(地下鉄動物園前⇔出戸間は幹1･出戸⇔川辺間は支3に集約)
(旧)〔臨特4〕 (新)(地下鉄長居⇔出戸間は幹4･出戸⇔川辺間は支3に集約)
(旧)〔8〕 (新)〔支4〕(地下鉄動物園前⇔平野南口間は幹1に集約)
(旧)〔58〕 (新)〔支5〕(地下鉄動物園前⇔平野区役所前間は幹2に集約)
(旧)〔59〕 (新)〔幹特2〕(区間便は幹2･支3)
(旧)〔81〕 (新)(地下鉄長居⇔喜連住宅前間は幹4･瓜破霊園前⇔喜連住宅前間は支4に集約)
(旧)〔特81〕 (新)(長居車庫前⇔平野区役所前間は幹3･喜連住宅前⇔高野大橋間は支4に集約)
(旧)〔臨81〕 (新)(長居車庫前⇔平野区役所前間は幹3･平野区役所前⇔喜連住宅前間は支5に集約)
(旧)〔89〕 (新)〔幹1〕〔支2〕(出戸で系統分割)
(旧)〔臨89〕 (新)〔幹臨1A〕
(旧)〔特89〕 (新)(地下鉄動物園前⇔出戸間は幹1･出戸⇔長吉六反間は支1に集約)
(旧)〔臨特89〕 (新)〔幹臨1B〕
(旧)〔95〕 (新)〔幹特4〕(区間便は幹4･長吉車庫前⇔長原北口間は支2に集約)
(旧)〔臨95〕 (新)(長吉車庫前⇔長原北口間は支2･長原北口⇔長居車庫前間は幹3に集約)
(旧)〔96〕 (新)〔幹特3〕(区間便は幹3･支1)
(旧)〔臨96〕 (新)(地下鉄長居⇔長原北口間は幹4･長原北口⇔長吉六反間は支1に集約)
(旧)〔101〕 (新)〔支6〕(長居車庫前⇔中野中学校前間は幹3に集約)

改称停留所

(旧)田辺本町6丁目 (新)東住吉区役所前 関連系統…幹3･幹特3･19･54･臨54

副称変更

東住吉区役所前 (旧)東住吉区役所･早川福祉会館前 (新)田辺本町6丁目･早川福祉会館前 関連系統…幹3･幹特3･19･54･臨54

新設系統

〔26〕天神橋筋6丁目⇔新森7丁目東

新設停留所
1975/1/21(火)

〔臨111〕大阪駅前⇔豊中(豊中線)

経路変更

〔111〕(旧)大阪駅前⇔豊中 (新)大阪駅前⇔豊中(豊中線･大阪駅前→済生会病院前間を変更)

新設停留所

1975/2/10(月)

1975/3/1(土)

阪急三番街 関連系統…111
大阪駅前(三番街側) 関連系統…臨111

副称追加

大阪駅前(三番街側) (追加)阪急三番街 関連系統…臨111

経路変更

〔41〕(旧)大阪駅前⇔淡路
〔41甲･乙〕(新)大阪駅前⇔淡路(南方町西⇔阪急崇禅寺駅前間を変更･循環系統化)
〔77〕(旧)東淀川区役所前⇔新大阪駅東口 (新)東淀川区役所前⇔新大阪駅東口(阪急崇禅寺駅前→南方町西間を変更･巡回系統)

廃止停留所

1975/3/20(木)

新森7丁目･新森7丁目東･緑4丁目･緑3丁目 関連系統…26

新設系統

副称追加

啓発小学校前 関連系統…41
飛鳥住宅前 関連系統…77
天神橋 (追加)近畿郵政局前 関連系統…2･5･10･臨22･25･臨25･50･107･臨107

公団新豊里団地建設に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔95〕豊里団地前→上新庄駅前→豊里団地前

新設停留所

豊里団地前･豊里団地西口･豊里三番町東･北淀高校前･東淀中学校前 関連系統…95

1975/3/31(月)

新設停留所

菅原東公園前 関連系統…94

1975/4/11(金)

経路変更

〔37〕(旧)井高野車庫前⇔大阪駅前 (新)井高野車庫前⇔大阪駅前(井高野南口→江口君堂前間を変更)
〔臨37A〕(旧)井高野車庫前⇔上新庄駅前 (新)井高野車庫前⇔上新庄駅前(井高野南口→江口君堂前間を変更)
〔93〕(旧)井高野車庫前⇔福町 (新)井高野車庫前⇔福町(井高野南口→江口君堂前間を変更)
〔94〕(旧)井高野車庫前⇔天神橋筋6丁目 (新)井高野車庫前⇔天神橋筋6丁目(井高野南口→江口君堂前間を変更)

新設系統

〔臨34A〕守口車庫前⇔都島本通3丁目

1975/4/21(月)
1975/5/6(火)

阪神北大阪線廃止に伴うダイヤ改正を実施
新設系統
新設停留所

1975/5/26(月)

新設系統

1975/8/23(土)

改称停留所

〔58〕大阪駅前⇔野田阪神前
中津･東大淀･大淀･西大淀･上海老江･海老江 関連系統…58
〔臨19〕長居車庫前⇔枯木町(巡回系統)
(旧)南港西2丁目 (新)南港南2丁目 関連系統…14･臨14･24
(旧)加美東2丁目 (新)加美東1丁目 関連系統…15･63
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1975/8/23(土)
1975/9/1(月)

副称追加

西田辺町1丁目 (追加)鶴ヶ丘駅筋 関連系統…幹3･幹特3･19･臨19･62甲乙･臨特65･100
玉造 (追加)駅前 関連系統…22･臨22･83･84･臨84

福島区･此花区の住居表示実施に伴う停留所名変更を実施
新設系統

〔幹臨1D〕平野駅前⇔瓜破

境界設定

〔幹臨1D〕(幹線)⇔平野南口⇔(支線)

改称停留所

(旧)亀甲町2丁目 (新)福島郵便局前 関連系統…38･39･64
(旧)海老江中2丁目 (新)中海老江 関連系統…38･64･112
(旧)上福島北3丁目 (新)福島8丁目 関連系統…39
(旧)上福島北2丁目 (新)福島7丁目 関連系統…39･56･臨56･57
(旧)伝法町 (新)伝法 関連系統…43甲乙･57
(旧)兼平町 (新)野田6丁目 関連系統…43甲乙･56･臨56･57･79･臨79
(旧)玉川町4丁目 (新)玉川4丁目 関連系統…43甲乙･79･臨79･90･91･92
(旧)亀甲町 (新)福島税務署前 関連系統…43甲乙･79･臨79
(旧)酉島町 (新)酉島 関連系統…56･臨56
(旧)酉島町5丁目 (新)酉島4丁目 関連系統…56･臨56
(旧)島屋町 (新)島屋 関連系統…56･臨56･79･臨79
(旧)西春日出町 (新)西春日出 関連系統…56･臨56･79･臨79
(旧)春日出町 (新)春日出 関連系統…56･臨56･79･臨79
(旧)吉野町 (新)吉野 関連系統…56･臨56･57
(旧)海老江上2丁目 (新)海老江(東行･西行) 関連系統…56･臨56･57
(旧)鷺洲本通 (新)鷺洲 関連系統…56･臨56･57
(旧)上福島北1丁目 (新)福島6丁目 関連系統…56･臨56･57･104･臨104
(旧)桜島町 (新)桜島3丁目 関連系統…79･臨79
(旧)桜島北之町 (新)桜島2丁目 関連系統…79･臨79
(旧)北港本町 (新)北港1丁目 関連系統…79･臨79
(旧)西島屋町 (新)西島屋 関連系統…79･臨79

副称追加

四貫島大通3丁目 (追加)此花区役所前 関連系統…43甲乙･56･臨56･57･79･臨79
春日出 (追加)此花警察署前 関連系統…56･臨56･79･臨79

1975/10/1(水)

副称追加

京橋北口 (追加)京橋駅筋 関連系統…31･臨31･36･臨36･特36･46･66･特67･99･136･150･特150

1975/12/10(水)

副称追加

島頭本通 (追加)上新庄駅北口 関連系統…27･37･93

1976/1/20(火)

新設系統

〔臨特57〕大阪駅北口→大東町

経路変更

〔特57〕(旧)大阪駅北口⇔大東町 (新)大阪駅北口⇔大東町1丁目(経路延長)

副称追加

上本町1丁目 (追加)国立病院前 関連系統…1･2･特110

副称変更

馬場町 (旧)家庭裁判所前 (新)家庭裁判所前･NHK前 関連系統…1･2･90･特110･臨時

1976/2/1(日)
1976/2/2(月)

大正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)南恩加島町 (新)南恩加島 関連系統…55･臨55･70･特70･臨特70･75･76･80･91
(旧)平尾町 (新)平尾 関連系統…55･臨55･70･特70･臨特70･75･76･80･91
(旧)小林町 (新)小林 関連系統…55･臨55･70･特70･臨特70･75･76･80･91
(旧)千島町 (新)千島 関連系統…55･臨55･70･特70･臨特70･75･76･80･91
(旧)大正通9丁目 (新)済生会泉尾病院前 関連系統…55･臨55･70･特70･臨特70･75･76･80･91
(旧)泉尾梅ノ町1丁目 (新)泉尾1丁目 関連系統…108･臨108
(旧)泉尾梅ノ町3丁目 (新)泉尾3丁目 関連系統…108･臨108
(旧)泉尾梅ノ町4丁目 (新)泉尾4丁目 関連系統…108･臨108
(旧)北恩加島町 (新)北恩加島 関連系統…108･臨108
(旧)新千歳町 (新)新千歳 関連系統…108･臨108

1976/5/10(月)

副称変更

平林西口(西行) 関連系統…14･臨14･24

1976/7/1(木)

新設系統

〔幹特4急〕長吉車庫前⇔地下鉄長居
〔56支線〕酉島⇔常吉2丁目

境界設定

〔幹特4急〕(支線)⇔出戸南口⇔(幹線)
〔56〕全区間幹線
〔臨56〕全区間幹線
〔支56〕全区間支線

新設停留所
備 考
1976/7/12(月)
1976/9/1(水)

副称追加

56･臨56号系統がゾーンバス系統化
播磨町1丁目 (追加)阪南公設市場前 関連系統…4･62･特65･臨特65･100

此花区四貫島地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
副称削除

1976/10/9(土)

常吉1丁目･常吉2丁目東口･常吉2丁目 関連系統…56支線

(旧)四貫島大通3丁目 (新)此花区役所前 関連系統…43甲乙･56･臨56･57･79･臨79
(旧)四貫島大通2丁目 (新)四貫島2丁目 関連系統…43甲乙･56･臨56･57･79･臨79
此花区役所前 (削除)此花区役所前 関連系統…43甲乙･56･臨56･57･79･臨79

出戸バスターミナル開設に伴う路線改廃を実施
新設系統

〔幹臨1C〕川辺⇔平野駅前
〔幹特1〕長吉車庫前⇔地下鉄動物園前
〔幹臨4〕瓜破東口⇔地下鉄長居
〔支7〕出戸バスターミナル→東出戸→出戸バスターミナル

経路変更

〔幹1〕(旧)地下鉄動物園前⇔出戸 (新)出戸バスターミナル⇔地下鉄動物園前(経路短縮･起終点交換)
〔支1〕(旧)出戸⇔長吉六反 (新)出戸バスターミナル⇔長吉六反(経路延長･出戸→長吉城山間を変更)
〔幹2〕(旧)地下鉄動物園前⇔出戸 (新)出戸バスターミナル⇔地下鉄動物園前(経路短縮･起終点交換)
〔幹特2〕(旧)地下鉄動物園前⇔川辺 (新)川辺⇔地下鉄動物園前(出戸⇔西出戸間を変更･起終点交換)
〔支2〕(旧)長吉車庫前⇔出戸 (新)出戸バスターミナル⇔長吉車庫前(経路延長･起終点交換･出戸→長原北口間を変更)
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経路変更

〔幹3〕(旧)長居車庫前⇔長原北口 (新)出戸バスターミナル⇔長居車庫前(経路短縮･起終点交換)
〔幹特3〕(旧)長居車庫前⇔長吉六反 (新)長吉六反⇔長居車庫前(起終点交換)
〔支3〕(旧)出戸⇔川辺 (新)出戸バスターミナル⇔川辺(経路延長･長吉小学校前→出戸間を変更)
〔幹4〕(旧)長原北口⇔地下鉄長居 (新)出戸バスターミナル⇔地下鉄長居(経路短縮)

境界設定

〔幹臨1C〕(支線)⇔出戸⇔(幹線)
〔幹特1〕(支線)⇔長原北口⇔(幹線)
〔幹臨4〕全区間幹線

新設停留所

出戸バスターミナル 関連系統…幹1･幹臨1C･支1･幹2･幹特2･支2･幹3･支3･幹4･支7

改称停留所

(旧)出戸(北側) (新)西出戸 関連系統…幹1･幹臨1B･幹臨1C･幹2･幹特2･幹3･幹特3･支7
(旧)長吉住宅前 (新)北出戸 関連系統…幹1･幹臨1A･幹臨1B･幹臨1C･幹特1･幹2･幹特2･幹3･幹特3
(旧)出戸南口(北側) (新)東出戸 関連系統…幹臨1A･幹特1･支7
(旧)出戸住宅前 (新)中出戸 関連系統…幹臨1A･幹特1･支7

副称追加
1976/10/24(日)
1976/11/1(月)

新設停留所

〔臨79E〕春日出車庫前⇔野田阪神前

経路変更

〔臨56A〕(旧)酉島⇔野田阪神前 (新)酉島⇔野田阪神前(野田6丁目→野田阪神前間を変更)
玉川4丁目(北行) 関連系統…臨56A･臨79E

大淀区･西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

1977/3/30(水)

新設系統

1977/4/8(金)

新設停留所

1977/4/10(日)

(旧)古市大通1丁目 (新)関目6丁目 関連系統…26･臨27･33･臨33
(旧)蒲生町3丁目 (新)蒲生3丁目 関連系統…31･臨31･36･臨36･特36･46･66･特67･99･136･150･特150
(旧)蒲生町4丁目 (新)蒲生4丁目 関連系統…31･臨31･35･臨35･36･臨36･特36･46･66･特67･99･136･150･特150
(旧)関目町1丁目 (新)関目1丁目 関連系統…31･臨31･35･臨35･61
(旧)古市南通2丁目 (新)古市車庫前 関連系統…31･臨31･61･99
(旧)古市中通1丁目 (新)関目保育所前 関連系統…31･61
(旧)関目町2丁目 (新)関目3丁目 関連系統…31･61
(旧)古市中通2丁目 (新)関目2丁目 関連系統…31･臨31･61
(旧)古市北通2丁目 (新)関目4丁目 関連系統…31･臨31･61
(旧)関目町 (新)関目神社前 関連系統…特32･130
(旧)野江東之町 (新)成育3丁目 関連系統…61
(旧)西関目 (新)成育2丁目 関連系統…61

新設系統
新設停留所

1977/2/1(火)

十三市民病院前(西側) 関連系統…104･臨104

城東区古市地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

1976/11/16(火)

東出戸 (追加)長吉会館前 関連系統…幹臨1A･幹臨1B･幹臨1C

(旧)本庄川崎町 (新)天神橋8丁目 関連系統…27･37･47･56･特57･臨特57･94
(旧)大淀町中2丁目 (新)大淀中2丁目 関連系統…39
(旧)大淀町中3丁目 (新)大淀中3丁目(北行･南行) 関連系統…39
(旧)中津浜通 (新)中津6丁目 関連系統…39･41甲乙･43甲乙･58･97･104･臨104･111･臨111
(旧)長柄東通 (新)長柄東 関連系統…47･特57･臨特57
(旧)長柄西通 (新)長柄西 関連系統…47･特57･臨特57
(旧)土佐堀5丁目 (新)土佐堀3丁目 関連系統…53･特53･88･臨88･107･臨107
(旧)土佐堀4丁目 (新)土佐堀2丁目 関連系統…53･特53･55･87･特87･88･臨88･107･臨107
(旧)本田町2丁目 (新)本田2丁目 関連系統…特53
(旧)本田三番町 (新)川口3丁目 関連系統…特53
(旧)川口町 (新)川口1丁目 関連系統…特53･88･臨88･90･91･92･107･臨107
(旧)京町堀4丁目 (新)京町堀2丁目 関連系統…55･87･特87
(旧)江戸堀北通2丁目 (新)土佐堀1丁目 関連系統…55･75･88･臨88･107･臨107
(旧)中津本通 (新)地下鉄中津 関連系統…56･特57･臨特57
(旧)豊崎西通 (新)豊崎北 関連系統…56･特57･臨特57
(旧)本庄中通 (新)大淀区役所前 関連系統…56･特57･臨特57
(旧)東大淀 (新)大淀中3丁目(西行･東行) 関連系統…58
(旧)大淀 (新)大淀中4丁目 関連系統…58
(旧)西大淀 (新)大淀中5丁目 関連系統…58
(旧)靭本町 (新)靭本町1丁目 関連系統…75･90
(旧)京町堀2丁目 (新)京町堀1丁目 関連系統…75
(旧)本田町1丁目 (新)本田1丁目 関連系統…83･84･臨84･88･臨88･91･92･107･臨107
(旧)本田町3丁目 (新)本田3丁目 関連系統…84
(旧)靭本町4丁目 (新)靭本町3丁目 関連系統…90
(旧)大淀町南1丁目 (新)大淀南1丁目 関連系統…104･臨104
(旧)大淀町中1丁目 (新)大淀中1丁目 関連系統…104･臨104
〔臨27C〕瑞光本通⇔天神橋筋6丁目
〔臨29B〕住之江公園前⇔出島
長吉高校前 関連系統…幹臨1C･幹特2･支3
南港大橋北詰 関連系統…14･44

収支改善を目的とした路線再編を実施
新設系統

〔臨特70A〕難波⇔鶴町4丁目

経路変更

〔特1〕(旧)上本町6丁目⇔堺東駅前 (新)阿倍野橋⇔堺東駅前(経路短縮)
〔幹臨1B〕(旧)長吉六反⇔平野駅前 (新)長吉六反⇔平野駅前(長吉城山⇔喜連東口間を変更)
〔7〕(旧)阿倍野橋⇔住吉川西 (新)地下鉄玉出⇔住吉川西(経路短縮)
〔13〕(旧)今里⇔阿倍野橋 (新)生野車庫前⇔阿倍野橋(経路短縮･阿倍野橋→寺田町間を変更)
〔17〕(旧)難波⇔諏訪神社前 (新)上本町6丁目⇔諏訪神社前(経路短縮)
〔19〕(旧)長居車庫前⇔阿倍野橋 (新)長居車庫前⇔阿倍野橋(巡回系統･阿倍野区役所前→阿倍野橋間を変更)
〔21〕(旧)布施三ノ瀬⇔難波 (新)布施三ノ瀬⇔上本町6丁目(経路短縮)
5./.9_

大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1977/4/10(日)

1977/4/15(金)

経路変更

〔特23〕(旧)難波⇔瓜破東口 (新)上本町6丁目⇔瓜破東口(経路短縮)
〔29〕(旧)桜川バスターミナル⇔出島 (新)難波⇔出島(三宝線･経路延長)
〔臨29〕(旧)桜川バスターミナル⇔三宝 (新)難波⇔住之江公園前(経路短縮)
〔48〕(旧)難波⇔平林西口 (新)阿倍野橋⇔平林西口(経路短縮)
〔56〕(旧)酉島⇔天神橋筋6丁目 (新)酉島⇔大阪駅北口(経路短縮)
〔60〕(旧)天保山⇔上本町6丁目 (新)天保山⇔難波(経路短縮)
〔特65〕(旧)平林北1丁目⇔阿倍野橋 (新)長居車庫前⇔平林北1丁目(経路短縮･起終点交換)
〔臨84〕(旧)今里⇔本田1丁目 (新)生野車庫前⇔本田1丁目(経路延長･中道→今里間を変更)
〔87〕(旧)難波⇔天神橋筋6丁目 (新)難波⇔大阪駅前(堂島大橋→桜橋間･大阪駅前→堂島大橋間を変更)
〔100〕(旧)長居車庫前⇔難波 (新)長居車庫前⇔難波(日本橋筋3丁目→難波間を変更)
〔臨100〕(旧)阿倍野橋⇔難波 (新)阿倍野橋⇔難波(日本橋筋3丁目→難波間を変更)
〔109〕(旧)難波⇔加美北5丁目 (新)阿倍野橋⇔加美北5丁目(経路短縮)

番号変更

〔特29〕→〔臨29A〕難波⇔三宝(三宝線)

境界変更

〔幹臨1B〕(旧)(支線)⇔出戸南口⇔(幹線) (新)(支線)⇔長原北口⇔(幹線)

廃止系統

〔臨56〕酉島⇔大阪駅北口
〔臨特65A〕長居車庫前⇔平林北1丁目
〔臨87〕難波⇔天神橋筋6丁目
〔111〕大阪駅前⇔豊中(豊中線)
〔臨111〕大阪駅前⇔豊中(豊中線)
〔122〕地下鉄動物園前⇔太子堂(柏原線)
〔136〕大阪駅前⇔住道駅前(住道線)

新設停留所

長吉出戸小学校前 関連系統…幹臨1A･幹臨1B･幹特1･支7

廃止停留所

玉津1丁目 関連系統…臨84
阪急三番街･新三国橋･菰江･日出町･庄内東5丁目･庄内駅前･庄内東1丁目･稲津･服部南町･服部･豊中四中前･曽根･南桜塚･豊中市役所前
桜塚･北桜塚･豊中 関連系統…111･臨111
加美鞍作3丁目･加美南3丁目･加美南5丁目･宮ノ町･跡部･太川神社前･太子堂 関連系統…122
鴻池新田･諸福･八ヶ新田･太子田･赤井･住道駅前 関連系統…136

谷町線延伸に伴う路線改廃を実施
経路変更

〔26〕(旧)天神橋筋6丁目⇔新森7丁目東 (新)都島本通3丁目⇔新森7丁目東(経路短縮)
〔臨26〕(旧)新森7丁目東⇔天神橋筋6丁目 (新)新森7丁目東⇔都島本通3丁目(経路短縮)
〔特34〕(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)
〔特34急〕(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)
〔130〕(旧)大阪駅前⇔八番 (新)都島本通3丁目⇔八番(庭窪線･経路短縮)

廃止系統

〔特32〕守口車庫前⇔大阪駅前
〔臨特32〕守口車庫前⇔大阪駅前
〔34〕太子橋⇔大阪駅前
〔臨34〕太子橋⇔大阪駅前

廃止停留所

阪急東口･中崎町･浮田町 関連系統…特32･臨特32･34･特34･特34急･臨34

1977/4/20(水)

新設停留所

焼野東口 関連系統…46

1977/5/1(日)

新設系統

〔臨特34〕守口車庫前⇔天神橋筋6丁目

経路変更

〔31〕(旧)守口車庫前⇔天満橋 (新)新森公園前⇔天満橋(経路短縮)
〔33〕(旧)太子橋⇔大阪駅前 (新)守口車庫前⇔大阪駅前(経路延長)
〔臨33〕(旧)新森公園前⇔天神橋筋6丁目 (新)守口車庫前⇔都島本通3丁目(経路延長)
〔110〕(旧)守口車庫前⇔天満橋 (新)新森公園前⇔天満橋(経路延長)

廃止系統

〔臨33A〕大阪駅前⇔新森公園前

新設系統

〔臨特70B〕鶴町4丁目⇔幸町1丁目

副称追加

幸町1丁目 (追加)桜川バスターミナル前 関連系統…29･臨29･臨29A･52･60･特60･70･特70･臨特70A･臨特70B･75･87･98･臨98･108

新設系統

千躰町(南行･北行) 関連系統…特1･62甲乙･72

副称追加

平野公園前 (追加)平野区民ホール前 関連系統…幹1･幹臨1A･幹臨1B･幹臨1C･幹特1･幹2･幹特2･幹3･幹特3

経路変更

〔14〕(旧)住之江公園前⇔南港東8丁目 (新)住之江公園前⇔南港東8丁目(経路延長)

1977/6/15(水)
1977/8/23(火)
1977/9/1(木)

1977/9/21(水)

新設停留所

南港東8丁目 関連系統…14

改称停留所

(旧)南港東8丁目 (新)南港東8丁目北 関連系統…14

新設系統

〔臨33C〕新森公園前→城北公園前→新森公園前(巡回系統)

廃止系統

〔特34急〕守口車庫前⇔大阪駅前

新設停留所
1977/10/1(土)

1977/12/1(木)

1978/2/15(水)

副称追加

中宮3丁目 関連系統…臨33C
都島本通3丁目 (追加)地下鉄乗場前 関連系統…26･臨26･33･臨33･特34･臨特34･臨特34A･47･61･110･特110･130
高殿 (追加)地下鉄乗場前 関連系統…26･臨26･臨27･33･臨33･臨33C･35･臨35･110･130
太子橋 (追加)地下鉄乗場前 関連系統…臨27･臨27A･33･臨33･特34･臨特34･臨特34A･35･臨35･特110･130
守口市 (追加)地下鉄乗場前 関連系統…130

南港ポートタウン街びらきに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔臨14A〕住之江公園前⇔南港東8丁目北
〔臨44〕南港東8丁目北⇔朝潮橋駅前

経路変更

〔44〕(旧)天保山⇔南港フェリーふ頭前 (新)天保山⇔南港フェリーふ頭前(詳細不明)

副称追加

池島 (追加)地下鉄乗場前 関連系統…60･特60･88･92･107･臨107

北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)堂島中町 (新)堂島 関連系統…2･3･25･53･特53･55･75･87･88･臨88
(旧)空心町1丁目 (新)天満1丁目 関連系統…10
(旧)空心町2丁目 (新)東天満 関連系統…10･36･特36･61･99
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大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1978/2/15(水)

改称停留所

(旧)北錦町 (新)錦町 関連系統…10
(旧)天神橋筋6丁目 (新)天神橋6丁目 関連系統…27･臨27C･33･特34･臨特34･37･47･94
(旧)天神橋筋5丁目 (新)天神橋5丁目 関連系統…27･33･特34･37
(旧)寺町 (新)寺町通り 関連系統…36･特36
(旧)河内町 (新)堀川小学校前 関連系統…36･特36･61･99
(旧)梅ヶ枝町 (新)西天満 関連系統…61･99

副称追加

大阪駅前(東側) (追加)曽根崎警察署前 関連系統…10･27･33･特34･36･特36･37･78

1978/3/1(水)

新設系統

〔臨特110〕守口車庫前⇔上本町6丁目

1978/4/10(月)

新設系統

〔臨72〕住吉車庫前⇔地下鉄長居

新設停留所
副称削除
1978/5/1(月)
1978/7/1(土)

改称停留所

1978/10/2(月)

東中本3丁目 (削除)中本市場前 関連系統…22･臨22･35･臨35
(旧)敷津浦学園前 (新)泉1丁目 関連系統…14･臨14･臨14A･24･48･65･臨65･臨特65

収支改善を目的とした路線再編を実施
経路変更

〔4〕(旧)阿倍野区役所前→播磨町→阿倍野区役所前 (新)阿倍野橋→播磨町→阿倍野橋(巡回系統･経路延長)
〔9〕(旧)地下鉄動物園前⇔近鉄八尾駅前 (新)平野駅前⇔近鉄八尾駅前(八尾線･経路短縮)
〔臨14A〕(旧)住之江公園前⇔南港東8丁目北 (新)住之江公園前⇔南港東8丁目(経路短縮)
〔15〕(旧)加美⇔平野区役所前 (新)加美神明東住宅前⇔平野区役所前(巡回系統)
〔16〕(旧)出城2丁目⇔千本公園前 (新)今池駅前⇔千本公園前(巡回系統･経路延長)
〔28甲･乙〕(旧)天満橋⇔徳庵橋⇔天満橋
〔28〕(新)天満橋⇔徳庵橋(経路短縮･循環系統解消)
〔31〕(旧)新森公園前⇔天満橋 (新)新森公園前⇔天満橋(系統統合･古市2丁目→蒲生4丁目間を変更)
〔43甲･乙〕(旧)大阪駅前⇔西九条⇔大阪駅前
〔43〕(新)大阪駅前⇔西九条(経路短縮･循環系統解消)
〔臨44〕(旧)朝潮橋駅前⇔南港東8丁目北 (新)朝潮橋駅前⇔南港東8丁目(経路短縮)
〔特60〕(旧)難波⇔第三突堤前
〔支臨60〕(新)天保山⇔第三突堤前(経路短縮･天保山⇔大阪港駅前間を変更)
〔63〕(旧)難波⇔加美神明東住宅前 (新)難波⇔加美神明東住宅前(下味原町⇔生野区役所前間を変更)
〔臨63〕(旧)上本町6丁目⇔積善橋 (新)上本町6丁目⇔巽南5丁目(経路短縮･下味原町⇔生野区役所前間を変更)
〔特68〕(旧)桜川バスターミナル⇔柴谷1丁目 (新)難波⇔柴谷1丁目(経路延長)
〔71〕(旧)緑1丁目⇔西諸口 (新)新森公園前⇔西諸口(経路延長)
〔73〕(旧)難波⇔生野車庫前 (新)難波⇔杭全(経路延長)
〔107〕(旧)天保山⇔天満橋 (新)境川⇔天満橋(経路短縮)
〔臨107〕(旧)池島⇔天満橋 (新)川口1丁目⇔天満橋(経路短縮)
〔特110〕(旧)守口車庫前⇔阿倍野橋 (新)守口車庫前⇔上本町6丁目(経路短縮)
〔112〕(旧)野田阪神前⇔豊中インターチェンジ (新)野田阪神前⇔神崎橋(伊丹線･経路短縮)
〔121〕(旧)地下鉄動物園前⇔八尾市役所前 (新)地下鉄動物園前⇔浪花学園前(大蓮線･経路短縮)

番号変更

〔110〕→〔32〕新森公園前⇔天満橋
〔特60〕→〔支臨60〕天保山⇔第三突堤前

境界設定

〔60〕全区間幹線
〔支臨60〕全区間支線

廃止系統

〔10〕大阪駅前→末吉橋→大阪駅前
〔臨31〕新森公園前⇔天満橋(系統統合)
〔83〕地下鉄動物園前⇔本田1丁目
〔臨107A〕川口1丁目⇔天満橋
〔臨特110〕守口車庫前⇔上本町6丁目
〔臨121〕地下鉄動物園前⇔八尾市役所前(大蓮線)
〔130〕都島本通3丁目⇔八番(庭窪線)

改称停留所

(旧)育和大通 (新)育和公園前 関連系統…幹1･幹特1･109
(旧)杭全町 (新)杭全 関連系統…幹1･幹特1･幹2･幹特2･6･19･特23･30･35･73･84･109
(旧)東今川町 (新)今川8丁目 関連系統…幹2･幹特2･19･特23
(旧)今川町 (新)今川2丁目 関連系統…幹2･幹特2･19･特23
(旧)今林町 (新)東部市場前 関連系統…6･特23･30･35･73･84
(旧)太融寺 (新)太融寺町 関連系統…27･33･特34･36･特36･37･78

廃止停留所

錦町･天満1丁目 関連系統…10
西脇4丁目 関連系統…15
南開公園前 関連系統…16
放出駅前･今津南1丁目･今津南3丁目･今津南4丁目･榎本小学校前･放出大橋･放出西2丁目 関連系統…28甲乙
桜川バスターミナル 関連系統…特68
舟橋町･真田山 関連系統…83
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
岸田堂･北蛇草･南蛇草･柏田･長瀬神社前･南衣摺･大蓮･金岡･久宝寺口･久宝寺小学校前 関連系統…121･臨121
八尾表町 関連系統…121
野江･関目神社前･守口市役所前･守口市･北斗町･八雲･八雲小学校前･八番 関連系統…130

備 考
1978/9/11(月)

墨江東7丁目･我孫子大橋北詰･苅田小学校前 関連系統…臨72

経路変更

60号系統がゾーンバス系統化
伊丹線(112)･大蓮線(121)の特定料金制度を廃止
〔121〕(旧)地下鉄動物園前⇔浪花学園前 (新)地下鉄動物園前⇔浪花学園前(経路延長)

新設停留所

浪花学園前 関連系統…121

改称停留所

(旧)浪花学園前 (新)巽北4丁目 関連系統…121

西区立売堀地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)東立売堀 (新)立売堀1丁目 関連系統…3
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大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1978/10/2(月)
1978/10/24(火)
1978/11/6(月)

改称停留所

(旧)西立売堀 (新)立売堀3丁目 関連系統…55･87･特87
(旧)立売堀北通2丁目 (新)立売堀2丁目 関連系統…75

新設停留所

鷺洲6丁目 関連系統…58

新森･上新庄･ 西･港 ･住吉地区でゾーンバスシステム導入に伴う路線改廃を実施
新設系統

〔臨特1A〕阿倍野橋⇔遠里小野橋
〔臨11〕阿倍野橋→玉造→阿倍野橋(巡回系統)
〔支66〕新森公園前→清水小学校前→新森公園前(系統分割)

経路変更

〔15〕(旧)加美神明東住宅前⇔平野区役所前 (新)加美神明東住宅前⇔平野区役所前(巡回系統･加美北5丁目⇔加美北4丁目間を変更)
〔26〕(旧)都島本通3丁目⇔新森7丁目東
〔支26〕(新)新森公園前→新森7丁目東→新森公園前(経路短縮)
〔33〕(旧)守口車庫前⇔大阪駅前
〔幹33〕(新)新森公園前⇔大阪駅前(経路短縮)
〔37〕(旧)大阪駅前⇔井高野車庫前
〔幹37〕(新)井高野車庫前⇔大阪駅前(起終点交換･江口橋→瑞光4丁目間を変更?)
〔臨37A〕(旧)井高野車庫前⇔上新庄駅前
〔幹臨37A〕(新)井高野車庫前⇔上新庄駅前(江口橋→瑞光4丁目間を変更?)
〔94〕(旧)井高野車庫前⇔天神橋6丁目
〔幹臨37B〕(新)井高野車庫前⇔天神橋6丁目(瑞光本通⇔柴島東口間を変更･子系統化)
〔50〕(旧)難波→北浜2丁目→難波 (新)難波→天満橋→難波(経路延長･難波→日本橋筋1丁目･本町2丁目→天満橋･末吉橋→難波間を変更)
〔特53〕(旧)天保山⇔大阪駅前
〔幹特53〕(新)弁天ふ頭⇔大阪駅前(経路短縮)
〔62甲･乙〕(旧)地下鉄動物園前⇔地下鉄長居⇔地下鉄動物園前
〔幹62〕(新)住吉車庫前⇔地下鉄動物園前(経路短縮･循環系統解消･起終点交換)
〔臨72〕(旧)住吉車庫前⇔地下鉄長居
〔支62A･B〕(新)住吉車庫前⇔地下鉄長居⇔住吉車庫前(系統統合･苅田小学校前→地下鉄長居･地下鉄長居→東長居住宅前間を変更)
〔66〕(旧)清水小学校前⇔天満橋
〔幹66〕(新)新森公園前⇔天満橋(系統分割･経路短縮)
〔72〕(旧)地下鉄動物園前⇔浅香町
〔支72〕(新)住吉車庫前⇔浅香町(経路短縮･千躰町⇔南住吉町住宅前間を変更)
〔93〕(旧)井高野車庫前⇔福町
〔幹93〕(新)井高野車庫前⇔福町(江口橋→瑞光4丁目間を変更?)
〔98〕(旧)弁天ふ頭⇔難波
〔支98〕(新)弁天ふ頭⇔境川(経路短縮)
〔105〕(旧)弁天ふ頭⇔第三突堤前
〔支105〕(新)弁天ふ頭⇔第三突堤前(弁天ふ頭⇔八幡屋間を変更)

番号変更

ゾーンバス制度導入に伴い系統番号に幹･支を付加
〔臨特1〕→〔幹臨特1〕住吉車庫前⇔上本町6丁目
〔26〕→〔支26〕新森公園前→新森7丁目東→新森公園前
〔臨27A〕→〔支27〕上新庄駅前⇔新森公園前
〔臨27B〕→〔支27A〕上新庄駅前⇔豊里町
〔31〕→〔幹31〕新森公園前⇔天満橋
〔32〕→〔幹32〕天満橋⇔新森公園前
〔33〕→〔幹33〕新森公園前⇔大阪駅前
〔臨33B〕→〔幹臨33B〕天神橋6丁目⇔新森公園前
〔37〕→〔幹37〕井高野車庫前⇔大阪駅前
〔臨37A〕→〔幹臨37A〕井高野車庫前⇔上新庄駅前
〔94〕→〔幹臨37B〕井高野車庫前⇔天神橋6丁目
〔特53〕→〔幹特53〕弁天ふ頭⇔大阪駅前
〔臨53〕→〔幹臨53〕弁天ふ頭⇔弁天町駅前
〔54〕→〔幹54〕阿倍野橋⇔矢田
〔60〕→〔幹60〕天保山⇔難波
〔支臨60〕→〔支60〕天保山⇔第三突堤前
〔61〕→〔幹61〕大阪駅前⇔新森公園前
〔62甲･乙〕→〔幹62〕住吉車庫前⇔地下鉄動物園前
〔臨62〕→〔幹臨62〕地下鉄長居⇔南長居町
〔臨72〕→〔支62A･B〕住吉車庫前⇔地下鉄長居⇔住吉車庫前
〔66〕→〔幹66〕新森公園前⇔天満橋
〔72〕→〔支72〕住吉車庫前⇔浅香町
〔88〕→〔幹88〕大阪駅前⇔天保山
〔臨88A〕→〔幹臨88A〕大阪駅前⇔境川
〔92〕→〔幹92〕野田阪神前⇔天保山
〔93〕→〔幹93〕井高野車庫前⇔福町
〔95〕→〔支95〕上新庄駅前⇔豊里団地前
〔98〕→〔支98〕弁天ふ頭⇔境川
〔105〕→〔支105〕弁天ふ頭⇔第三突堤前
〔106〕→〔支106〕弁天ふ頭⇔第三突堤前

境界設定

〔幹臨特1〕全区間幹線
〔幹臨33B〕全区間幹線
〔幹臨37A〕全区間幹線
〔幹臨37B〕全区間幹線
〔幹特53〕全区間幹線
〔幹臨53〕全区間幹線
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大阪市バス歴代改訂履歴 1974-1979
1978/11/6(月)
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境界設定

〔幹臨62〕全区間幹線
〔幹臨88A〕全区間幹線

廃止系統

〔5〕阿倍野橋→天満橋→阿倍野橋
〔27〕豊里町⇔大阪駅前
〔臨33A〕大阪駅前⇔新森公園前
〔臨62P〕地下鉄長居⇔長居西通1丁目
〔臨98〕難波⇔境川

新設停留所

舟橋町･真田山 関連系統…臨11
加美北3丁目 関連系統…15
我孫子中学校前 関連系統…支62AB
杉本町2丁目 関連系統…支62B･支72
南住吉町3丁目･住吉保健所前 関連系統…支72

廃止停留所

下寺町2丁目･下寺町3丁目 関連系統…5
我孫子観音前･長居駅前･長居町東1丁目 関連系統…62甲乙
豊里三番街西･菅原東公園前 関連系統…94
磯路･田中 関連系統…105

新設停留所

東淀工業高校前 関連系統…97

住之江地区でゾーンバスシステム導入に伴う路線改廃を実施
新設系統

〔幹24〕住之江公園前⇔南長居町(系統分割)
〔幹40〕長居車庫前⇔住之江公園前(系統分割)
〔幹48〕阿倍野橋⇔住之江公園前(系統分割)
〔支48〕住之江公園前⇔平林西口(系統分割)
〔幹臨特68〕難波⇔住之江公園前
〔支14B〕地下鉄北加賀屋⇔南港東8丁目

経路変更

〔臨14A〕(旧)住之江公園前⇔南港東8丁目
〔支14A〕(新)地下鉄玉出⇔南港東8丁目(経路延長)
〔臨特65〕(旧)地下鉄玉出⇔平林北1丁目
〔支40〕(新)住之江公園前⇔平林北1丁目(系統分割･経路短縮)
〔68〕(旧)阿倍野橋⇔柴谷1丁目
〔幹68〕(新)阿倍野橋⇔住吉川西(経路延長)

番号変更

〔14〕→〔支14〕住之江公園前⇔南港東8丁目
〔臨14A〕→〔支14A〕地下鉄玉出⇔南港東8丁目
〔24〕→〔幹特24〕南港フェリーふ頭⇔南長居町
〔臨14〕→〔支24〕住之江公園前⇔南港フェリーふ頭
〔特65〕→〔幹特40〕長居車庫前⇔平林北1丁目
〔臨特65〕→〔支40〕住之江公園前⇔平林北1丁目
〔48〕→〔幹特48〕阿倍野橋⇔平林西口
〔65〕→〔幹特65〕地下鉄玉出⇔平林西口
〔臨65〕→〔幹65〕地下鉄玉出⇔住之江公園前
〔68〕→〔幹68〕阿部野橋⇔住吉川西

境界設定

〔幹特24〕(支線)⇔住之江公園前⇔(幹線)
〔幹特40〕(幹線)⇔住之江公園前⇔(支線)
〔幹特48〕(幹線)⇔住之江公園前⇔(支線)
〔幹特65〕(幹線)⇔住之江公園前⇔(支線)
〔幹臨特68〕全区間幹線

廃止系統

〔7〕地下鉄玉出⇔住吉川西

新設停留所
副称追加
廃止停留所
1979/1/6(土)

廃止系統
廃止停留所

1979/1/16(火)
1979/2/1(木)

経路変更

柴谷2丁目･平林大橋西詰 関連系統…支14A･支14B
南港南2丁目 (追加)軽自動車検査場前 関連系統…支14･幹特24･支24
住之江公園北口 関連系統…7
〔40〕住之江公園前⇔住之江区役所前(巡回系統)
柴谷住宅前 関連系統…40
〔47〕(旧)天神橋6丁目⇔天満橋 (新)天神橋6丁目⇔天満橋(巡回系統･大東町⇔高倉町3丁目間を変更)

東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)上本町1丁目 (新)国立大阪病院前 関連系統…1･2･特110
(旧)東雲町 (新)清水谷高校前 関連系統…臨11･22･臨22･84･臨84
(旧)法円坂町 (新)大阪城公園南 関連系統…90･臨時
(旧)森之宮西之町 (新)森ノ宮中央2丁目 関連系統…90･臨時
(旧)森之宮駅前 (新)森ノ宮駅前 関連系統…90･臨時

1979/2/5(月)

経路変更

〔104〕(旧)大阪駅前⇔榎木橋 (新)大阪駅前⇔榎木橋(新大阪駅北口→西中島間を変更)
〔臨104〕(旧)大阪駅前⇔榎木橋 (新)大阪駅前⇔榎木橋(新大阪駅北口→西中島間を変更)

1979/2/24(土)

経路変更

〔50〕(旧)難波→天満橋→難波 (新)難波→天満橋→難波(末吉橋→難波間を変更)

1979/3/5(月)

新設系統

〔臨特55〕西船町⇔九条車庫前
〔臨特55急〕西船町⇔九条車庫前
〔臨70〕鶴町4丁目⇔九条車庫前
〔臨70急〕鶴町4丁目⇔九条車庫前

新設停留所
1979/6/1(金)

廃止系統
備 考

南港税関前 関連系統…支14
九条車庫前 関連系統…臨特55･臨特55急･臨70･臨70急
〔臨時〕天満橋⇔森之宮1丁目
古市営業所都島分所を新設、森之宮営業所を廃止
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