大阪市バス歴代改訂履歴 2002-2009
2002/1/27(日)

乗継制度変更に伴う路線再編を実施
新設系統

〔18B〕北巽バスターミナル⇔加美神明東住宅前
〔20〕平野駅前⇔阿部野橋
〔25〕東淀川駅前⇔加島駅前
〔38B〕歌島橋バスターミナル⇔佃6丁目
〔93A〕歌島橋バスターミナル→西淀川区役所→歌島橋バスターミナル
〔103A〕大阪駅前⇔難波
〔201〕(赤バス)長柄東～大淀中 豊崎東小学校前→大淀中5丁目→豊崎東小学校前
〔202〕(赤バス)京橋駅～毛馬 京橋駅前→地下鉄野江内代→京橋駅前
〔203〕(赤バス)福島 野田阪神前→福島区役所前→野田阪神前
〔204〕(赤バス)此花 西九条→此花区役所前→西九条
〔209〕(赤バス)天王寺 阿部野橋→天王寺区役所→阿部野橋
〔213〕(赤バス)西淡路～区役所 東淀川駅前→東淀川区役所前→東淀川駅前
〔214〕(赤バス)東成 地下鉄今里→深江北2丁目→地下鉄今里
〔215〕(赤バス)生野 桃谷駅前→大池橋→桃谷駅前
〔218〕(赤バス)鶴見緑地～放出東 地下鉄鶴見緑地→放出東→地下鉄鶴見緑地
〔219〕(赤バス)阿倍野 阿倍野橋→播磨町→阿倍野橋
〔220〕(赤バス)住之江 住之江会館→住之江区役所前→住之江会館
〔221〕(赤バス)住吉 東粉浜1丁目南→住吉区役所前→東粉浜1丁目南
〔222A〕(赤バス)東住吉南 駒川→矢田駅→駒川
〔222B〕(赤バス)東住吉北 地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺
〔223A〕(赤バス)長吉長原西～瓜破西 出戸バスターミナル→地下鉄喜連瓜破→出戸バスターミナル
〔224A〕(赤バス)西成東 地下鉄玉出→市立大学病院前→地下鉄玉出

経路変更

〔支1甲･乙〕(旧)出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル
〔1A･B〕(新)出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル(地下鉄出戸⇔長原北口間を変更)
〔特10〕(旧)出戸バスターミナル⇔杭全
〔10〕(新)平野区役所前⇔杭全(経路短縮･地下鉄平野→平野区役所前間を変更)
〔支4〕(旧)加美南2丁目→瓜破→加美南2丁目
〔14〕(新)加美南2丁目⇔高野大橋(加美南2丁目→加美南5丁目･背戸口4丁目⇔流町間を変更･ループ系統解消)
〔幹17〕(旧)南港バスターミナル⇔コスモスクエア駅前
〔17A〕(新)ポートタウン東駅前⇔コスモスクエア駅前(経路短縮)
〔支18〕(旧)北巽バスターミナル⇔加美神明東住宅前
〔18A〕(新)北巽バスターミナル⇔久宝寺6丁目(系統統合･経路延長)
〔幹22〕(旧)阿倍野橋⇔諏訪神社前
〔22〕(新)上本町6丁目⇔諏訪神社前(経路短縮)
〔特33〕(旧)守口車庫前⇔総合医療センター前
〔33A〕(新)総合医療センター前⇔上新庄駅前(系統統合･経路延長･起終点交換)
〔支38〕(旧)歌島橋バスターミナル⇔佃6丁目
〔38A〕(新)歌島橋バスターミナル⇔出来島駅前(経路延長)
〔支44〕(旧)弁天町バスターミナル→南港中3丁目→弁天町バスターミナル
〔44A〕(新)弁天町バスターミナル→ポートタウン東駅前→弁天町バスターミナル
〔44A〕(千舟橋→中ふ頭駅前･中ふ頭駅前→八幡屋･南港大橋北詰→ポートタウン東駅前間を変更･終点変更)
〔幹臨49〕(旧)地下鉄住之江公園⇔阿倍野橋
〔47〕(新)地下鉄住之江公園⇔阿倍野橋(阿倍野橋→阿倍野筋商店街前間を変更)
〔支49A〕(旧)地下鉄住之江公園→平林北1丁目→地下鉄住之江公園
〔49B〕(新)地下鉄住之江公園⇔鶴町4丁目(経路延長･正平橋⇔柴谷橋西詰間を変更)
〔特54〕(旧)住吉車庫前→矢田4丁目→住吉車庫前
〔54〕(新)住吉車庫前⇔地下鉄あびこ(経路延長･東田辺3丁目→矢田行基大橋間を変更)
〔62〕(旧)住吉車庫前⇔上本町6丁目 (新)上本町6丁目⇔住吉車庫前(起終点交換)
〔幹臨64〕(旧)阿倍野橋→遠里小野橋→阿倍野橋
〔64〕(新)地下鉄動物園前⇔遠里小野橋(経路延長･ループ系統解消)
〔特64〕(旧)地下鉄動物園前→苅田小学校前→地下鉄動物園前
〔64A〕(新)住吉車庫前⇔苅田小学校前(経路短縮･ループ系統解消)
〔支67〕(旧)東深江⇔地下鉄今里
〔67A〕(新)東深江⇔地下鉄今里(深江⇔地下鉄今里間を変更)
〔幹70〕(旧)西船町⇔難波
〔70A〕(新)難波⇔西船町(起終点交換)
〔幹86〕(旧)布施駅前⇔新森公園前
〔86〕(新)布施駅前⇔上新庄駅前(系統統合･経路延長)
〔幹86A〕(旧)深江→新森公園前
〔86A〕(新)深江→上新庄駅前(経路延長)
〔特91〕(旧)鶴町4丁目⇔大阪ドーム前千代崎
〔94〕(新)天保山⇔大阪ドーム前千代崎(経路延長)
〔5〕(旧)難波→天満橋→難波
〔105〕(新)天満橋→難波→天満橋(起終点交換)
〔幹107〕(旧)弁天町バスターミナル⇔天満橋
〔107〕(新)天満橋⇔弁天町バスターミナル(起終点交換)
〔222〕(100円)十三～神崎川 (旧)十三→加島駅前→十三
〔212〕(赤バス)区役所～加島駅 (新)淀川区役所前→加島駅前→淀川区役所前(経路延長)
〔223〕(100円)南城東 (旧)地下鉄蒲生4丁目→地下鉄緑橋→地下鉄蒲生4丁目
〔217〕(赤バス)城東 (新)古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前
〔217〕(赤バス)城東 (衛門橋西詰→新喜多大橋･城東区役所前→地下鉄蒲生4丁目間を変更･起終点変更)
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経路変更

〔224〕(100円)地下鉄平野～地下鉄南巽 (旧)地下鉄平野→地下鉄南巽→地下鉄平野
〔223B〕(赤バス)区役所～地下鉄南巽 (新)平野区役所前→地下鉄南巽→平野区役所前
〔223B〕(赤バス)区役所～地下鉄南巽 (地下鉄平野→平野南口･加美西→新巽中学校前･加美正覚寺2丁目→加美西
〔223B〕(赤バス)区役所～地下鉄南巽 (平野南口→地下鉄平野間を変更･起終点変更)

番号変更

旧ゾーンバス系統の番号を整理、基本的には幹･支･臨･特を系統番号から削除したうえでそのまま使用
番号重複などで再付番された系統のみ抜粋
〔支1甲･乙〕→〔1A･B〕出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル
〔支1甲A･乙A〕→〔1C･1D〕出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル
〔支1A〕→〔1E〕六反西口→長吉六反→出戸バスターミナル
〔支1B〕→〔1F〕長吉出戸住宅前→長吉六反→出戸バスターミナル
〔支3A〕→〔3A〕出戸バスターミナル→長吉川辺4丁目→出戸バスターミナル
〔支3〕→〔3B〕出戸バスターミナル⇔川辺
〔幹3A〕→〔3C〕出戸バスターミナル→播磨町
〔幹3B〕→〔3D〕播磨町⇔地下鉄住之江公園
〔幹4〕→〔4A〕出戸バスターミナル⇔地下鉄長居(路線図非記載化)
〔支9〕→〔9A〕平野駅前⇔近鉄八尾駅前
〔支4〕→〔14〕加美南2丁目⇔高野大橋
〔支4B〕→〔14B〕地下鉄喜連瓜破⇔高野大橋
〔臨17〕→〔17〕コスモスクエア駅前→コスモスクエア東→コスモスクエア駅前
〔幹17〕→〔17A〕ポートタウン東駅前⇔コスモスクエア駅前
〔臨17A〕→〔17B〕コスモスクエア駅前→コスモスクエア東→コスモスクエア駅前
〔17〕→〔17C〕コスモスクエア駅前⇔国際フェリーターミナル前
〔支18〕→〔18A〕北巽バスターミナル⇔久宝寺6丁目
〔幹24甲･乙〕→〔24A･B〕地下鉄住之江公園⇔南長居
〔幹24甲A･乙A〕→〔24C･D〕地下鉄長居→南長居→地下鉄長居
〔支29〕→〔29A〕地下鉄住之江公園⇔出島
〔支29A〕→〔29B〕地下鉄住之江公園⇔三宝
〔特33〕→〔33A〕総合医療センター前⇔上新庄駅前
〔特33A〕→〔33B〕総合医療センター前⇔新森7丁目東
〔幹33A〕→〔33C〕新森公園前⇔総合医療センター前
〔特36C〕→〔36B〕大阪駅前⇔地下鉄門真南
〔支37〕→〔37A〕井高野車庫前⇔相川駅前
〔幹臨37〕→〔37B〕井高野車庫前⇔上新庄駅前
〔支38〕→〔38A〕歌島橋バスターミナル⇔出来島駅前
〔幹41甲･乙〕→〔41A･B〕大阪駅前⇔淡路3丁目⇔大阪駅前
〔幹41A〕→〔41C〕中津6丁目→大阪駅前
〔支41A〕→〔41D〕東淀川駅前→淡路5丁目→東淀川駅前
〔支44〕→〔44A〕弁天町バスターミナル→ポートタウン東駅前→弁天町バスターミナル
〔幹臨49〕→〔47〕地下鉄住之江公園⇔阿倍野橋
〔支49〕→〔49A〕地下鉄住之江公園→平林北1丁目→地下鉄住之江公園
〔支49A〕→〔49B〕地下鉄住之江公園⇔鶴町4丁目
〔幹79〕→〔56A〕酉島車庫前⇔大阪駅前
〔幹臨57〕→〔57A〕大東町1丁目⇔大阪駅前
〔幹臨59〕→〔59A〕酉島車庫前⇔野田阪神前(路線図非記載化)
〔支59〕→〔59B〕酉島車庫前⇔北港ヨットハーバー(路線図非記載化)
〔支60〕→〔60A〕天保山⇔港車庫
〔幹60A〕→〔60B〕天保山←大正橋
〔幹臨64〕→〔64〕地下鉄動物園前⇔遠里小野橋
〔特64〕→〔64A〕住吉車庫前⇔苅田小学校前
〔支67〕→〔67A〕東深江⇔地下鉄今里
〔幹臨70〕→〔70〕西船町⇔大阪ドーム前千代崎
〔幹臨70急〕→〔70急〕西船町⇔大阪ドーム前千代崎
〔幹70〕→〔70A〕難波⇔西船町
〔幹臨71〕→〔71A〕鶴町4丁目⇔上本町6丁目
〔幹臨71A〕→〔71B〕鶴町4丁目←賑橋
〔支79A〕→〔79A〕酉島車庫前⇔北港2丁目
〔臨81〕→〔81A〕舞洲スポーツアイランド⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔幹88C〕→〔88B〕天保山⇔大阪駅前
〔幹88E〕→〔88C〕川口1丁目⇔大阪駅前
〔幹91A〕→〔91〕鶴町4丁目⇔大阪ドーム前千代崎
〔幹91A急〕→〔91急〕鶴町4丁目⇔大阪ドーム前千代崎
〔幹91〕→〔91A〕鶴町4丁目⇔野田阪神前
〔支92〕→〔92A〕歌島橋バスターミナル→中島2丁目→歌島橋バスターミナル
〔支92A〕→〔92B〕歌島橋バスターミナル⇔中島公園
〔幹92A〕→〔92C〕十三←歌島橋バスターミナル
〔支93〕→〔93B〕歌島橋バスターミナル⇔福町
〔特93〕→〔93C〕井高野車庫前→福町
〔幹93A〕→〔93D〕井高野車庫前⇔地下鉄西中島南方
〔特91〕→〔94〕天保山⇔大阪ドーム前千代崎
〔幹臨97〕→〔97A〕大阪駅前⇔加島駅前
〔幹97A〕→〔97B〕十三⇔神崎橋
〔特98〕→〔98A〕鶴町4丁目⇔ドーム前千代崎
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番号変更

〔1〕→〔101〕阿倍野橋⇔天満橋
〔2〕→〔102〕上本町6丁目→大阪駅前→上本町6丁目
〔2A〕→〔102A〕上本町6丁目⇔大阪駅前
〔3A〕→〔103〕大阪駅前→難波→大阪駅前
〔5〕→〔105〕天満橋→難波→天満橋
〔幹臨98〕→〔108〕難波⇔新千歳
〔支105〕→〔109〕弁天町バスターミナル⇔第三突堤前
〔特79A〕→〔179〕ユニバーサル･スタジオ･ジャパン⇔西九条
〔支79〕→〔179A〕酉島車庫前⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔221〕→〔210〕(赤バス)浪速 難波→浪速区役所→難波
〔222〕→〔212〕(赤バス)区役所～加島駅 淀川区役所前→加島駅前→淀川区役所前
〔223〕→〔217〕(赤バス)城東 古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前
〔224〕→〔223B〕(赤バス)区役所～地下鉄南巽 平野区役所前→地下鉄南巽→平野区役所前
〔225〕→〔224B〕(赤バス)西成西 玉出西1丁目→今宮駅→玉出西1丁目
〔181〕→〔246〕(USJ直行バス)新大阪ルート 新大阪駅前⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔182〕→〔247〕(USJ直行バス)大阪駅ルート 大阪駅前⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔183〕→〔248〕(USJ直行バス)なんばルート 難波高速バスターミナル⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔185〕→〔249〕(USJ直行バス)住之江公園ルート 地下鉄住之江公園⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン

廃止系統

〔3B〕難波→大阪駅前→難波(系統統合)
〔支臨9〕平野駅前⇔久宝寺6丁目(系統統合)
〔支16D〕南港バスターミナル⇔かもめふ頭
〔幹17A〕コスモスクエア駅前⇔ポートタウン東駅前
〔幹22A〕上本町6丁目⇔諏訪神社前
〔支27〕新森公園前⇔上新庄駅前(系統統合)
〔支27A〕守口車庫前⇔上新庄駅前(系統統合)
〔支36〕横堤バスターミナル⇔地下鉄門真南
〔支36C〕横堤バスターミナル⇔地下鉄門真南
〔40〕大阪駅前⇔野田阪神前
〔支41〕東淀川区役所前⇔東淀川駅前
〔52〕難波⇔阿倍野橋
〔幹臨63〕浅香中央公園前⇔千躰
〔特64A〕地下鉄動物園前⇔住吉車庫前
〔特65〕阿倍野橋⇔地下鉄あびこ
〔幹84A〕弁天町バスターミナル⇔地下鉄西長堀
〔87〕阿倍野橋⇔難波
〔幹89〕東淀川区役所前→上新庄駅北口→東淀川区役所前
〔特92〕大阪駅前→福町
〔支96A〕歌島橋バスターミナル→竹島3丁目→歌島橋バスターミナル

新設停留所

平野西4丁目･平野西1丁目 関連系統…10･14･223B
加美南南口 関連系統…14
今川3丁目･桃ヶ池公園 関連系統…20
旭町1丁目･阿さひ保育園 関連系統…47･219･224A
永田2丁目･東中浜8丁目 関連系統…67A
歌島公園 関連系統…93A
姫里2丁目･北姫島公園･大和田2丁目 関連系統…93A･93F
天満中学校･中崎1丁目･地下鉄中崎町･本庄西1丁目･本庄西･豊崎小学校･豊崎･北野･新梅田シティ･大淀中1丁目南･ABC公園･浦江公園
大淀南3丁目 関連系統…201
都島中住宅･都島中通2丁目東･内代町2丁目･内代小学校･内代町4丁目･友渕町1丁目南･友渕町1丁目北･友渕小学校･毛馬町1丁目
淀川小学校･毛馬中央公園･桜宮高校･大東町3丁目･都島中通2丁目西･都島南通2丁目 関連系統…202
福島2丁目･福島3丁目･玉川4丁目南･玉川4丁目･大開3丁目･海老江西小学校 関連系統…203
梅香･梅香3丁目･春日出中･朝日神明社･春日出南公園･春日出南･安治川トンネル北 関連系統…204
五条公園･天王寺区役所･石ヶ辻町南･石ヶ辻町･大阪赤十字病院･空堀町･天王寺区民センター･生玉寺町･生國魂神社･下寺町1丁目
下寺町2丁目 関連系統…209
菅原2丁目･菅原2丁目西 関連系統…213
深江西･深江北3丁目･深江北2丁目･阪陽公園･宝栄小学校･神路公園･東成スポーツセンター･北中道小学校･中道4丁目･東小橋北公園
玉津1丁目･大今里西2丁目 関連系統…214
新今里3丁目･生野中央病院･巽北1丁目北･巽北3丁目･巽北3丁目東･烏ヶ辻1丁目･巽公園･巽西2丁目･巽西2丁目南･巽中2丁目･巽中4丁目
巽中3丁目･巽中3丁目北･巽西3丁目･田島会館･林寺小学校･桃谷高校 関連系統…215
今福西6丁目北･今福西6丁目西･蒲生中学校東･鴫野西2丁目･城東スポーツセンター･朝日橋南 関連営統…217
地下鉄鶴見緑地･鶴見スポーツセンター(東行のみ)･咲くやこの花館･今津北2丁目･今津公園･今津南2丁目･今津南1丁目･放出東･榎本公園
今津諸口橋･諸口2丁目･諸口4丁目･諸口4丁目北 関連系統…218
阪南パラドーム･新阪南公園･阪南町4丁目･育徳会館･松崎町4丁目･阿倍野区民センター 関連系統…219
住之江会館･住之江中学校･清江小学校･東加賀屋4丁目･住之江スポーツセンター･南津守5丁目･南津守7丁目･安立1丁目南･安立3丁目
安立小学校･西住之江2丁目･西住之江2丁目南･市営西住之江住宅･西住之江3丁目 関連系統…220
東粉浜1丁目南･東粉浜2丁目･住吉警察署･住吉大社･住吉郵便局･府立盲学校･山之内1丁目東･市立大学北･山之内4丁目南･山之内西公園
山之内5丁目･南住吉2丁目西･帝塚山東3丁目･万代池西･帝塚山駅 関連系統…221
喬松公園･照ヶ丘矢田2丁目･住道矢田6丁目･瓜破西小学校･住道矢田9丁目･住道矢田1丁目･矢田出張所･矢田人権分館センター･ラスパ大阪
矢田西公園･公園南矢田3丁目･矢田西中学校･矢田1丁目･矢田駅･矢田2丁目･湯里5丁目西･湯里2丁目西 関連系統…222A
針中野郵便局･針中野駅 関連系統…222A･222B
東住吉警察署･南田辺3丁目･山坂4丁目･長居陸上競技場･田辺中学校･中野1丁目･西今川4丁目･西今川3丁目･今川7丁目･今川5丁目
今川5丁目北･今川2丁目東･杭全8丁目･今林4丁目･今林3丁目･今林西･JR東部市場前駅･桑津3丁目･桑津公園･駒川1丁目･北田辺駅北
北田辺4丁目 関連系統…222B
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2002/1/27(日)

新設停留所

長吉長原西2丁目･長吉長原西3丁目･長吉長原西4丁目･瓜破東8丁目･瓜破東第二住宅･瓜破東小学校･瓜破東2丁目･平野瓜破西郵便局
瓜破西1丁目･瓜破西2丁目･瓜破西住宅･瓜破西3丁目･瓜破西中学校 関連系統…223A
加美東2丁目･加美北9丁目･加美北3丁目南･加美中学校･平野スポーツセンター･平野南小学校･流町中･教育大附属中学校 関連系統…223B
天下茶屋3丁目･天下茶屋駅筋東･東今船ロータリー･金塚小学校･花園北2丁目･たちばな会館･天下茶屋駅･岸里東1丁目･天下茶屋公園
天神ノ森天満宮･玉出東2丁目･塚西 関連系統…224A

改称停留所

(旧)西成保健センター (新)西成老人福祉センター 関連系統…224B

廃止停留所

塩草 関連系統…52
矢田4丁目 関連系統…特54
大今里･今里大橋 関連系統…支67
鴫野小学校･鴫野公園･城東保健センター･中央1丁目 関連系統…223
加美西1丁目･加美正覚寺4丁目･流町3丁目･流町1丁目 関連系統…224

備 考

2002/4/1(月)

大阪運輸振興への路線譲渡に伴う路線廃止を実施
廃止系統

廃止停留所

備 考
2002/5/2(木)

1AB･1CD･12･14･25号系統でノンステップバスの運行を開始
38号系統でリフトバスの運行を終了
赤バスの料金支払いを先払いから後払いに変更
〔246〕(USJ直行バス)新大阪ルート 新大阪駅前⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔247〕(USJ直行バス)大阪駅ルート 大阪駅前⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔248〕(USJ直行バス)なんばルート 難波高速バスターミナル⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
〔249〕(USJ直行バス)住之江公園ルート 地下鉄住之江公園⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン
新大阪ワシントンプラザ 関連系統…246
ザ･リッツ･カールトン大阪 関連系統…247
難波高速バスターミナル 関連系統…248
ハイアット･リージェンシー･オーサカ 関連系統…249
古市･住之江営業所が大阪運輸振興に管理委託

十三市民病院移転に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔8〕歌島橋バスターミナル⇔十三市民病院

経路変更

〔104〕(旧)淀川区役所前⇔榎木橋 (新)淀川区役所前⇔十三市民病院(経路延長)
〔104A〕(旧)淀川区役所前⇔榎木橋 (新)淀川区役所前⇔榎木橋(北中島小学校前→宮原5丁目間を変更･子系統化)

廃止系統

〔38B〕歌島橋バスターミナル⇔佃6丁目

新設停留所

西三国小学校･西三国2丁目･西三国3丁目･三国駅 関連系統…104
十三市民病院(東行) 関連系統…8･25･104･212
大和田2丁目 関連系統…93A

改称停留所

(旧)新高野中北2丁目(西行) (新)十三市民病院(西行) 関連系統…8･25･104･212
(旧)十三市民病院前 (新)十三東 関連系統…41AB･93･93C･93E･104･104A･212

廃止停留所

西三国1丁目･三国小学校前･三国本町3丁目 関連系統…104A

2002/9/14(土)

新設停留所

大阪警察病院 関連系統…209

2002/11/1(金)

経路変更

2002/12/1(日)

新設停留所

関目2丁目西･関目中央公園･大阪府警察学校･北菫橋･鴫野会館･鴫野東1丁目･城東保健センター･城東税務署 関連系統…217
阪南町1丁目 関連系統…219

廃止停留所

朝日橋南 関連系統…217

国道309号線のガード高制限に伴う経路変更を実施
経路変更
新設停留所

年月日不明
(2002年ごろ)
年月日不明
(2002年ごろ)

2003/3/30(日)

経路変更

〔221〕(赤バス)住吉 (旧)東粉浜1丁目南→住吉車庫前→東粉浜1丁目南 (新)東粉浜1丁目南→住吉車庫前→東粉浜1丁目南
〔221〕(赤バス)住吉 (万代池西→東粉浜1丁目南間を変更)
帝塚山駅 関連系統…221
春日出中1丁目 関連系統…204
深江南 関連系統…214
桑津南口(南行) 関連系統…222B
加美北9丁目南 関連系統…223B
松田町駅西･阿倍野神社 関連系統…224A
花園南1丁目 関連系統…224A･224B

改称停留所

(旧)看護学院 (新)森之宮2丁目 関連系統…217

新車投入に伴うダイヤ改正を実施
改称停留所

3A･3B･9･9A･11･18A･18B･84･99･106･109号系統でノンステップバスの運行を開始
(旧)地下鉄花園町(西側) (新)西成老人福祉センター 関連系統…48
(旧)平野駅筋 (新)JR平野駅筋 関連系統…1･9･9A･10･14･18A･18B･20
(旧)平野駅前 (新)JR平野駅 関連系統…9A･10･18A･18B･20
(旧)我孫子駅前 (新)JR我孫子町駅 関連系統…63･63B･66
天神橋 (旧)近畿郵政局前 (新)日本郵政公社近畿支社前 関連系統…102･102A･105･107

なにわ筋延伸に伴うダイヤ改正を実施
新設系統
新設停留所

2003/4/29(火)

瓜破6丁目 関連系統…14･14B

新設停留所

副称変更
2003/4/5(土)

〔14〕(旧)加美南2丁目⇔高野大橋 (新)加美南2丁目⇔高野大橋(高野大橋→瓜破西間を変更)
〔14B〕(旧)地下鉄喜連瓜破⇔高野大橋 (新)地下鉄喜連瓜破⇔高野大橋(高野大橋→瓜破西間を変更)

廃止停留所

備 考
2003/4/1(火)

〔217〕(赤バス)城東 (旧)古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前 (新)古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前
〔217〕(赤バス)城東 (関目2丁目→古市3丁目･鴫野西1丁目→新喜多大橋･城東区役所前→蒲生中学校東間を変更)

〔48A〕難波⇔阿倍野橋
塩草 関連系統…48A

千歳橋開通に伴うダイヤ改正を実施
経路変更
新設停留所

〔108〕(旧)難波⇔新千歳 (新)難波⇔鶴町4丁目(経路延長)
鶴町4丁目北 関連系統…108
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2003/7/30(水)

2003/8/18(月)

経路変更
新設停留所

豊崎6丁目･府立中津養護学校･中津3丁目･北スポーツセンター･中津第二住宅 関連系統…201

改称停留所

(旧)国立大阪病院前 (新)国立病院 関連系統…85A･101･102･102A
(旧)住吉保健センター (新)住吉区保健福祉センター分館 関連系統…63･63B･221
(旧)城東保健センター (新)城東区保健福祉センター分館 関連系統…217

下水道工事に伴う経路変更を実施
経路変更

2003/10/1(火)

2003/12/19(金)

2004/3/31(水)

北田辺駅東 関連系統…222B

廃止停留所

北田辺駅北･北田辺4丁目 関連系統…222B

府立総合医療センター乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔64B〕住吉車庫前⇔苅田小学校前
〔66A〕住吉車庫前⇔地下鉄長居

経路変更

〔64A〕(旧)住吉車庫前⇔苅田小学校前 (新)府立総合医療センター⇔苅田小学校前(経路延長)
〔66〕(旧)住吉車庫前⇔地下鉄長居 (新)府立総合医療センター⇔地下鉄長居(経路延長)

2004/9/1(水)

〔214〕(赤バス)東成 (旧)地下鉄今里→東成スポーツセンター→地下鉄今里
〔214A･B〕(赤バス)東成環状 (新)地下鉄今里⇔神路大橋⇔東成スポーツセンター⇔地下鉄今里
〔214A･B〕(赤バス)東成環状 (地下鉄今里→地下鉄緑橋･中道→地下鉄今里間を変更･外回りの運行を開始)

番号変更

〔214〕→〔214A･B〕(赤バス)東成環状 地下鉄今里⇔神路大橋⇔東成スポーツセンター⇔地下鉄今里

新設停留所

地下鉄今里東･大今里･今里大橋･地下鉄深江橋西･深江南2丁目･地下鉄深江橋(東行北側)･神路大橋･中道2丁目･東成税務署･東小橋北
関連系統…214AB

改称停留所

(旧)北中道小学校 (新)森之宮東 関連系統…214AB

廃止停留所

深江西･深江南･深江北3丁目･深江北2丁目･阪陽公園･宝栄小学校･神路公園･東小橋北公園･玉津1丁目･大今里西2丁目 関連系統…214

副称追加

中道 (追加)玉造東 関連系統…214AB
東小橋 (追加)鶴橋東 関連系統…214AB

経路変更

〔220〕(赤バス)住之江 (旧)住之江会館→住之江区役所前→住之江会館 (新)住之江会館→住之江区役所前→住之江会館
〔220〕(赤バス)住之江 (住之江スポーツセンター→姫松橋･西住之江2丁目南→市営西住之江住宅間を変更)

新設停留所

北加賀屋4丁目･北加賀屋5丁目･府営柴谷住宅･住吉川西部会館･住吉川小学校･安立第一福祉会館･住之江2丁目･安立4丁目 関連営統…220

廃止停留所

南津守5丁目･南津守7丁目 関連系統…220

新車投入に伴うダイヤ改正を実施

新設系統

〔59C〕北港ヨットハーバー⇔大阪駅前
〔59D〕酉島車庫前⇔北港ヨットハーバー

経路変更

〔212〕(赤バス)区役所～加島駅 (旧)淀川区役所前→加島駅前→淀川区役所前 (新)淀川区役所前→加島駅前→淀川区役所前
〔212〕(赤バス)区役所～加島駅 (野中南2丁目→淀川区役所前間を変更)
〔222A〕(赤バス)東住吉南 (旧)駒川→矢田駅→駒川 (新)駒川→矢田駅→駒川(公園南矢田3丁目→矢田1丁目間を変更)

新設停留所

北港ヨットハーバー(西側) 関連系統…59C･59D
十三中学校･野中南2丁目(西行東側)･中央公園 関連系統…212
公園南矢田1丁目北･公園南矢田1丁目東 関連系統…222A

廃止停留所

矢田西中学校 関連系統…222A

下水道工事完了に伴う経路変更を実施

北田辺駅北･北田辺4丁目 関連系統…222B

廃止停留所

北田辺駅東 関連系統…222B

回送区間の旅客営業化に伴うダイヤ改正を実施
経路変更

2005/1/20(木)

2005/2/1(火)

〔5〕(旧)阿倍野橋⇔瓜破南 (新)阿倍野橋⇔三宅中(経路延長)
三宅中 関連系統…5

なんばバスターミナルの供用時間延長に伴うダイヤ改正を実施
廃止系統

〔71B〕鶴町4丁目←戎橋

経路変更

〔202〕(赤バス)京橋駅～毛馬 (旧)京橋駅前→毛馬中央公園→京橋駅前 (新)京橋駅前→毛馬中央公園→京橋駅前
〔202〕(赤バス)京橋駅～毛馬 (都島区役所前→都島中通2丁目東間を変更)

新設停留所

都島南通2丁目東 関連系統…202

廃止停留所

都島中住宅 関連系統…202

ビジット･ジャパン･キャンペーンの実証実験に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

新設停留所
2005/3/27(日)

〔222B〕(赤バス)東住吉北 (旧)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺 (新)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺
〔222B〕(赤バス)東住吉北 (駒川1丁目→北田辺郵便局間を変更)

新設停留所

新設停留所
2004/12/1(水)

7･29A･47･49A･49B･54･64A･66･75･80･94号系統でノンステップバスの運行を開始

北港ヨットハーバー構内乗り入れに伴うダイヤ改正を実施

経路変更

2004/10/11(月)

(旧)府立病院前 (新)府立総合医療センター 関連系統…54･62･63･63A･64･64A･66･221

経路変更

備 考
2004/7/1(木)

〔222B〕(赤バス)東住吉北 (旧)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺 (新)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺
〔222B〕(赤バス)東住吉北 (駒川1丁目→北田辺郵便局間を変更)

新設停留所

改称停留所
2003/12/1(月)

〔201〕(赤バス)長柄東～大淀中 (旧)豊崎東小学校前→大淀中5丁目→豊崎東小学校前 (新)豊崎東小学校前→大淀中5丁目→豊崎東小学校前
〔201〕(赤バス)長柄東～大淀中 (北野→新梅田シティ･大淀中5丁目→ABC公園間を変更)

〔188A〕大阪駅前→地下鉄動物園前→大阪駅前
〔188B〕地下鉄動物園前→大阪駅前→地下鉄動物園前
〔188C〕地下鉄動物園前⇔阿倍野橋
大阪城 関連系統…188A･188B･188C

新車投入に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔93F〕歌島橋バスターミナル⇔福町
〔205〕(赤バス)中央 天満橋→下寺町→天満橋
〔205A〕(赤バス)中央 天満橋⇔下寺町
5./.11_

大阪市バス歴代改訂履歴 2002-2009
2005/3/27(日)

新設系統

〔206〕(赤バス)西 地下鉄西長堀→川口1丁目→地下鉄西長堀
〔207〕(赤バス)港 弁天町バスターミナル→港区役所前→弁天町バスターミナル
〔211〕(赤バス)西淀川 歌島橋バスターミナル→千船駅→歌島橋バスターミナル
〔216〕(赤バス)旭 新森公園前→中宮2丁目→新森公園前
〔216A〕(赤バス)旭 新森公園前←今市1丁目

経路変更

〔17A〕(旧)ポートタウン東駅前⇔コスモスクエア駅前 (新)ポートタウン東駅前⇔コスモスクエア駅前
〔17A〕(ポートタウン東駅前⇔南港東8丁目間を変更)
〔38〕(旧)歌島橋バスターミナル⇔野田阪神前 (新)野田阪神前→竹島3丁目→野田阪神前(系統統合･経路延長･起終点交換)
〔109〕(旧)弁天町バスターミナル⇔第三突堤前
〔106A･B〕(新)弁天町バスターミナル⇔第三突堤前⇔弁天町バスターミナル(経路延長･循環系統化)
〔106〕(旧)弁天町バスターミナル⇔第三突堤前
〔106D〕(新)弁天町バスターミナル⇔港車庫(経路短縮･路線図非記載化)
〔107〕(旧)天満橋⇔弁天町バスターミナル (新)弁天町バスターミナル⇔天満橋(起終点交換)

番号変更

〔109〕→〔106A･B〕弁天町バスターミナル⇔第三突堤前⇔弁天町バスターミナル
〔106〕→〔106D〕弁天町バスターミナル⇔港車庫

廃止系統

〔96〕歌島橋バスターミナル→竹島3丁目→歌島橋バスターミナル(系統統合)
〔106A〕弁天町バスターミナル⇔港車庫

新設停留所

田中郵便局前 関連系統…44･44A･207
大和田3丁目北 関連系統…92A･211
国立病院北門前･谷町4丁目･南大江会館･内久宝寺町郵便局･上町西･法円坂住宅前･玉造2丁目北･玉造公園･谷町6丁目南･谷町7丁目
東平会館･金甌会館･中央区役所･中大江公園･府立労働センター 関連系統…205･205A
本田4丁目･西区老人福祉センター･川口3丁目･西税務署西･西高校西･北堀江4丁目･中央図書館･地下鉄阿波座･日生病院前･南堀江3丁目
関連系統…206
弁天4丁目･弁天5丁目･波除4丁目･波除小学校･波除2丁目･市岡元町3丁目･三社神社･三先小学校･池島2丁目･池島住宅･池島南住宅
入舟南公園･八幡屋南公園･八幡屋4丁目･八幡屋3丁目･入舟郵便局･八幡屋2丁目･港近隣センター･八幡屋1丁目･東田中公園･弁天3丁目南
磯路小学校南･港警察署･市岡3丁目･南市岡3丁目･南市岡小学校 関連系統…207
御幣島5丁目南･歌島4丁目･歌島1丁目北･柏里郵便局･神崎大橋･新佃公園･千船駅･姫島5丁目北･福町1丁目･大野2丁目･姫島公園
関連系統…211
旭スポーツセンター･高殿1丁目･高殿2丁目北･高殿5丁目･赤川1丁目東･赤川2丁目･生江住宅･中宮3丁目･中宮2丁目 関連系統…216
淀川パークハウス･太子橋3丁目･太子橋3丁目東･守口車庫北･土居団地 関連系統…216･216A

改称停留所

(旧)生野区民センター (新)生野区役所 関連系統…12･23･32･73･215

備 考
2005/4/1(金)

廃止系統

廃止停留所
備 考
2005/5/16(月)

2005/10/1(土)
2005/12/1(木)

大阪城 関連系統…188A･188B･188C
188号系統の正式(管理規定上)な廃止日時は2008/3/30(日)
長吉営業所が大阪運輸振興に管理委託
(旧)西淀川区役所 (新)御幣島公園 関連系統…38･93A･211

北菫橋架け替えに伴う経路変更を実施
経路変更

2005/8/16(火)

〔188A〕大阪駅前→地下鉄動物園前→大阪駅前
〔188B〕地下鉄動物園前→大阪駅前→地下鉄動物園前
〔188C〕地下鉄動物園前⇔阿倍野橋

西淀川区役所の建替工事完了に伴う停留所の改称を実施
改称停留所

2005/6/1(水)

8･13･38･38A･39･48A･63･70A･82･92A･93A･93B･108号系統でノンステップバスの運行を開始

ビジット･ジャパン･キャンペーンの実証実験終了に伴う路線廃止を実施

〔217〕(赤バス)城東 (旧)古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前 (新)古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前(北菫橋→古市3丁目間を変更)

旧OTS線編入に伴う路線再編を実施
経路変更

〔44〕(旧)弁天町バスターミナル⇔南港バスターミナル (新)コスモスクエア駅前→ポートタウン東駅前→コスモスクエア駅前
〔44〕(経路短縮･起終点交換)
〔44A〕(旧)弁天町バスターミナル→ポートタウン東駅前→弁天町バスターミナル
〔44A〕(新)弁天町バスターミナル→ポートタウン東駅前→弁天町バスターミナル(南港大橋北詰→ポートタウン東駅前間を変更)
〔103A〕(旧)大阪駅前⇔難波 (新)大阪駅前←難波(往路運転終了)

廃止系統

〔81A〕舞洲スポーツアイランド⇔ユニバーサル･スタジオ･ジャパン

新設停留所

コスモスクエア南 関連系統…17･17B
南港中央公園北 関連系統…44

取扱終了

淀屋橋(南行) 関連系統…88･88B･88C

新設停留所

福郵便局 関連系統…211

改称停留所

(旧)西成老人福祉センター (新)西成区老人福祉センター 関連系統…48･48A･224B

新設系統

〔5A〕あべの橋→三宅中
〔220A〕(赤バス)住之江 地下鉄住之江公園⇔柴谷2丁目
〔222A〕(赤バス)東住吉南 駒川⇔矢田行基大橋
〔54〕(旧)住吉車庫前⇔地下鉄あびこ (新)住吉車庫前⇔地下鉄あびこ(矢田行基大橋→苅田間を変更)
〔66〕(旧)府立総合医療センター⇔地下鉄長居 (新)府立総合医療センター⇔地下鉄長居(矢田行基大橋→苅田間を変更)
〔66A〕(旧)住吉車庫前⇔地下鉄長居 (新)住吉車庫前⇔地下鉄長居(矢田行基大橋→苅田間を変更)
〔93A〕(旧)歌島橋バスターミナル→御幣島公園→歌島橋バスターミナル (新)歌島橋バスターミナル⇔福町(経路短縮･ループ系統解消)
〔204〕(赤バス)福島 (旧)野田阪神前→船津橋→野田阪神前 (新)野田阪神前→野田→野田阪神前
〔204〕(赤バス)福島 (野田阪神前→浄正橋･福島3丁目→玉川4丁目南･玉川4丁目→野田阪神前間を変更)
〔206〕(赤バス)西 (旧)地下鉄西長堀→川口1丁目→地下鉄西長堀 (新)地下鉄西長堀→川口1丁目→地下鉄西長堀
〔206〕(赤バス)西 (九条新道→安治川トンネル前間を変更)
〔220〕(赤バス)住之江 (旧)住之江会館→安立1丁目南→住之江会館 (新)地下鉄住之江公園→安立1丁目南→地下鉄住之江公園
〔220〕(赤バス)住之江 (住吉市民病院前→回生橋･北加賀屋5丁目→住吉川小学校･南加賀屋4丁目→住之江会館間を変更･起終点変更)
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2005/12/1(木)

新設系統

〔221〕(赤バス)住吉 (旧)東粉浜1丁目南→住吉車庫前→東粉浜1丁目南 (新)東粉浜1丁目南→住吉車庫前→東粉浜1丁目南
〔221〕(赤バス)住吉 (上住吉→住吉車庫前間を変更)
〔222A〕(赤バス)東住吉南 (旧)駒川→矢田駅→駒川
〔222〕(赤バス)東住吉南 (新)駒川→矢田駅→駒川(鷹合1丁目→鷹合4丁目･矢田2丁目→湯里2丁目西間を変更)

番号変更

〔222A〕→〔222〕(赤バス)東住吉南 駒川→矢田駅→駒川

廃止系統

〔93F〕歌島橋バスターミナル⇔福町

新設停留所

リフレうりわり 関連系統…5A
鷹合団地北 関連系統…54･222･222A
諏訪2丁目 関連系統…21･67･86･86A
公団鷺洲第二住宅南･公団鷺洲第二住宅北･鷺洲東･上福島北公園･JR福島駅･玉川1丁目･上福島中学校･野田3丁目･野田2丁目･野田5丁目
吉野3丁目 関連系統…203
境川北･九条南3丁目･九条北公園 関連系統…206
新北島会館･新北島6丁目･新北島住宅･粉浜西2丁目･柴谷･中加賀屋2丁目西･加賀屋公園 関連系統…220･220A
住吉総合福祉センター 関連系統…221
鷹合1丁目(西行西側)･矢田西中学校･鷹合1丁目南･鷹合2丁目 関連系統…222･222A

廃止停留所

歌島公園 関連系統…93A
住之江西部会館 関連系統…220
鷹合1丁目中･鷹合3丁目･湯里5丁目西 関連系統…(旧)222A

取扱終了
備 考
2006/3/26(日)

千躰(東行) 関連系統…221
すべての停留所でバス⇔バス･地下鉄⇔バス乗継割引の適用を開始

新車投入に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔107A〕天満橋⇔川口1丁目
〔208〕(赤バス)大正 大正区役所前→三軒家→大正区役所前
〔208A〕(赤バス)大正 大正区役所前←大運橋通←大正区役所前
〔209A〕(赤バス)天王寺 阿倍野橋←天王寺西門前←上本町6丁目
〔209B〕(赤バス)天王寺 阿倍野橋←下寺町←天王寺区民センター
〔219A〕(赤バス)阿倍野 阿倍野橋⇔地下鉄西田辺

経路変更

〔209〕(赤バス)天王寺
〔209〕(赤バス)天王寺
〔219〕(赤バス)阿倍野
〔219〕(赤バス)阿倍野

廃止系統

〔36A〕大阪駅前⇔安田

(旧)阿部野橋→玉造→阿倍野橋 (新)阿倍野橋→玉造→阿倍野橋
(石ヶ辻町→石ヶ辻町北･玉造→清水谷高校前･上本町9丁目→天王寺区民センター間を変更)
(旧)阿部野橋→播磨町→阿倍野橋 (新)阿倍野橋→播磨町→阿倍野橋
(阿倍野橋→阿倍野区役所前･地下鉄昭和町→地下鉄昭和町･阿倍野区役所前→阿倍野橋間を変更)

新設停留所

勝山住宅(南行のみ) 関連系統…32･209･209A
千島コーポ･千島1丁目南･千島1丁目中･千島1丁目北･三軒家東5丁目･三軒家東福祉会館･泉尾上公園･三軒家住宅･泉尾2丁目･泉尾中公園
泉尾7丁目･泉尾浜公園･泉尾浜公園集会所･北恩加島小学校･北村1丁目北･北村1丁目･千島第二住宅 関連系統…208
アゼリア大正･泉尾病院･小林小学校･小林斎場･小林住宅北･小林住宅･平尾公園･平尾中･南恩加島2丁目･南恩加島2丁目北
ふれあい福祉センター･産土神社 関連系統…208･208A
大阪赤十字病院(敷地内)･天王寺スポーツセンター 関連系統…209
伶人町 関連系統…209･209A
松崎町3丁目･阪南町2丁目･阿倍野区社会福祉協議会･西田辺町2丁目･阪南町7丁目･播磨町3丁目･阪南町6丁目･長池公園･長池町
阪南町6丁目･長池公園･長池町･昭和町4丁目東･昭和町4丁目･天王寺町南1丁目東･高松公園 関連系統…219･219A

改称停留所

(旧)トモノス淀川 (新)新高野中北1丁目 関連系統…25･104･212
(旧)此花区役所前 (新)此花区役所 関連系統…43･56･56A･59･59A･59C･77･77A･79･81･99･179･204
(旧)大阪赤十字病院 (新)石ヶ辻町北 関連系統…209
(旧)阪南パラドーム (新)阪南町2丁目南 関連系統…219

廃止停留所

育徳会館･阪南町1丁目･松崎町4丁目 関連系統…219

備 考

5･5A･17･17B･20･41AB･44･44A･56･57･64･68･73･76･77･98A･98B･104･107･179･179A号系統でノンステップバスの運行を開始

2006/4/1(土)

備 考

酉島営業所が大阪運輸振興に管理委託

2006/6/1(木)

改称停留所

2006/8/1(火)

新設系統

〔223C〕(赤バス)区役所～地下鉄北巽 平野区役所前⇔地下鉄南巽

経路変更

〔204〕(赤バス)此花 (旧)西九条→此花区役所→西九条 (新)西九条→此花区役所→西九条
〔204〕(赤バス)此花 (梅香3丁目→春日出中1丁目･千鳥橋→安治川トンネル北間を変更)
〔223B〕(赤バス)区役所～地下鉄北巽 (旧)平野区役所前→地下鉄南巽→平野区役所前 (新)平野区役所前→地下鉄南巽→平野区役所前
〔223B〕(赤バス)区役所～地下鉄北巽 (教育大附属中学校→平野西1丁目間を変更)

新設停留所

年月日不明
(2006年ごろ)
2007/1/8(日)

(旧)芦原病院 (新)浪速生野病院 関連系統…210

春日出南2丁目･伝法2丁目･伝法2丁目西･此花ふれあいセンター･伝法1丁目東･大開4丁目･西九条3丁目･西九条西公園･西九条4丁目
西九条2丁目 関連系統…204
玉造本町･空清町･清水谷町 関連系統…209
四天王寺前夕陽ヶ丘 関連系統…209･209A
すみれ北(南側) 関連系統…217
西喜連第二住宅･喜連西小学校･喜連西3丁目･西喜連コミュニティ会館･東住吉高校 関連系統…223B･223C

取扱終了

旭東中学校前 関連系統…33B･68

取扱終了

西出戸(南行) 関連系統…1A･1C･1E･9

今里筋線開業に伴う路線改廃を実施
新設系統

〔37C〕大阪駅前⇔上新庄駅前(系統分割)
〔67B〕東深江⇔地下鉄深江橋
〔86C〕布施駅前⇔新森公園前
〔213A〕(赤バス)西淡路～区役所 新大阪駅東口→東淀川区役所前
〔213B･C〕(赤バス)東淀川東 地下鉄井高野⇔東淀川区役所前⇔地下鉄井高野(系統分割)
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大阪市バス歴代改訂履歴 2002-2009
2007/1/8(日)

新設系統

〔213D〕(赤バス)東淀川東 東淀中学校前→東淀川区役所前

経路変更

〔35〕(旧)守口車庫前⇔杭全 (新)地下鉄今里⇔杭全(系統分割･経路短縮)
〔37A〕(旧)井高野車庫前⇔相川駅前 (新)井高野車庫前⇔相川駅前(北江口⇔相川駅前間を変更)
〔67〕(旧)東深江⇔新森公園前 (新)東深江⇔新森公園前(緑1丁目⇔新森公園前間を変更)
〔78〕(旧)新森公園前⇔大阪駅前 (新)花博記念公園北口⇔大阪駅前(経路延長)
〔86〕(旧)布施駅前⇔上新庄駅前 (新)上新庄駅前⇔布施駅前(起終点交換)
〔27〕(旧) 守口車庫前⇔大阪駅前
〔86D〕(新)守口車庫前⇔上新庄駅前(系統分割･経路短縮)
〔92C〕(旧)十三⇔歌島橋バスターミナル (新)十三←歌島橋バスターミナル(往路運行終了)
〔108〕(旧)難波⇔鶴町4丁目 (新)鶴町4丁目⇔難波(起終点交換)
〔213〕(赤バス)西淡路～区役所 (旧)東淀川駅前→東淀川区役所前→東淀川駅前 (新)新大阪駅東口→東淀川区役所前→新大阪駅東口
〔213〕(赤バス)西淡路～区役所 (系統分割･淡路5丁目→下新庄駅西口･東淀川郵便局前→豊新2丁目･豊新1丁目→東淀川郵便局前
〔213〕(赤バス)西淡路～区役所 (淡路3丁目→日之出住宅前間を変更･起終点変更)
〔220〕(赤バス)住之江 (旧)地下鉄住之江公園→住之江区役所前→地下鉄住之江公園
〔220〕(赤バス)住之江 (新)地下鉄住之江公園→住之江区役所前→地下鉄住之江公園(南加賀屋4丁目→地下鉄住之江公園間を変更)
〔220A〕(赤バス)住之江 (旧)地下鉄住之江公園⇔柴谷2丁目 (新)地下鉄住之江公園⇔柴谷2丁目
〔220A〕(赤バス)住之江 (南加賀屋4丁目→地下鉄住之江公園間を変更)

番号変更

〔27〕→〔86D〕守口車庫前⇔上新庄駅前

廃止系統

〔33A〕総合医療センター前⇔上新庄駅前

新設停留所

地下鉄新森古市 関連系統…33B･45･67･78･86C
花博記念公園東口 関連系統…33B･45･68･78
地下鉄今里(南行北側･降車専用) 関連系統…35A
地下鉄瑞光4丁目 関連系統…37･37B･93･93C･93D･213BC
北江口2丁目 関連系統…37A
地下鉄井高野 関連系統…37A･213BC
鳩ヶ瀬会館 関連系統…213･213A
豊里7丁目･豊里郷土史料館･豊里郵便局･豊里5丁目･大道南小学校･大道北公園･大桐郵便局･大桐2丁目(東側)･大阪経大正門･小松東
小松中 関連系統…213BC
南江口住宅･南江口住宅 関連系統…213B
井高野郵便局･豊里3丁目 関連系統…213C
住之江会館(西行) 関連系統…220･220A

改称停留所

(旧)関目京阪前 (新)地下鉄関目成育 関連系統…35A
(旧)大阪ドーム前千代崎 (新)ドーム前千代崎 関連系統…70･70急･76･91･91急･91A･94･98A･98B･98C

副称追加
廃止停留所
備 考
2007/4/1(日)

2007/9/18(火)

2007/9/24(月)

86D号系統でノンステップバスの運行を開始
35A号系統が配布路線図に記載

新設系統

〔92D〕出来島駅前→中島2丁目

廃止系統

〔17A〕ポートタウン東駅前⇔コスモスクエア駅前
2･14A･16･18･33C･43･53･58･62･71A･79A･93C･102号系統でノンステップバスの運行を開始

新設系統

〔213E〕(赤バス)西淡路～区役所 新大阪駅北口→東淀川駅前→新大阪駅北口

経路変更

〔206〕(赤バス)西
〔206〕(赤バス)西
〔207〕(赤バス)港
〔207〕(赤バス)港

(旧)地下鉄阿波座→川口1丁目→地下鉄阿波座 (新)地下鉄九条→地下鉄阿波座→地下鉄九条
(日生病院前→松島病院前･本田1丁目→九条南3丁目･西区老人福祉センター→川口1丁目間を変更･起終点変更)
(旧)弁天町バスターミナル→港区役所前→弁天町バスターミナル
(新)弁天町バスターミナル→港区役所前→弁天町バスターミナル(東田中公園→磯路3丁目間を変更)

新設停留所

地下鉄九条･本田2丁目 関連系統…206

廃止停留所

南堀江3丁目･境川北･川口3丁目･西税務署西 関連系統…206

今里筋線並行路線の輸送体系見直しに伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔35B〕地下鉄今里⇔杭全

経路変更

〔35〕(旧)地下鉄今里⇔杭全 (新)守口車庫前⇔杭全(系統統合･経路延長)
〔35A〕(旧)守口車庫前⇔地下鉄今里 (新)守口車庫前←地下鉄今里(子系統化･往路運行終了･路線図非記載化)

新設停留所

地下鉄今里(北行北側) 関連系統…35･35A

取扱開始

地下鉄今里(南行北側･乗車) 関連系統…35

廃止系統

〔14A〕瓜破斎場前→地下鉄喜連瓜破→瓜破斎場前

廃止停留所
2007/10/27(土)

菅原2丁目西 関連系統…213

新車投入に伴うダイヤ改正を実施

備 考
2007/7/21(土)

花博記念公園北口 (追加)緑 関連系統…33B･45･68･78
北江口住宅前 (追加)地下鉄井高野 関連系統…37･37A･37B･93･93C･213BC

瓜破斎場前･霊園管理事務所前･瓜破霊園口 関連系統…14A

新設系統

〔104B〕淀川区役所前⇔十三市民病院
〔215A〕(赤バス)生野北 桃谷駅前⇔北巽バスターミナル
〔215B〕(赤バス)生野南 桃谷駅前→地下鉄南巽→桃谷駅前(系統分割)
〔215C〕(赤バス)生野南 桃谷駅前←地下鉄南巽

経路変更

〔14〕(旧)加美南2丁目⇔高野大橋 (新)加美南2丁目⇔高野大橋(平野南口⇔喜連住宅前間を変更)
〔212〕(赤バス)区役所～加島駅 (旧)淀川区役所前→加島駅前→淀川区役所前 (新)淀川区役所前→加島駅前→淀川区役所前
〔212〕(赤バス)区役所～加島駅 (十三東→十三中学校間を変更)
〔215〕(赤バス)生野 (旧)桃谷駅前→大池橋→桃谷駅前
〔215〕(赤バス)生野北 (新)桃谷駅前→北巽バスターミナル→桃谷駅前(系統分割･経路短縮･巽北3丁目東→小路東2丁目間を変更)
〔222B〕(赤バス)東住吉北 (旧)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺 (新)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺
〔222B〕(赤バス)東住吉北 (東住吉警察署→鷹合1丁目･中野中学校前→杭全8丁目間を変更)

新設停留所

喜連西住道矢田 関連系統…4･4A
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大阪市バス歴代改訂履歴 2002-2009
2007/10/27(土)

2008/2/12/(火)

新設停留所

喜連東1丁目･喜連東3丁目 関連系統…14
東三国2丁目 関連系統…104B
木川東3丁目 関連系統…212
巽北公園･小路東2丁目南･東小路小学校･小路東6丁目 関連系統…215･215A
巽南5丁目中･巽南5丁目南･巽南4丁目 関連系統…215B･215C
田辺2丁目･中野2丁目･中野2丁目北･今川4丁目･西今川2丁目･西今川2丁目北･東明橋･北田辺駅東･銀杏橋･杭全5丁目･杭全7丁目
関連系統…222B

廃止停留所

喜連北口･喜連 関連系統…14
南田辺3丁目･山坂4丁目･長居陸上競技場･田辺中学校･中野1丁目･西今川4丁目･西今川3丁目･今川7丁目･今川5丁目･今川5丁目北
今川2丁目東 関連系統…222B

住吉区役所の移転に伴う停留所の改称を実施
改称停留所
備 考

2008/3/30(日)

(旧)住吉区保健福祉センター分館 (新)住吉区役所区民センター 関連系統…63･64･66･66A･221
(旧)住吉区役所前 (新)三陵中学校 関連系統…64･64A･64B･66･221
住吉区役所区民センター(南行)に64･66･66A号系統が新たに停車

収支改善を目的とした路線再編を実施
新設系統

〔15A〕地下鉄住之江公園⇔地下鉄玉出
〔28B〕天満橋⇔徳庵橋
〔49C〕地下鉄住之江公園→平林北1丁目→地下鉄住之江公園
〔49D〕地下鉄住之江公園→平林北1丁目
〔56B〕酉島車庫前⇔西九条
〔66E〕府立総合医療センター→苅田→住吉車庫前
〔66F〕府立総合医療センター→我孫子中学校前→住吉車庫前
〔66G〕住吉車庫前→苅田→府立総合医療センター
〔66H〕住吉車庫前→我孫子中学校前→府立総合医療センター
〔66J〕住吉車庫前←地下鉄長居
〔72〕天保山⇔ドーム前千代崎(系統分割)
〔217B〕(赤バス)城東南 城東区役所前→地下鉄緑橋→城東区役所前(系統分割)

経路変更

〔1A･B〕(旧)出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル (新)出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル
〔1A･B〕(六反東住宅前⇔長吉六反間を変更)
〔1C･D〕(旧)出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル (新)出戸バスターミナル⇔長吉六反⇔出戸バスターミナル
〔1C･D〕(六反東住宅前⇔長吉六反間を変更)
〔9〕(旧)出戸バスターミナル⇔阿部野橋 (新)出戸バスターミナル⇔阿倍野橋(阿倍野橋→寺田町間を変更)
〔15〕(旧)地下鉄玉出⇔南港バスターミナル (新)地下鉄住之江公園⇔南港バスターミナル(系統統合･経路延長)
〔18A〕(旧)北巽バスターミナル⇔久宝寺6丁目 (新)北巽バスターミナル⇔加美神明東住宅前(経路短縮)
〔25〕(旧)東淀川駅前⇔加島駅前 (新)東淀川駅前⇔加島駅前(日之出住宅前⇔宮原4丁目間を変更)
〔28〕(旧)天満橋⇔徳庵橋 (新)天満橋→徳庵橋→天満橋(ループ系統化)
〔29A〕(旧)地下鉄住之江公園⇔出島 (新)地下鉄住之江公園⇔堺駅西口(経路短縮)
〔30〕(旧)地下鉄動物園前⇔北巽バスターミナル (新)阿倍野橋⇔北巽バスターミナル(経路短縮･寺田町→阿倍野橋間を変更)
〔41A･B〕(旧)大阪駅前⇔淡路3丁目⇔大阪駅前 (新)大阪駅前⇔新大阪駅北口⇔大阪駅前(西淡路2丁目⇔中島中学校前間を変更)
〔64〕(旧)地下鉄動物園前⇔遠里小野橋 (新)阿部野橋⇔遠里小野橋(経路短縮)
〔64A〕(旧)府立総合医療センター⇔苅田小学校前 (新)府立総合医療センター⇔苅田小学校前(千躰⇔沢の町間を変更)
〔64B〕(旧)住吉車庫前⇔苅田小学校前 (新)住吉車庫前⇔苅田小学校前(千躰⇔沢の町間を変更)
〔66〕(旧)府立総合医療センター⇔地下鉄長居
〔66A･B〕(新)府立総合医療センター⇔苅田⇔我孫子中学校前⇔府立総合医療センター(循環系統化)
〔66A〕(旧)住吉車庫前⇔地下鉄長居
〔66C･D〕(新)住吉車庫前⇔苅田⇔我孫子中学校前⇔住吉車庫前(循環系統化)
〔94〕(旧)天保山⇔ドーム前千代崎 (新)鶴町4丁目⇔ドーム前千代崎(系統分割･経路短縮)
〔99〕(旧)酉島車庫前⇔弁天町バスターミナル (新)弁天町バスターミナル⇔酉島車庫前(起終点交換)
〔217〕(赤バス)城東 (旧)古市車庫前→地下鉄緑橋→古市車庫前
〔217A〕(赤バス)城東北 (新)古市車庫前→地下鉄今福鶴見→古市車庫前
〔217A〕(赤バス)城東北 (系統分割･北菫橋→新森2丁目･今福東2丁目→鯖江東小学校前･地下鉄蒲生4丁目→菫市場前間を変更)
〔221〕(赤バス)住吉 (旧)東粉浜1丁目南→三陵中学校→東粉浜1丁目南 (新)東粉浜1丁目南→住吉区役所区民センター→東粉浜1丁目南
〔221〕(赤バス)住吉 (三陵中学校→住吉区役所区民センター･山之内1丁目→住吉総合福祉センター間を変更)

廃止系統

〔1F〕長吉出戸住宅前→出戸バスターミナル
〔3C〕出戸バスターミナル→播磨町
〔17C〕コスモスクエア駅前⇔国際フェリーターミナル前
〔18B〕北巽バスターミナル⇔加美神明東住宅前
〔20〕JR平野駅⇔阿部野橋
〔24C･D〕地下鉄長居→南長居→地下鉄長居
〔28A〕放出住宅前→今津比枝神社前
〔29B〕地下鉄住之江公園⇔三宝
〔41D〕東淀川駅前→淡路5丁目→東淀川駅前
〔56〕ユニバーサル･スタジオ･ジャパン⇔西九条
〔67A〕東深江⇔地下鉄今里
〔205〕(赤バス)中央 天満橋→下寺町→天満橋
〔205A〕(赤バス)中央 天満橋⇔下寺町

新設停留所

六反東住宅前(東側) 関連系統…1A･1C･1E
六反東公園 関連系統…1B･1D
関目5丁目･今福東2丁目北･南今福北公園･今福南4丁目･中央2丁目･成育小学校 関連系統…217A
中央1丁目 関連系統…217A･217B
城東区保健福祉センター分館･天王田公園･諏訪小学校･永田3丁目･極楽橋南詰 関連系統…217B
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新設停留所

遠沢公園･清水丘1丁目東･清水丘1丁目南･清水丘2丁目･清水丘3丁目･住吉山之内郵便局･長居2丁目･大領東住宅･大領4丁目 関連系統…221

改称停留所

(旧)動物園前(南側) (新)地下鉄動物園前 関連系統…1･7･48･48A･80･224A
(旧)新大阪駅東口(東側) (新)東中島4丁目北 関連系統…41AB･213･213A･213E
(旧)此花総合高校前 (新)酉島小学校 関連系統…59･59A･59C･77･77A

廃止停留所

地下鉄動物園前(霞町側) 関連系統…1･30･64
国際フェリーターミナル前 関連系統…17C
西久宝寺･久宝寺口･久宝寺6丁目 関連系統…18A
今川3丁目･桃ヶ池公園 関連系統…20
大浜北町･大浜南町･出島 関連系統…29A
桜島3丁目東 関連系統…56
国立病院北門前･谷町4丁目･南大江会館･内久宝寺町郵便局･上町西･法円坂住宅前･玉造2丁目北･玉造公園･空堀町･谷町6丁目南･谷町7丁目
東平会館･金甌会館･中央区役所･中大江公園･府立労働センター 関連系統…205･205A
東中浜4丁目 関連系統…217
南住吉2丁目西 関連系統…221

備 考

10･21･22･33B･37C･45･46･49C･56A･57A･70･72･85･85A･103･105号系統でノンステップバスの運行を開始
連続運行する場合は1系統扱いに変更
霞町操車場を閉鎖

2008/4/1(火)

備 考

定期観光バス事業を廃止

2008/6/1(日)

廃止系統
廃止停留所

2008/7/1(火)

〔216〕(赤バス)旭 (旧)新森公園前→中宮2丁目→新森公園前 (新)守口車庫前→中宮2丁目→守口車庫前
〔216〕(赤バス)旭 (地下鉄太子橋今市→旭区役所区民センター前間を変更･起終点変更)

廃止系統

〔216A〕(赤バス)旭 新森公園前←今市1丁目

年月日不明
(2008年ごろ)
2009/3/2(月)

新設系統

〔108A〕鶴町4丁目⇔難波
〔109〕鶴浜⇔ドーム前千代崎
〔218A〕(赤バス)鶴見 横堤バスターミナル⇔地下鉄鶴見緑地

経路変更

〔33B〕(旧)総合医療センター前⇔新森7丁目東 (新)総合医療センター前⇔新森7丁目(終点変更)
〔68〕(旧)京橋駅前⇔新森7丁目東 (新)京橋駅前⇔新森7丁目(終点変更)
〔218〕(赤バス)鶴見緑地～放出東 (旧)地下鉄鶴見緑地→鶴見区役所前→地下鉄鶴見緑地
〔218〕(赤バス)鶴見 (新)横堤バスターミナル⇔JR放出駅⇔横堤バスターミナル
〔218〕(赤バス)鶴見 (地下鉄鶴見緑地→諸口1丁目･今津公園→今津橋間を変更･起終点変更)

新設停留所

鶴浜 関連系統…108A･109
今津南公園･今津南3丁目･JR放出駅･市営放出東住宅･今津北1丁目･放出大橋･鶴見1丁目･横堤2丁目･緑2丁目･緑第二住宅･市営緑住宅
緑児童遊園･横堤4丁目 関連系統…218･218A

廃止停留所

新森7丁目東 関連系統…33B･68
今津南2丁目･放出東･榎本公園 関連系統…218
108A･109号系統でノンステップバスの運行を開始

京阪中之島線開業に伴う路線改廃を実施
経路変更

〔88〕(旧)天保山→大阪駅前→天保山 (新)天保山⇔大阪駅前(ループ系統解消)
〔102〕(旧)上本町6丁目→大阪駅前→上本町6丁目 (新)上本町6丁目⇔大阪駅前(ループ系統解消)

廃止系統

〔88B〕天保山⇔大阪駅前
〔102A〕上本町6丁目⇔大阪駅前
〔107〕弁天町バスターミナル⇔天満橋
〔107A〕天満橋⇔川口1丁目

新設停留所

渡辺橋(北行･北側) 関連系統…75･88･88A･88C･102･103･103A

改称停留所

(旧)府立中津養護学校 (新)府立中津支援学校 関連系統…201
(旧)ABC公園 (新)大淀中学校 関連系統…201
(旧)府立盲学校 (新)府立視覚支援学校 関連系統…221

淀川区役所の移転に伴う停留所の改称を実施
改称停留所

2009/3/29(日)

旭スポーツセンター･高殿1丁目･高殿2丁目北･高殿5丁目 関連系統…216

鶴浜地区の開発進展に伴うダイヤ改正を実施

備 考
2008/10/20(月)

地下鉄九条･九条南3丁目･九条北公園･本田4丁目･西区老人福祉センター･西高校西･北堀江4丁目･地下鉄阿波座･日生病院前･本田2丁目
関連系統…206

経路変更

廃止停留所
2008/8/1(金)

〔206〕(赤バス)西 地下鉄九条→地下鉄西長堀→地下鉄九条

(旧)十三東 (新)淀川区役所 関連系統…41AB･93･93C･93E･104･104A･104B･212
(旧)淀川区役所前 (新)十三駅東口 関連系統…41AB･93･93C･93E･104･104A･104B･212

新車投入に伴うダイヤ改正を実施
新設系統

〔72A〕天保山⇔ドーム前千代崎

経路変更

〔3A〕(旧)出戸バスターミナル→長吉川辺4丁目→出戸バスターミナル (新)出戸バスターミナル⇔長吉川辺4丁目(ループ系統解消)
〔4A〕(旧)出戸バスターミナル⇔地下鉄長居 (新)出戸バスターミナル⇔住吉車庫前(経路延長)
〔17〕(旧)コスモスクエア駅前→コスモスクエア東→コスモスクエア駅前 (新)コスモスクエア駅前⇔コスモスクエア東
〔17〕(ふれあい港館前→見本市会場東口･コスモスクエア東→トレードセンター前間を変更･ループ系統廃止)
〔35A〕(旧)守口車庫前←地下鉄今里 (新)守口車庫前⇔地下鉄今里(往路運行開始)
〔38〕(旧)野田阪神前→竹島3丁目→野田阪神前 (新)野田阪神前⇔竹島3丁目(ループ系統解消)
〔44A〕(旧)弁天町バスターミナル→ポートタウン東駅前→弁天町バスターミナル
〔44A〕(新)弁天町バスターミナル⇔ポートタウン東駅前(ループ系統解消)
〔66A･B〕(旧)府立総合医療センター⇔苅田⇔我孫子中学校前⇔府立総合医療センター
〔66A･B〕(新)府立総合医療センター前⇔地下鉄長居(ループ系統解消)
〔66C･D〕(旧)住吉車庫前⇔苅田⇔我孫子中学校前⇔住吉車庫前 (新)住吉車庫前⇔地下鉄長居(ループ系統解消)
〔82〕(旧)西九条→高見1丁目→西九条 (新)西九条⇔高見1丁目(ループ系統解消)
〔86C〕(旧)布施駅前⇔新森公園前 (新)新森公園前⇔布施駅前(起終点交換)
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経路変更

〔92A〕(旧)歌島橋バスターミナル→中島2丁目→歌島橋バスターミナル (新)歌島橋バスターミナル⇔中島2丁目(ループ系統解消)
〔99〕(旧)弁天町バスターミナル⇔酉島車庫前 (新)弁天町バスターミナル⇔酉島車庫前(島屋⇔北港大橋間を変更)
〔103〕(旧)大阪駅前→難波→大阪駅前 (新)大阪駅前⇔難波(ループ系統解消)
〔105〕(旧)天満橋→難波→天満橋 ( 新)天満橋⇔難波(ループ系統解消)
〔106A･B〕(旧)弁天町バスターミナル⇔第三突堤前⇔弁天町バスターミナル (新)弁天町バスターミナル⇔第三突堤前(ループ系統解消)
〔108A〕(旧)鶴町4丁目⇔難波 (新)鶴町4丁目⇔ドーム前千代崎(経路短縮)

廃止系統

〔17B〕コスモスクエア駅前→コスモスクエア東→コスモスクエア駅前
〔49C〕地下鉄住之江公園→平林北1丁目→地下鉄住之江公園
〔49D〕地下鉄住之江公園→平林北1丁目
〔55A〕大正橋→大阪駅前
〔59A〕酉島車庫前⇔野田阪神前
〔66E〕府立総合医療センター→苅田→住吉車庫前
〔66F〕府立総合医療センター→我孫子中学校前→住吉車庫前
〔66G〕住吉車庫前→苅田→府立総合医療センター
〔66H〕住吉車庫前→我孫子中学校前→府立総合医療センター
〔66J〕住吉車庫前←地下鉄長居
〔67B〕東深江←地下鉄深江橋
〔71A〕鶴町4丁目⇔上本町6丁目
〔75A〕難波中学校前→大阪駅前
〔86B〕布施駅前←地下鉄深江橋
〔91B〕大正橋→野田阪神前
〔92C〕十三←歌島橋バスターミナル
〔93E〕地下鉄西中島南方⇔歌島橋バスターミナル
〔103A〕大阪駅前←難波
〔109〕鶴浜⇔ドーム前千代崎

新設停留所

安治川口駅前 関連系統…99

改称停留所

(旧)九条南1丁目 (新)阪神九条 関連系統…88･88A
(旧)三国駅 (新)三国駅前 関連系統…104･104B

取扱終了
廃止停留所
備 考
2009/6/1(月)

67･91号系統でノンステップバスの運行を開始
(旧)田蓑橋(東行) (新)中之島4丁目 関連系統…53
(旧)玉江橋(西行) (新)中之島4丁目 関連系統…53

愛染橋病院乗り入れに伴うダイヤ改正を実施
経路変更
新設停留所

2009/9/1(土)

国際見本市会場前 関連系統…17

中之島地区の再開発に伴う停留所の改称を実施
改称停留所

2009/7/1(水)

地下鉄北巽(北行･乗車のみ) 関連系統…18A･30

〔210〕(赤バス)浪速 (旧)難波→浪速区役所→難波 (新)難波→浪速区役所→難波(戎神社前→地下鉄恵美須町間を変更)
愛染橋病院 関連系統…210

経路変更

〔222B〕(赤バス)東住吉北 (旧)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺 (新)地下鉄田辺→JR東部市場前駅→地下鉄田辺
〔222B〕(赤バス)東住吉北 (東住吉警察署→鷹合1丁目間を変更)

廃止系統

〔214A･B〕(赤バス)東成環状 地下鉄今里⇔神路大橋⇔東成スポーツセンター⇔地下鉄今里

新設停留所

南田辺3丁目･山坂4丁目･長居陸上競技場･田辺中学校 関連系統…222B

廃止停留所

地下鉄今里東･大今里･今里大橋･地下鉄新深江西･深江南2丁目･神路大橋･東成スポーツセンター･森之宮東･中道2丁目･中道4丁目
東成税務署･東小橋北 関連系統…214AB
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