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（６）旅客施設 

表Ⅷ－６－１５ 旅客乗降用渡橋（公共） 

 

   

 

 

 

（７）保管施設 

表Ⅷ－６－１６ 木材整理場、貯木場 

 

 

 

 

 

表Ⅷ－６－１７ 倉庫 

 

 

 

 

 

 

 

近畿運輸局調              

           

 

表Ⅷ－６－１８ 貯炭場 
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（８）船舶給水施設 

表Ⅷ－６－１９ 船舶給水（公共） 

 

   

 

（９）港湾環境整備施設 

表Ⅷ－６－２０ 臨港緑地 
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表Ⅷ－６－２１ 海浜施設 

 

   

 

 

 

 

（１０）港湾厚生施設 

表Ⅷ－６－２２ 船員・港湾労働者福利厚生施設 
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（１１）港湾役務提供及び管理用移動施設 

表Ⅷ－６－２３ ひき船 

 

 

 

表Ⅷ－６－２４ 清掃船（公共） 

 

 

 

 

 

 

表Ⅷ－６－２５ 通船（私設） 

 

 

近畿運輸局調           
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７ 過去の計画一覧 

過去の港湾計画の経緯を以下に示す。 

表Ⅷ－７－１ 過去の港湾計画一覧 

  

計画年月 計画名 内容

昭和22年6月 大阪港復興計画
運輸省第1回港湾委員会

(大阪港の内港化計画)
終戦当時の大阪港は、戦災、高潮、地震などの度重なる災厄で荒廃をきわめていたが、大阪市総合復興計
画の一環として、新たな構想のもとに大阪港の復興計画を策定したものである。

①安治川、尻無川、正蓮寺川の拡幅浚渫による内港化と浚渫土砂による臨港低地区の全面盛土の実施
②大正内港の整備に伴う大正区内既存貯木場の平林町への移転、集約
③昭和32年における復興目標3,000万トン、将来計画(昭和52年)目標5,000万トン

昭和32年11月 大阪港整備改訂計画
港湾審議会第3回計画部会

(南港臨海工業用地造成計画)
わが国産業構造の重化学工業化を背景に、大阪経済の振興を図るため臨海工業地域造成を骨子とする改訂

計画を策定したものである。

1. 臨海工業地域造成計画
　臨海工業用地　1,730,000坪埋立
　水路　幅250m　水深10～12m

　運河　幅100m　水深4m
　　　　  幅 80m　水深4m

2. 航路、泊地整備計画
　第一、ニ、三区及び南港航路
　　幅200m　水深12m

　梅町航路
　　幅120m　水深12m
　桜島航路

　　幅150m　水深10m
　木津川航路
　　幅120～200m　水深9～10.5m

　泊地
　　第一、ニ、三区　水深11～12m

昭和42年8月 大阪港整備第2次改訂計画
港湾審議会第28回計画部会

(南港商港化計画、コンテナ化)
驚異的な経済成長、都市への人口、産業の集中など経済社会情勢の大幅な変化から、大阪港の将来計画を

再検討する必要に迫られたため、広域的長期的視点に立って、南港商港化計画を根幹とする第2次改訂計画
を策定したものである。
①慢性的滞船の解消とコンテナリゼーションなど輸送革新に対応した港湾施設の整備

②都市の過密化に起因する諸問題の解決に資するための都市開発用地の確保
③南航路及び北航路の新設
④南港と港区を結ぶ連絡橋梁等臨港交通施設の整備拡充

⑤将来の埋立余地として北港前面水域の確保
⑥昭和50年の貨物取扱目標を6,800万トンとする。

公共埠頭計画
1. 内貿公共埠頭計画
　5,000D/W級　水深7.5m　岸壁30バース　延長4,100m

　2,000D/W級　水深5.5m　岸壁38バース　延長3,550m

2. 外貿公共埠頭計画

　・コンテナ埠頭計画
　　南港二区

　　　20,000D/W級　水深12m　岸壁5バース　延長1,250m
　・一般外貿埠頭
　　南港（北埠頭及び南埠頭）

　　　15,000D/W級　水深10m　岸壁19バース　延長3,800m
　　　5,000D/W級　水深7.5m　岸壁6バース　延長920m
　　　水深4m 物揚場　延長720m

3. 大正内港計画
　大正内港突堤

　　10,000D/W級　水深9m　岸壁1バース　延長170m
　　5,000D/W級　水深7.5m　岸壁4バース　延長510m
　　2,000D/W級　水深5.5m　岸壁5バース　延長470m

　　物揚場及び護岸　延長920m
　大正第一突堤北岸
　　2,000D/W級　水深5.5m　岸壁5バース　延長470m

　　物揚場及び護岸　延長250m

4. 埋立地造成計画

　南港一、ニ、三区
　・港湾機能用地等　約240万m2

　・港湾機能用地、都市再開発用地等　約600万m2

5. 防波堤計画

　・南港沖防波堤撤去　約500m
　・南港南防波堤　1,250m
　・南港北防波堤　400m

6. 航路泊地計画

　・主航路　水深12m　幅300m

　・南港水深12m航路　幅420～580m（泊地含む）
　・北航路　水深10m　幅200m　延長2,300m
　・南航路　水深10m　幅300m　延長1,700m

　南港地区
　　・泊地　水深10m　面積289万m2（外貿埠頭）
　　　　　　　水深7.5m 面積120万m2

　　　　　　　水深5.5m 面積7万m2（内港地区）
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計画年月 計画名 内容

昭和45年6月 一部変更
港湾審議会第42回計画部会

(南港内港フェリー埠頭計画、南港外港中埠頭コンテナ埠頭計画)
コンテナリゼーションの進展、フェリー輸送の台頭に対応するため改訂計画の一部を変更したものであ
る。

1. 南港コンテナ埠頭計画（変更）
　コンテナ船対象
　35,000D/W級　水深12m岸壁1バース　延長300m

　25,000D/W級　水深12m岸壁4バース　延長1,000m
　埠頭用地　40万m2

2. 南港外港北埠頭計画（変更・追加）
　コンテナ船対象
　25,000D/W級　水深12m岸壁2バース　延長500m

　定期船対象
　15,000D/W級　水深10m岸壁7バース　延長1,400m
　不定期船対象

　15,000D/W級　水深10m岸壁4バース　延長800m
　水深4m物揚場　延長550m
　埠頭用地　170万m2（埠頭関連用地を含む）

3. 南港外港北埠頭防波護岸及び防波堤計画（変更）
　防波護岸　延長830m

　防波堤　　延長350m

4. 南港内港フェリー埠頭計画（変更・追加）

　8,000G/T級　水深7.5m岸壁3バース　延長495m
　3,000G/T級　水深6m岸壁3バース　延長390m
　水深4m物揚場　延長234m

　埠頭用地　69万m2（埠頭関連用地を含む）

5. 南港内港北側埠頭計画（変更）

　2,000D/W級　水深5.5m岸壁10バース　920m
　水深4m物揚場　延長85m
　埠頭用地　25万m2（埠頭関連用地を含む）

6. 航路及び泊地計画（変更）
　南航路　水深12m　幅員300m　最大対象船型25,000D/W

　南港外港泊地　水深12m　面積 89万m2　最大対象船型25,000D/W
　　　　　　　　水深10m　面積181万m2　最大対象船型15,000D/W

昭和46年12月 一部変更
港湾審議会第48回計画部会

(南港外港整備計画、北港北地区計画)
  コンテナ化、フェリー化に伴う海陸協同一貫輸送の進展、港湾貨物における危険物の増加、浚渫土砂、
都市廃棄物の適正な処理、公害の防除など港湾及びその周辺の諸問題に対処するため、長期的な観点をふ

まえつつ改訂計画の再検討を行ったものである。
①南港外港の法線一部変更
②北港前面の水域の一部に廃棄物処理場を新設

③貨物取扱目標　　昭和50年1億60万トン
  　　　　　　　 (昭和55年1億5,560万トン)

1. 南港外港北埠頭（変更・追加）

　30,000D/W級　水深12m岸壁1バース　延長240m
　15,000D/W級　水深10m岸壁2バース　延長370m
　小型船対象　水深4m物揚場　延長450m

　埠頭用地　9万m2

2. 南港外港中埠頭（変更）

　35,000D/W級　水深12m岸壁　2バース　延長600m（コンテナ船対象）
　15,000D/W級　水深10m岸壁　7バース　延長1,400m
　小型船対象　水深4m物揚場　延長180m

　埠頭用地　44万m2

3. 南港外港南埠頭（変更・追加）
　30,000D/W級　水深12m岸壁　5バース　延長1,250m

　15,000D/W級　水深10m岸壁　4バース　延長860m
　 5,000D/W級　水深7.5m岸壁　6バース　延長840m
　小型船対象　水深4m物揚場　延長730m

　埠頭用地　26万m2

4. 防波堤計画（追加）

　南港内港地区防波堤（仮称）　延長150m
　大和川北防波堤（仮称）　　　　延長200m

5. 泊地計画（変更・追加）
　南港外港泊地　水深12m　面積183万m2　最大対象船型30,000D/W
　　　　　　　　水深10m　面積 34万m2　最大対象船型15,000D/W

　　　　　　　　水深7.5m　面積 10万m2　最大対象船型 5,000D/W
　南埠頭南泊地　水深12m　面積 55万m2　最大対象船型30,000D/W

6. 危険物取扱施設計画（追加）
　南港外港北埠頭
　　30,000D/W級　水深12m岸壁　1バース　延長240m

　　15,000D/W級　水深10m岸壁　1バース　延長185m
　　小型船対象　水深4m物揚場　延長365m
　　埠頭用地　6万m2

7. 用地造成計画（変更・追加）
　南港外港地区

　　埠頭用地　85万m2　港湾関連用地　146万m2　その他　62万m2
　北港地区
　　埠頭用地・港湾関連用地　228万m2
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計画年月 計画名 内容

昭和49年7月 一部変更
港湾審議会第64回計画部会

(南埠頭フェリー埠頭計画)
中・長距離フェリー輸送の需要増大に対応して南港南埠頭に大型フェリーバースを増設する。

1. フェリー埠頭計画（追加）
　8,000G/T級　水深8.5m岸壁　1バース　延長238m
　5,000G/T級　水深7.5m岸壁　1バース　延長193m

　埠頭用地　5万m2

2. 泊地計画(変更）

　泊地　水深10m　面積8万m2
　　　　水深7.5～8.5m　面積11万m2

3. 用地造成計画(変更）
　南港外港南埠頭地区　埠頭用地　9万m2

昭和50年9月 一部変更
港湾審議会第70回計画部会

(北港マリーナ計画、北港南地区計画)
背後市民の海洋性レクリェーション需要の増大に対処するためマリーナを計画する。又近年増大する廃棄
物の処理用地として北港南地区を計画する。

1. マリーナ計画(追加)
　北港マリーナ地区

　　係留施設　水深4m　延長180m
　　船揚場　　水深4m　延長 90m
　　防波堤（Ⅰ）　延長290m

　　防波堤（Ⅱ）　延長360m
　　泊地　水深4m　面積6万m2
　　レクリエーション施設用地　11万m2

2. 臨港交通施設計画（変更・追加)
　　常吉連絡橋　クリアランスD.L. +12.1m（小型船）

　　北港本町連絡橋　クリアランスD.L. +36.0m（5,000D/W級)

3. 廃棄物処理計画(追加)

　　北港南地区　廃棄物処理用地　394万m2

4. 用地造成及び土地利用計画(変更・追加)

　　北港マリーナ地区　レクリエーション施設用地　11万m2
　　北港北地区　埠頭用地・港湾関連用地　209万m2
　　北港南地区　その他（廃棄物処理用地）　394万m2

昭和51年3月 一部変更
港湾審議会第73回計画部会

(尻無川新橋計画)
港区－大正区間の交通の円滑化及び災害時の避難路、救援路を確保するため尻無川新橋を計画する。

1. 尻無川新橋(仮称）計画
　港区海岸通～大正区鶴浜通

　延長1,900m　橋長1,660m　第4種第1級
　幅員11.5m（2車線＋歩道）

昭和51年11月 改訂計画
港湾審議会第76回計画部会

大阪港の将来計画を樹立するにあたり、長期的な観点をふまえつつ、昭和50年代前半の激動期における当
面の要請に応えるため、改訂計画を策定したものである。
①昭和56年の貨物取扱目標を1億1,320万トンとする。

②流通合理化の要請に対応し、一貫した流通サービス機能を果しうるよう南港南ふ頭の法線を変更する。

港湾施設の規模及び配置

1. 公共埠頭計画
　南港外港地区
　（南埠頭）

　　15,000D/W級　水深10m岸壁　4バース　延長740m
　　 5,000D/W級　水深7.5m岸壁　3バース　延長390m
　　小型船対象　　水深4m物揚場　延長360m

　　埠頭用地　11万m2
2. 航路・泊地計画
　南港外港地区

　　水深12m　　　　 面積167万m2
　　水深10m　　　　 面積22万m2
　　水深7.5～8.5m　面積10万m2

港湾の環境の整備及び保全
1. 港湾環境整備施設計画
　南港内港地区　　　 緑地　6万m2

　南港外港地区　　　 緑地　28万m2
　北港マリーナ地区　緑地　7万m2

その他
1. 用地造成計画
　南港外港地区（南埠頭）

　　埠頭用地3万m2　港湾関連用地10万m2
2. 土地利用計画
　南港外港地区

　（南埠頭）
　　埠頭用地　28万m2　港湾関連用地　105万m2
　　緑地　5万m2　都市機能用地 1万m2

　（中埠頭）
　　埠頭用地　42万m2　港湾関連用地　37万m2
　　都市機能用地　1万m2

　（北埠頭）
　　埠頭用地　17万m2　港湾関連用地　44万m2

　　緑地　23万m2　都市機能用地　4万m2
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計画年月 計画名 内容

昭和54年3月 改訂計画
港湾審議会第85回計画部会

大阪港の将来計画を樹立するにあたり、長期的な観点をふまえつつ、昭和50年代後半の激動期における当
面の要請に応えるため、改訂計画を策定したものである。

①昭和60年の貨物取扱目標を1億1,410万トンとする。
②北港北地区及び北港南地区の港湾施設計画、土地利用計画の策定
③湾岸線等の道路橋梁計画等

港湾施設の規模及び配置

1. 公共埠頭計画
　北港北地区

　　15,000D/W級　水深10m岸壁　4バース　延長740m
　　 5,000D/W級　水深7.5m岸壁　4バース　延長520m
　　小型船対象　　水深4m物揚場　延長60m

　　埠頭用地　16万m2
　北港南地区

　　30,000～35,000D/W級　水深12m岸壁　5バース　延長1,320m
　　埠頭用地　28万m2

　南港内港地区
　　30,000～35,000D/W級　水深12m岸壁　2バース　延長600m
　　埠頭用地　23万m2

　港地区
　　15,000D/W級　水深10m岸壁　1バース　延長185m

　　 5,000D/W級　水深7.5m岸壁　1バース　延長130m
　　小型船対象　　水深4m物揚場　延長70m

　　埠頭用地　7万m2
　大正地区
　　30,000D/W級　水深12m岸壁　3バース　延長720m

　　 2,000D/W級　水深5.5m岸壁　5バース　延長450m
　　小型船対象　　水深4m物揚場　延長225m

　　埠頭用地　9万m2
2. 防波堤計画
　北港北地区

　　北港北防波堤　　 延長 90m
　北港南地区

　　北港中防波堤　　 延長 90m
　　北港南防波堤　　 延長150m

　南港内港地区
　　南港内港防波堤　延長150m

3. 航路・泊地計画
　・航路

　　北港南地区　北航路　水深10m　幅員200m　対象船型15,000D/W級
　・泊地

　　北港北地区
　　　水深10m　　　　 面積 17万m2
　　　水深7.5m　　　　面積  5万m2

　　北港南地区
　　　水深12m　　　　 面積108万m2

　　南港外港地区
　　　水深12m　　　　 面積167万m2

　　　水深10m　　　　 面積 22万m2
　　　水深7.5～8.5m　面積10万m2
　　港地区

　　　水深12m　　　　 面積44万m2
　　大正地区

　　　水深12m　　　　 面積20万m2
4. 臨港交通施設計画
　北港北地区・此花地区間道路、連絡橋

　北港南北地区連絡道路等
　木津川河口部連絡橋

港湾の環境の整備及び保全

1. 廃棄物処理計画
　北港南地区　廃棄物処理用地　276万m2（うち248万m2工事中）
2. 港湾環境整備施設計画

　北港北地区　緑地　64万m2
　南港内港地区　緑地　6万m2（うち5万m2工事中）

　南港外港地区　緑地　31万m2（うち25万m2工事中）
　大正地区　緑地　6万m2
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計画年月 計画名 内容

その他

1. 用地造成及び土地利用計画

　北港北地区

　　埠頭用地　9万m2　港湾関連用地　6万m2

　北港南地区

　　埠頭用地　28万m2　港湾関連用地　87万m2

　　その他（廃棄物処理用地）　276万m2

　南港内港地区

　　埠頭用地　1万m2

　港地区

　　埠頭用地　2万m2　港湾関連用地　2万m2

　大正地区

　　埠頭用地　9万m2　港湾関連用地　22万m2

2. 土地利用計画

　北港北地区

　　埠頭用地　16万m2　港湾関連用地　51万m2

　　工業用地　74万m2　都市機能用地　19万m2　緑地64万m2

　北港南地区

　　埠頭用地　28万m2　港湾関連用地　87万m2

　　その他（廃棄物処理用地）　276万m2

　南港内港地区

　　埠頭用地　23万m2　港湾関連用地　13万m2

　南港外港地区

　　埠頭用地　86万m2　港湾関連用地184万m2

　　都市機能用地　6万m2　緑地　31万m2

　港地区

　　埠頭用地　7万m2　港湾関連用地　3万m2

　大正地区

　　埠頭用地　9万m2　港湾関連用地　26万m2　緑地　6万m2

3. 橋梁の桁下空間

　常吉連絡橋（仮称）　中央部100m幅　N.H.H.W.L. +10.2m以上

　北港本町連絡橋（仮称）　中央部160m幅　N.H.H.W.L. +31.4m以上

　木津川新橋（仮称）　中央部175m幅　N.H.H.W.L. +44.1m以上

昭和55年3月 (南埠頭鉄鋼流通基地計画)

鉄鋼流通の合理化に対応し南港南埠頭に流通基地を整備する。

1. 専用埠頭計画(追加）

　南港外港地区

　　最大対象船型　2,000D/W級

　　最大水深　5.5m

　　水際線延長　760m

2. 用地造成及び土地利用計画(変更）

　南港外港地区　港湾関連用地　14万m2

昭和56年11月 ①国際港としての機能増進を図るため、天保山地区に外航貨客船、客船の基地を整備する

②中央突堤基部南海岸通波除堤内の小型船だまりの静穏度を更に高めるため、防波堤(波除堤)を延長する

1. 公共埠頭計画(変更）

　港地区

　　15,000D/W級　水深10m　岸壁2バース　延長370m

　　埠頭用地　2ha

2. 水域施設計画(変更）

　港地区

　　泊地　水深10m　面積2ha

3. 小型船だまり計画(追加）

　港地区

　　防波堤(波除堤）　延長94m

昭和57年10月 臨港道路の計画に伴い、此花地区の危険物取扱施設の配置を変更する。

1. 危険物取扱施設(変更）

　此花地区

　　1,000D/W級　水深5m　桟橋1バース（専用）

2. 水域施設計画(追加）

　此花地区

　　泊地　水深5m　面積1ha

昭和58年9月 軽易な変更

第9回大阪市港湾審議会

北港臨港鉄道の利用の低下に伴い鉄道を撤去するとともに、国鉄の北港ヤード廃止計画と合わせ交通機能

用地を港湾関連用地に変更する。

1. 土地利用計画(変更）

　此花地区

　　港湾関連用地　2ha

昭和59年12月 一部変更

港湾審議会第108回計画部会

発電所立地に伴う南港南埠頭の土地利用計画を一部変更する。船舶の航行上支障のないよう、湾岸線の中

島川橋梁(仮称)の桁下空間を計画する。

1. 公共埠頭計画(削除)

　南港外港地区

　　既定計画削除

　　（既定計画）　15,000D/W級　水深10m岸壁　2バース　延長370m

　　　　　　　　　小型船対象　水深4m物揚場　延長360m

2. 水域施設計画(削除）

　南港外港地区

　　既定計画削除

　　（既定計画）泊地　水深10m　面積7ha

3. 土地利用計画（変更）

　南港外港地区（南埠頭）

　　埠頭用地12ha　港湾関連用地79ha　工業用地46ha

　　都市機能用地1ha　緑地8ha

軽易な変更

第8回大阪市港湾審議会

一部変更

港湾審議会第89回計画部会

一部変更

港湾審議会第96回計画部会
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計画年月 計画名 内容

昭和60年12月 改訂計画

第112回計画部会

大阪港の将来計画を樹立するにあたり、長期的な観点をふまえつつ、昭和60年代における当面の要請に応

えるため、改訂計画を策定したものである。

①昭和70年の貨物取扱目標を1億トンとする。

②船舶の大型化等に対応した岸壁等の整備

③「テクノポート大阪」計画を推進するための用地を確保

④港湾と背後地域を有機的に連絡する臨港交通施設の計画

⑤国際交流の進展に対応した国際旅客関連施設の整備

港湾施設の規模及び配置

1. 公共埠頭計画

　北港北地区

　　30,000D/W級　水深12m　岸壁3バース　延長720m

　　 5,000D/W級　水深7.5m　岸壁3バース　延長390m

　　小型船対象　  水深4m　  物揚場　　　　 延長300m

　　埠頭用地　20ha

　北港南地区

　　50,000D/W級　水深14m　岸壁2バース　延長700m（コンテナ船用）

　　50,000D/W級　水深14m　岸壁2バース　延長560m

　　埠頭用地　36ha

　南港北地区

　　20,000G/T級　水深10m　岸壁2バース　延長450m

　　小型船対象　　水深4m　　物揚場　　　　 延長200m

　　埠頭用地　5ha

　南港内港地区

　　45,000D/W級　水深13m　岸壁2バース　延長700m（コンテナ船用）

　　埠頭用地　25ha

　港地区

　（中央突堤）

　　15,000D/W級　水深10m　岸壁1バース　延長185m

　　埠頭用地　1ha

　（天保山）

　　小型船対象　水深4m　物揚場　延長70m（旅客船用）

　大正地区

　（大正内港）

　　2,000D/W級　水深5.5m　岸壁3バース　延長270m

2. 水域施設計画

　・航路

　　主航路　　　　　 水深13～14m　幅員400m　対象船型45,000～50,000D/W級

　　北航路　　　　　 水深10m　　　　幅員200m　対象船型15,000D/W級

　　尼崎（Ⅱ）航路　水深10m　　　　幅員200m　対象船型15,000D/W級

　・泊地

　　北港北地区　　　水深12m　面積81ha

　　　　　　　　　　 　　水深10m　面積11ha

　　　　　　　　　　 　　水深7.5m　面積 6ha

　　北港南地区　　　水深14m　面積76ha

　　南港内港地区　 水深13m　面積50ha

　　大正地区　　　　 水深12m　面積20ha

3. 臨港交通施設計画

　・道路

　　港区・南港・北港連絡線(仮称）　4～8車線

　　北港北・常吉連絡線(仮称）　2～4車線

　　南港北地区線(仮称）　4～8車線

　・鉄道・軌道

　　南港・港区連絡線(仮称）

港湾の環境の整備及び保全

1. 港湾環境整備施設計画

　北港北地区　緑地108ha

　北港南地区　緑地40ha

　南港北地区　緑地22ha

　大正地区　緑地3ha

その他

1. 土地造成計画

　北港北地区

　　埠頭用地20ha　港湾関連用地61ha　都市機能用地20ha

　　交通機能用地14ha　交通機能用地14ha　緑地108ha

　北港南地区）

　　埠頭用地36ha　港湾関連用地186ha　都市再開発用地113ha

　　交通機能用地17ha　緑地40ha

　南港内港地区

　　埠頭用地25ha

　南港北地区

　　埠頭用地5ha　港湾関連用地36ha　交通機能用地9ha

　　緑地22ha

　南港外港地区

　　港湾関連用地3ha

　港地区

　　埠頭用地2ha　港湾関連用地1ha

　大正地区
　　港湾関連用地22ha　都市機能用地7ha

　　緑地3ha

　住之江地区

　　港湾関連用地11ha

2. 大規模地震対策施設計画

　南港内港地区　 5,000D/W級　水深7.5m　岸壁3バース　延長390m

　港地区　　　　　15,000D/W級　水深10m　 岸壁2バース　延長370m

　大正地区　　　　30,000D/W級　水深12m　岸壁3バース　延長720m
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計画年月 計画名 内容

昭和61年2月 軽易な変更
第12回大阪市港湾審議会

大阪府道高速湾岸線計画に伴い、此花地区の危険物取扱施設の配置を変更する。
1. 危険物取扱施設計画　（変更）
　此花地区

　　2,000D/W級　水深5.5m　ドルフィン　1バース（専用）
2. 水域施設計画　（追加）
　此花地区

　　泊地　水深5.5m　面積1ha

昭和61年12月 軽易な変更
第13回大阪市港湾審議会

船舶の操船を円滑にするため、港地区の泊地計画を変更する。
1. 泊地計画　（変更）
　港地区

　　水深10m　面積3ha

昭和62年12月 軽易な変更

第14回大阪市港湾審議会

港湾機能の低下したふ頭を再開発し、港湾空間の高度利用を図るために港地区の土地利用計画を変更す

る。
1. 土地利用計画　（変更）
　港湾関連用地 1ha

昭和63年6月 一部変更
第123回計画部会

外貿コンテナ船の大型化に対応するため、南港内港地区の公共ふ頭計画等を変更する。
1. 公共埠頭計画　（変更）

　南港内港地区
　　40,000D/W級　水深13m　延長1,373m　5バース（コンテナ船用）
2. 水域施設計画　（変更）

　航路
　　主航路　40,000～50,000D/W級　水深13～14m　幅員400m
　泊地

　　南港内港地区　水深13m　面積16ha
　　大正地区　水深12m　面積8ha

平成元年3月 軽易な変更
第17回大阪市港湾審議会

船舶の大型化に対応するため、港地区の旅客船ふ頭計画を変更する。また、港湾空間の高度利用を図るた
めに同地区において、港湾環境整備施設計画を追加するとともに、土地利用計画を変更する。

1. 旅客船埠頭計画　（変更）
　港地区

　　物揚場　小型船対象　水深4m　延長110m
2. 泊地計画　（追加）
　港地区

　　水深4m　面積1ha

3. 港湾環境整備施設計画　（追加）

　港地区
　　緑地1ha

4. 土地利用計画　（変更）
　　埠頭用地1ha　緑地1ha

平成元年11月 軽易な変更
第18回大阪市港湾審議会

①立地企業の事業拡大に対応するため、此花地区において専用ふ頭を計画する。
②隣接する専用ふ頭の利用転換に伴い、西淀川地区において専用ふ頭を計画する。
③テクノポート大阪」計画を推進するための用地を確保するため、南港北地区の港湾環境整備施設計画及

び土地利用計画を変更する。

1. 専用埠頭計画　（追加）

　此花地区
　　1,500D/W級　水深5.5m　桟橋1基

　西淀川地区
　　小型船対象　水深2.5m　ドルフィン1バース
2. 泊地計画　（追加）

　此花地区
　　水深5.5m　面積1ha
　西淀川地区

　　水深2.5m　面積1ha
3. 港湾環境整備施設計画　（変更）
　南港北地区

　　緑地　4ha

4. 土地利用計画　（変更）
　此花地区
　　港湾関連用地1ha

　南港北地区
　　都市再開発用地 4ha　緑地 4ha

平成3年3月 一部変更
港湾審議会第135回計画部会

外貿コンテナ船の荷役形態の変化等に対応するため、南港内港地区の公共ふ頭計画等を変更する。
1. 公共埠頭計画　(追加）
　南港内港地区

　　40,000D/W級　水深13m　延長300m　1バース（コンテナ船用）
　　小型船対象　物揚場　水深4m　延長120m
　　埠頭用地　9ha

2. 泊地計画　（追加）
　南港内港地区

　　水深13m　面積1ha
3. 土地造成及び土地利用計画　（変更）
　南港内港地区

　　埠頭用地 9ha
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計画年月 計画名 内容

平成3年12月 一部変更
港湾審議会第139回計画部会

①外貿コンテナ船の大型化に対応するため、北港南地区において公共ふ頭計画を変更する
②港湾空間の高度利用を図るため、港地区において再開発を計画する。

③大正地区において、周辺道路の混雑緩和を図るための橋梁計画に対応して、橋梁の桁下空間を計画する

1. 公共埠頭計画　（変更、削除）
　北港南地区　（変更）
　　50,000D/W級　水深14m　延長280m　1バース

　　40,000D/W級　水深14m　延長350m　1バース（コンテナ船用）
　　埠頭用地　18ha

　港地区　（削除）
　　物揚場　小型船対象　水深3m　延長98m

2. 泊地計画　（追加）
　北港南地区
　　水深14m　面積0.4ha

3. 土地造成及び土地利用計画　（変更）
　北港南地区

　　埠頭用地 42ha　港湾関連用地 179ha
　港地区

　　埠頭用地 12ha　港湾関連用地 18ha　交流拠点用地 2ha
4. 橋梁の桁下空間　（追加）

　大正地区
　　千歳橋　中央部　幅165m　高さN.H.H.W.L.+26.2m
　　　　　　　　　　幅230m　高さN.H.H.W.L.+21.2m

平成5年3月 一部変更

港湾審議会第144回計画部会

①交通の円滑化を図るため、南港北地区において臨港交通施設を計画する。

②港湾空間の高度利用を図るため、南港北地区及び南港内港地区の港湾環境整備施設計画並びに土地造成
及び土地利用計画を変更する。

1. 臨港交通施設計画　（追加、変更）
　道路

　　南港北地区
　　　南港北地区中央線（仮称）　4車線　（追加）

　　　南港北地区国際フェリー線（仮称）　4車線　（変更）
　　　南港北地区線（仮称）　8車線　（変更）

2. 港湾環境整備施設計画　（変更）
　南港北地区　緑地　4ha

3. 土地造成及び土地利用計画　（変更）
　南港北地区

　　埠頭用地 1ha　港湾関連用地 4ha　都市再開発用地 1ha　交通機能用地 9ha　緑地 4ha
　南港内港地区

　　都市再開発用地 1ha　交通機能用地 1ha

平成6年3月 一部変更

港湾審議会第148回計画部会

外貿コンテナ船の大型化に対処するため、南港内港地区の公共ふ頭計画を変更する。

1. 公共埠頭計画　（変更）
　南港内港地区

　　40,000D/W級　水深13m　延長1,400m　4バース（コンテナ船用）

平成7年3月 一部変更
港湾審議会第153回計画部会

親しまれる港づくりを進めるため、此花地区において旅客船ふ頭計画、臨港交通施設計画等を変更する。
1. 旅客船埠頭計画　（追加）

　此花地区
　　15,000G/T級　水深7.5m　延長220m　1バース
　　物揚場　小型船対象　水深4m　延長100m

2. 泊地計画　（追加）
　此花地区

　　水深7.5m　面積3ha
　　水深4m　面積1ha

3. 臨港交通施設計画　（追加）
　道路
　　桜島線　2～4車線

　　安治川右岸線　2車線
4. 港湾環境整備施設計画　（追加）

　此花地区
　　緑地　9ha

5. 土地造成及び土地利用計画　（変更）
　此花地区

　　埠頭用地 1ha　港湾関連用地 24ha　交流拠点用地 10ha
　　都市機能用地 85ha　交通機能用地 27ha　緑地 9ha
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計画年月 計画名 内容

平成9年3月 改訂

港湾審議会第162回計画部会

大阪港の将来計画を樹立するにあたり、長期的な観点を踏まえつつ、21世紀のみなとづくりを目指した当

面の要請に応えるため、改訂計画を策定したものである。

①概ね平成17年の貨物取扱目標量を1億2,815万トンとする。

②船舶の大型化や貿易構造の変化、内貿の複合一貫輸送に対応した公共ふ頭の計画、また、港湾機能と連

携し陸・海・空の多様な輸送モードに対応する高度な総合物流空間の形成

③余暇活動の増大、多様化に伴う、外内航クルーズ船の需要増大に対応した旅客船ふ頭の計画

④文化、レクリエーション施設や緑地等の充実・高度

1. 公共埠頭計画

　新島地区

　　50,000D/W級　水深15m　延長1,400m　4バース（コンテナ船用）

　　50,000D/W級　水深14m　延長600m　2バース

　北港南地区

　　50,000D/W級　水深15m　延長1,050m　3バース（コンテナ船用）

　　50,000D/W級　水深14m　延長280m　1バース

　　 5,000D/W級　水深7.5m　延長260m　2バース

　　物揚場　小型船対応　水深4m　延長　250m

　南港地区

　（南港北）

　　40,000D/W級　水深14m　延長700m　2バース（コンテナ船用）

　（南港東）

　　40,000D/W級　水深13m　延長260m　1バース

　　30,000D/W級　水深12m　延長240m　1バース

　此花地区（北港・梅町）

　　 5,000D/W級　水深7.5m　延長2,730m　21バース

2. フェリー埠頭及び旅客船埠頭計画

　フェリー埠頭

　　南港地区

　　（南埠頭）

　　　15,000G/T級　水深10m　延長370m　1バース

　旅客船埠頭

　　港地区

　　（中央埠頭）

　　　15,000G/T級　水深7.5m　延長220m　1バース

　　　10,000G/T級　水深11m　延長210m　1バース

　　（安治川内港）

　　　 3,000G/T級　水深5m　延長120m　1バース

　　大正地区

　　　30,000G/T級　水深10m　延長280m　1バース

　　　物揚場　小型船対象　水深4m　延長200m

3. 危険物取扱施設計画

　新島地区

　　50,000D/W級　水深14m　延長560m　2バース（専用）

　　5,000D/W級　水深7.5m　延長650m　5バース（専用）

4. 水域施設計画

　航路

　　主航路　30,000～50,000D/W級　水深13～15m　幅員400～560m

　　南航路　30,000D/W級　水深12m　幅員300m

　　北航路　10,000D/W級　水深10m　幅員200m

　泊地

　　新島地区

　　　水深14～15m　面積175ha

　　北港南地区

　　　水深14～15m　面積82ha

　　南港地区

　　　水深12～14m　面積51ha

　　此花地区

　　　水深4～10m　面積19ha

　　大正地区

　　　水深10m　面積1ha

5. 外郭施設計画

　防波堤

　　新島地区

　　　新島北防波堤　延長340m

　　　新島南防波堤　延長1,720m

　　北港南地区

　　　北港中防波堤　延長90m

　　　北港南防波堤　延長100m

　　南港地区

　　　南港内港防波堤　延長150m

6. 小型船だまり計画

　南港地区

　　小型桟橋　1基

　此花地区

　　小型桟橋　1基

　港地区

　（中央埠頭）

　　防波堤　延長60m

　　物揚場　水深4m　延長390m

　　埠頭用地　1ha
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7.マリーナ計画

　北港北地区

　　防波堤　延長700m

　　小型桟橋　12基

　　船揚場　延長25m

　　レクリエーション施設用地　7ha

　港地区

　（安治川内港）

　　防波堤　延長90m

　　小型桟橋　2基

　　レクリエーション施設用地　2ha

8. 臨港交通施設計画

　道路

　　北港南・新島連絡線　4～6車線

　　港区・南港・北港連絡線　4～8車線

　　北港南埠頭1号線　4車線

　　北港白津埠頭1号線　4車線

　　北港北・常吉連絡線　2～4車線

　　南埠頭連絡線　8車線

　　南港東1号線　4車線

　　桜島線　2～4車線

　　安治川右岸線　2車線

　　此花内貿1号線　2車線

　　港区中央埠頭線　2車線

　　安治川第1号岸壁線　2車線

　　弁天埠頭線　2車線

　　鶴浜1号線　2～4車線

　　鶴浜2号線　2車線

9.港湾環境整備施設計画

　緑地

　　新島地区　　38ha

　　北港北地区　23ha

　　南港地区　　 4ha

　　此花地区　　 9ha

　　港地区　　　13ha

　　大正地区　　 5ha

　海浜

　　新島地区　　  920m

　　北港南地区　1,700m

　　北港北地区　1,830m

　　南港地区　　  750m

10. 土地造成及び土地利用計画

　新島地区

　　埠頭用地 85ha　港湾関連用地 90ha　交通機能用地 21ha

　　危険物取扱施設用地 65ha　緑地 38ha

　北港南地区

　　埠頭用地 62ha　港湾関連用地 99ha　都市再開発用地 56ha

　　都市機能用地 109ha　交通機能用地 27ha　緑地 38ha

　北港北地区

　　埠頭用地 20ha　港湾関連用地 20ha　都市機能用地 27ha

　　交通機能用地 25ha　緑地 127ha　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設用地 7ha

　南港地区

　　埠頭用地 196ha　港湾関連用地 411ha　交流拠点用地 2ha　工業用地 46ha

　　都市再開発用地 58ha　都市機能用地 167ha　交通機能用地 99ha　緑地 81ha

　此花地区

　　埠頭用地 35ha　港湾関連用地 184ha　交流拠点用地 10ha　工業用地 143ha

　　都市機能用地 85ha　交通機能用地 37ha　緑地 12ha　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設用地 10ha

　港地区

　　埠頭用地 25ha　港湾関連用地 110ha　交流拠点用地 16ha　工業用地 42ha

　　都市機能用地 47ha　交通機能用地 22ha　緑地 16ha　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設用地 2ha

　大正地区

　　埠頭用地 17ha　港湾関連用地 32ha　交流拠点用地 6ha　工業用地 238ha

　　都市機能用地 52ha　交通機能用地 19ha　緑地 6ha

　住之江地区

　　港湾関連用地 145ha　工業用地 70ha　交通機能用地 11ha

　西地区

　　港湾関連用地 13ha　都市機能用地 5ha

　浪速地区

　　港湾関連用地 4ha　都市機能用地 3ha

　西成地区

　　港湾関連用地 5ha　工業用地 32ha

11. 大規模地震対策施設計画

　新島地区

　　水深15m　延長350m　1バース

　北港南地区

　　水深15m　延長350m　1バース

　南港地区

　　水深14m　延長350m　1バース

　　水深8.5m　延長240m　1バース

　　水深7.5m　延長165m　1バース

　此花地区

　　水深7.5m　延長520m　4バース

　港地区

　　水深10m　延長320m　2バース

　大正地区

　　水深10m　延長280m　1バース
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平成10年11月 一部変更
港湾審議会第167回計画部会

港湾における交通の円滑化を図るため、港湾と背後地域を結ぶ臨港交通施設を追加する。また、これに伴
い、北港南地区の土地利用計画を変更する。
1. 臨港交通施設計画　（追加）

鉄・軌道
臨港鉄道　北港テクノポート線（仮称）　起点 南港地区　終点 此花地区　複線

2. 土地利用計画

　北港南地区　（変更）

　　埠頭用地 62ha　港湾関連用地 100ha　工業用地 56ha　都市機能用地 109ha
　　交通機能用地 26ha　緑地 38ha

平成11年1月 軽易な変更

第29回大阪市港湾審議会

立地企業の生産性向上に対応するため、西淀川地区において専用埠頭を追加する。

1. 専用埠頭計画　（追加）
　西淀川地区
　　水深4.6m　ドルフィン　1バース

2. 水域施設計画　（追加）
　西淀川地区
　　泊地　水深4.6m　面積1ha

平成11年8月 軽易な変更
第30回大阪市港湾審議会

港湾の再開発を進め、時代の要請に適応した魅力ある港湾空間を形成するため、港地区において土地利用
計画を変更するとともに、これに伴い、小型船だまり計画、臨港交通施設計画及び港湾環境整備施設計画

を追加、変更する。
1. 小型船だまり計画　（追加、変更）
　港地区（中央埠頭）

　　防波堤　延長60m
　　小型桟橋　6基
　　物揚場　水深4m　延長190m

　　埠頭用地　0.6ha
2. 臨港交通施設計画　（変更、追加）
　港地区

　　臨港道路港区中央ふ頭線　2車線
　　臨港道路港区中央ふ頭南線　2車線

3. 港湾環境整備施設計画　（変更）
　港地区（築港）
　　緑地　9ha

4. 土地利用計画　（変更）
　港地区

　　埠頭用地 25ha　港湾関連用地 110ha　交流拠点用地 16ha　工業用地 42ha

　　都市機能用地 47ha　交通機能用地 22ha　緑地 17ha　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設用地 2ha

平成14年9月 軽易な変更

第35回大阪市港湾審議会

臨海部における土地の有効活用を図るため、北港北地区において土地利用計画を変更する。

1. 土地利用計画　（変更）
　北港北地区
　　埠頭用地 20ha　港湾関連用地 20ha　都市機能用地 46ha

　　交通機能用地 25ha　緑地 107ha　ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ施設用地 7ha

平成16年11月 一部変更

交通政策審議会第12回港湾分科会

①コンテナ船の更なる大型化に対応するため、北港南地区において公共ふ頭計画を変更する。また、公共

ふ頭計画の変更に伴い、水域施設計画、土地造成及び土地利用計画を変更する。
②大規模地震が発生した場合においても、経済活動を支えるために必要な国際海上コンテナ物流機能を維

持するため、大規模地震対策施設計画を追加・削除する。

1. 公共ふ頭計画　（変更）

　北港南地区

　　水深15～16m　延長400m　1バース（コンテナ船用）
　　水深12m　延長240m　1バース

2. 水域施設計画　（変更）

　航路
　　主航路

　　　水深13～16m　幅員400～560m

　泊地
　　北港南地区
　　　水深12～16m　面積82ha

3. 土地造成及び土地利用計画　（変更）
　北港南地区

　　埠頭用地 64ha　港湾関連用地 99ha　工業用地 56ha

　　都市機能用地 109ha　交通機能用地 26ha　緑地 38ha

4. 大規模地震対策施設計画　（追加・削除）
　北港南地区

　　水深15m　延長350m　1バース（コンテナ船用）　（追加）
　　水深15～16m　延長400m　1バース（コンテナ船用）　（追加）

　南港地区
　　水深14m　延長350m　1バース（コンテナ船用）　（削除）

平成17年2月 軽易な変更
第39回大阪市港湾審議会

大正地区において、土地利用の具体化に伴い、土地造成及び土地利用計画を変更するとともに、臨港交通
施設計画及び港湾環境整備施設計画を変更する。

1. 臨港交通施設計画　（変更）

　大正地区
　　臨港道路鶴浜1号線　2～4車線

　　臨港道路鶴浜2号線　2車線

2. 港湾環境整備施設計画　（変更）
　大正地区
　　緑地　6ha

3. 土地利用計画　（変更）
　大正地区

　　埠頭用地 17ha　港湾関連用地 26ha　交流拠点用地 10ha　工業用地 238ha

　　都市機能用地 53ha　交通機能用地 19ha　緑地 7ha
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平成17年11月 一部変更
交通政策審議会第16回港湾分科会

コンテナ物流の国際競争力の強化を図るため、北港南地区において、港湾の効率的な運営を特に促進する
区域を計画する。
1. その他重要事項の計画（追加）

　効率的な運営を特に促進する区域
　　北港南地区
　　　水深15～16m　延長400m　1バース（コンテナ船用）

　　　水深15m　延長700m　2バース（コンテナ船用）
　　　ふ頭用地55ha

平成18年5月 軽易な変更
第42回大阪市港湾審議会

此花地区において、環境負荷の低減に資する船舶と鉄道の複合一貫輸送機能の結節点を確保するととも
に、内外航不定期旅客船の寄港実績及び土地利用の具体化を踏まえ、旅客船埠頭計画、水域施設計画、臨
港交通施設計画、港湾環境整備施設計画、土地造成及び土地利用計画を変更する。

1. 旅客船埠頭計画（削除）
2. 水域施設計画（削除）
3. 臨港交通施設計画（変更）

4. 港湾環境整備施設計画（削除）
5. 土地造成及び土地利用計画（変更）

平成18年11月 改訂
交通政策審議会第20回港湾分科会

大阪港を取り巻く状況の変化や要請を踏まえ、大阪都市圏の経済活動や安定した市民生活を支える都市型港湾と
して、物流・交流・環境・安全の４つの機能が調和した魅力あるみなとづくりを推進するため、平成20年代後半を目標

年次として港湾計画を改訂する。
○平成20年代後半の取扱貨物量を9,740万トンとする。
①物流：国際競争力の強化と港湾機能の再編・集約

②交流：観光交流の場としての魅力向上と臨海地域の活性化
③環境：港湾環境及び都市環境の保全
④安全：防災機能の充実

１．物流
１－１．公共埠頭計画

（１）外貿コンテナ埠頭計画
　　１）増大する外貿コンテナ貨物への対応
　夢洲地区

　　水深12m　岸壁１バース　延長250m　（コンテナ船用）
　南港地区（南港北）
　　水深14m　岸壁１バース　延長  350m（コンテナ船用）

　新島地区
　　水深15m　岸壁４バース　延長1,400m（コンテナ船用）

　　２）効率的な運営を特に促進する区域
　夢洲地区
　　水深15～16m　岸壁１バース　延長400m（工事中）

　　水深15m　　　岸壁１バース　延長350m
　　水深15m　　　岸壁１バース　延長350m
　　水深12m　　　岸壁１バース　延長250m

（２）外貿一般貨物埠頭計画
　港地区（中央埠頭）
　　水深10m　岸壁４バース　延長700m（廃止）

　港地区（安治川内港）
　　水深10m　岸壁１バース　延長178m（廃止）
　南港地区（南港東）

　　水深12m　岸壁１バース　延長240m
　新島地区
　　水深14m　岸壁２バース　延長600m

（３）内貿埠頭計画

　南港地区（北埠頭）
　　水深7.5m　岸壁１バース　延長180m
　南港地区（南埠頭）

　　水深 ９m   岸壁２バース　延長440m
　　水深7.5m　 岸壁１バース　延長180m
　夢洲地区

　　水深7.5m　岸壁２バース　延長260m（削除）
　　水深 ４m  物揚場　　　　延長250m（削除）
　此花地区（梅町）

　　水深7.5m　岸壁17バース　延長2,210m（削除）
　　水深12m　　　　岸壁１バース　延長297m（廃止）
　　水深10～12m　　岸壁１バース　延長310m（廃止）

　　水深10～10.5m　岸壁２バース　延長395m（廃止）
　　水深10m　　　　岸壁１バース　延長185m（廃止）
　南港地区（南港東）

　　水深5.5m　岸壁７バース　延長630m（廃止）
　此花地区（北港）
　　水深7.5m　岸壁３バース　延長390m

１－２．フェリー埠頭計画
（１）内貿フェリー埠頭の再編

　南港地区（北埠頭）
　　水深7.5m　岸壁４バース　延長850m
　南港地区（南港南）

　　水深7.5m　岸壁３バース　延長690m
　　水深7.5m　 岸壁１バース　延長195m（廃止）
　　水深 ６m 　岸壁２バース　延長310m（廃止）

（２）効率的な運営を特に促進する区域
　南港地区（北埠頭）
　　水深7.5m　岸壁４バース　延長850m
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１－３．危険物取扱施設計画
　新島地区

　　水深 14m　　岸壁２バース　延長560m（専用）
　　水深7.5m　  岸壁５バース　延長650m（専用）

１－４．専用埠頭計画
　此花地区（梅町）

　　水深 ７m　 岸壁１バース　延長150m（廃止）
　港地区（安治川内港）
　　水深8.5m　 岸壁１バース　延長 82m（廃止）

　住之江地区（平林）
　　水深 ９m  　岸壁１バース　延長200m

　　水深6.6m　  岸壁１バース　延長100m
　西淀川地区
　　水深2.5m　ドルフィン１バース

１－５．水域施設計画

　航路
　　主航路　水深15～16m　幅員400～560m

　　北航路　水深10m      幅員200m
　　南航路　水深12m      幅員300m
 

　泊地
　夢洲地区

　　水深15～16m　面積３ha
　  水深 12m　　 面積１ha
　南港地区（南港東）

　　水深 13m　　 面積２ha
　　水深 12m　　 面積１ha

　南港地区（南港南）
　　水深7.5m 　　面積１ha
　南港地区（南埠頭）

　　水深 ９m 　　面積１ha
　此花地区（北港）

　　水深7.5m 　　面積１ha
　新島地区

　　水深 15m　　 面積８ha
　　水深 14m　　 面積５ha

　航路･泊地
　夢洲地区
　　水深15～16m　面積 74ha

　　水深12m　　　面積 １ha
　南港地区（南港北）

　　水深14m　　　面積 13ha
　南港地区（南港東）
　　水深13m　　　面積 22ha

　　水深12m　　　面積 １ha
　南港地区（南埠頭）

　　水深９m　　　面積 ２ha
　新島地区
　　水深15m　　　面積155ha

　　水深14m　　　面積 ６ha

１－６．外郭施設計画
　夢洲地区

　　北港中防波堤　　延長   90m
　南港地区
　　南港内港防波堤　延長  150m

　新島地区
　　新島北防波堤　　延長  340m

　　新島南防波堤　　延長1,720m

１－７．臨港交通施設計画

　道路
　　臨港道路夢洲埠頭２号線　　　　　　４車線
　　臨港道路夢洲埠頭１号線　　　　　　４車線

　　臨港道路夢洲・新島連絡線　　　　　４～６車線
　　臨港道路港区・南港・北港連絡線　４～８車線

　　臨港道路港区中央埠頭南線　　　　２車線
　　臨港道路南埠頭連絡線　　　　　　　８車線
　　臨港道路南港東１号線　　　　　　　　４車線
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計画年月 計画名 内容

２．交流

２－１．旅客船埠頭計画

　港地区(中央埠頭)

　　水深 10m　岸壁１バース　延長370m

　　水深7.5m　岸壁１バース　延長220m（削除）

　港地区(安治川内港)

　　水深 ５m  岸壁１バース　延長120m（削除）

２－２．マリーナ計画

　　舞洲地区（削除）

　　港地区(安治川内港)（削除）

２－３．臨港交通施設計画

　　臨港道路舞洲緑地線　２～４車線

　　臨港道路弁天埠頭線　２車線（削除）

３．環境

３－１．港湾環境整備施設計画

　舞洲地区

　　緑地　59ha

　　海浜　1,000m

　南港地区（南港北）

　　緑地　19ha

　　海浜　750m

　港地区（中央埠頭）

　　緑地　９ha

　港地区（安治川内港）

　　緑地　２ha

　大正地区（鶴浜）

　　緑地　６ha

　夢洲地区

　　緑地　   38ha

　　海浜　1,700m

　新島地区

　緑地　   38ha

　海浜　   920m

３－２．廃棄物処理計画

　新島地区

　　海面処分・活用用地　300ha

４．安全

４－１．大規模地震対策施設計画

（１）緊急物資の輸送に対応した大規模地震対策施設

　南港地区（北埠頭）

　　水深7.5m　岸壁１バース　延長180m

　　水深7.5m　岸壁１バース　延長220m

　南港地区（南埠頭）

　　水深 ９m  岸壁１バース　延長220m

　此花地区（北港）

　　水深7.5m　岸壁３バース　延長390m

　港地区（安治川内港）

　　水深 10m　岸壁１バース 延長160m

　南港地区（南港南）

　　水深7.5m　岸壁1バース　延長165m（削除）

（２）国際海上コンテナ輸送に対応した大規模地震対策施設

　夢洲地区

　　水深15m　    岸壁１バース　延長350m

　新島地区

　　水深15m　　　岸壁１バース　延長350m

４－２．小型船だまり計画

　港地区（中央埠頭）
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計画年月 計画名 内容

５．その他

５－１．国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設

　夢洲地区

　　水深15m　岸壁１バース　延長350m（コンテナ船用）

　　水深12m　岸壁１バース　延長250m（コンテナ船用）

　　水深15～16m　泊地　　　  面積３ha

　　水深12m　    泊地　　　  面積１ha

　　水深15～16m　航路・泊地　面積74ha

　　水深12m　　　航路・泊地　面積１ha

　　臨港道路夢洲埠頭１号線　４車線

　　臨港道路夢洲埠頭２号線　４車線

　南港地区（南港北）

　　水深14m 　岸壁１バース　延長350m（コンテナ船用）

　　水深14m　 航路・泊地　　面積13ha

　南港地区（北埠頭）

　　水深7.5m　岸壁５バース　延長1,030m

　南港地区（南港東）

　　水深12m　岸壁１バース　延長240m

　　水深13m　泊地　　　　　面積 ２ha

　　水深12m　泊地　　　　　面積 １ha

　　水深13m　航路・泊地　　面積 22ha

　　水深12m　航路・泊地　　面積 １ha

　　臨港道路南港東１号線　　４車線

　南港地区（南港南）

　　水深7.5m　岸壁３バース　延長690m

　　水深7.5m　泊地　　　　　面積 １ha

　南港地区（南埠頭）

　　水深 ９m　 岸壁２バース　延長440m

　　水深7.5m　 岸壁１バース　延長180m

　　水深 ９m　 泊地　　　　　面積 １ha

　　水深 ９m　 航路・泊地　　面積 ２ha

　新島地区

　　水深15m　 岸壁４バース　延長1,400m（コンテナ船用）

　　水深14m　 岸壁２バース　延長600m

　　水深15m　 泊地　　　　　面積 ８ha

　　水深14m　 泊地　　　　　面積 ５ha

　　水深15m　 航路・泊地　　面積155ha

　　水深14m　 航路・泊地　　面積 ６ha

　　新島北防波堤　　延長  340m

　　新島南防波堤　　延長1,720m

　　臨港道路夢洲・新島連絡線　４～６車線

　主航路

　　水深15～16m　幅員400～560m

　南航路

　　水深12m    　幅員300m

５－２．船舶の物資補給等への対応

［物資補給等のための施設計画］

　此花地区（梅町）

　　水深 10m　岸壁１バース　延長165m

　港地区（中央埠頭）

　　水深 10m　岸壁１バース　延長181m

　港地区（安治川内港）

　　水深 10m　岸壁１バース　延長175m

　南港地区（南港東）

　　水深5.5m　岸壁１バース　延長 90m

５－３．専用埠頭計画

　此花地区（安治川右岸）

　　小型桟橋　１基

　西地区

　　小型桟橋　１基
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計画年月 計画名 内容

６－１. 土地造成及び土地利用計画
　新島地区
　　埠頭用地 85ha　港湾関連用地 90ha　交通機能用地 21ha

　　危険物取扱施設用地 65ha　緑地 38ha
　北港南地区
　　埠頭用地 65ha　港湾関連用地 96ha　工業用地56ha

　　都市機能用地 109ha　交通機能用地 27ha　緑地 38ha
　北港北地区
　　埠頭用地 20ha　港湾関連用地 20ha　都市機能用地 46ha

　　交通機能用地 23ha　緑地 111ha
　南港地区
　　埠頭用地 195ha　港湾関連用地 406ha　交流厚生用地 2ha　工業用地 46ha

　　都市機能用地 130ha　交通機能用地 97ha　緑地84ha
　此花地区
　　埠頭用地 12ha　港湾関連用地 165ha　交流厚生用地 18ha　工業用地166ha

　　都市機能用地 99ha　交通機能用地 37ha　緑地 9ha
　港地区
　　埠頭用地 24ha　港湾関連用地 110ha　交流厚生用地 18ha　工業用地 42ha

　　都市機能用地 14ha　交通機能用地 21ha　緑地 14ha
　大正地区

　　埠頭用地 17ha　港湾関連用地 26ha　交流厚生用地 10ha　工業用地 238ha
　　都市機能用地9ha　交通機能用地 19ha　緑地 7ha
　住之江地区

　　港湾関連用地 141ha　工業用地 70ha　都市機能用地 4ha　交通機能用地 11ha
　西地区
　　港湾関連用地 1ha　都市機能用地 12ha

　浪速地区
　　都市機能用地 4ha
　西成地区

　　港湾関連用地 4ha　工業用地 32ha　都市機能用地 1ha

６－２．海浜計画
　新島地区　920m
　夢洲地区　1,700m

　舞洲地区　1,000m
　南港地区　750m

①埠頭における荷役の効率化を図るため、南港地区において公共埠頭計画を変更する。また、貨物の岸壁荷役へ

のシフトに伴い此花地区においてドルフィンを廃止する。
②外貿コンテナ埠頭の再編・集約にあわせ、コンテナ貨物を効率的に取り扱うため、南港地区において土地利用計
画を変更する。

１．公共埠頭計画
　南港地区
　　水深10m　　岸壁２バース　延長450ｍ

　　水深4m   物揚場　　　　　延長200m
　此花地区

　　水深７．５ｍ　ドルフィン2バース（廃止）

２．港湾環境整備施設計画
　南港地区（南港北地区）

　　緑地　１９ha
３．土地利用計画
　南港地区

　　埠頭用地 196ha　港湾関連用地 401ha　交流厚生用地 2ha　工業用地 46ha
　　都市機能用地 130ha　交通機能用地 100ha　緑地83ha

平成19年6月 南港地区（南埠頭）において、廃止された大阪南港海水遊泳場の跡地の有効活用を図るとともに、埠頭の効率的
な利用を図るため、公共埠頭計画、港湾環境整備施設計画及び土地利用計画を変更する。
１．公共埠頭計画

　南港地区（南埠頭）
　　水深12m　岸壁３バース　延長720m

２．港湾環境整備施設計画
　南港地区（南埠頭）
　　緑地８ha

３．土地利用計画
　南港地区
　　埠頭用地 196ha　港湾関連用地 406ha　交流厚生用地 2ha　工業用地 46ha

　　都市機能用地 130ha　交通機能用地 97ha　緑地83ha

平成20年12月 夢洲地区において、コンテナターミナル機能の強化を図る臨海部物流拠点の形成を促進するため、臨海部物流

拠点の形成を図る区域、及び臨港交通施設を計画する。
１．公共埠頭計画
（１）外貿コンテナ埠頭計画

　１）臨海部物流拠点を形成する区域
　夢洲地区
　　水深15～16m　岸壁1バース　延長400m

　　水深15m　　　岸壁1バース　延長350m
　　水深15m　　　岸壁1バース　延長350m
　　水深12m　　　岸壁1バース　延長250m

　　埠頭用地　65ha（うち28ha既設、37ha工事中）
　　港湾関連用地　19ha
 　 交通機能用地　6ha

２．臨港交通施設計画
　夢洲地区
　　道路

　　　　臨海部物流拠点の形成を図る区域内の臨港道路

平成21年11月

軽易な変更
第45回大阪市港湾審議会

軽易な変更

第48回大阪市港湾審議会

軽易な変更

第47回大阪市港湾審議会
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計画年月 計画名 内容

　夢洲地区において、コンテナ船の大型化に対応し、埠頭運用の効率化を図るため、公共埠頭計画を変更

する。
　また、公共埠頭計画の変更に伴い、水域施設計画、土地造成及び土地利用計画、港湾の効率的な運営に

関する事項、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設、大規模地震対
策施設を変更する。
１．公共埠頭計画

　夢洲地区
　　水深16m　岸壁1バース　延長650m（コンテナ船用）
　　水深12m　岸壁1バース　延長250m（削除）

２．水域施設計画
　夢洲地区
　　泊地

　　　水深16m　面積4ha
　　　水深12m  面積1ha （削除）
　　航路・泊地

　　　水深16m　面積74ha
　　　水深12m  面積１ha（削除）
３．土地造成及び土地利用計画

　　夢洲地区
　　　埠頭用地 67ha　港湾関連用地 96ha　工業用地 72ha

　　　都市機能用地 93ha　交通機能用地 27ha　緑地 36ha
４　港湾の効率的な運営に関する事項
（１）効率的な運営を特に促進する区域

　　夢洲地区
　　　水深16m　岸壁1バース　延長　650m（コンテナ船用）
　　　水深15m　岸壁2バース　延長  700m（コンテナ船用）

（２）臨海部物流拠点の形成を図る区域
　　　国際海上コンテナ輸送に係る貨物の輸送、保管、荷さばき、
　　流通加工等に係る業務を行う施設を集積し、埠頭と一体的に、

　　埠頭の機能の一層の強化を図る区域を夢洲地区に配置する。

 

軽易な変更港湾審議会
第54回大阪市港湾審議会

平成25年2月

平成25年8月

一部変更

交通政策審議会第51回港湾分科会

平成23年12月 民間の能力を活用し、港湾の一体的かつ効率的な運営の促進を図るため、夢洲地区及び南港地区に効率的な運
営を特に促進する区域を計画する。
１．効率的な運営を特に促進する区域

　夢洲地区
　　水深16m  　 　岸壁１バース　延長400m（コンテナ船用）
　　水深15m　　   岸壁2バース　延長700m（コンテナ船用）

　　水深12m 　　  岸壁1バース　延長250m（コンテナ船用）
　　埠頭用地　65ha
　南港地区

　　水深13m 　　   岸壁4バース　延長1,400m（コンテナ船用）
　　水深14m 　　   岸壁1バース　延長　350m （コンテナ船用）

　　水深14m 　　   岸壁1バース　延長　350m （コンテナ船用）
    水深10m　　 　 岸壁2バース　延長　450m（コンテナ船用）
　　水深7.5m　　　 岸壁4バース　延長  850m（フェリー用）

　　水深7.5m　 　　岸壁3バース　延長  690m（フェリー用）
　　水深8.5m　　　 岸壁1バース　延長　238m　（暫定）
    水深7.5m　　 　岸壁1バース　延長　193m　（暫定）

　　埠頭用地  104ha
　効率的な運営を特に促進する区域（特定国際コンテナ埠頭）（削除）
　効率的な運営を特に促進する区域（特定埠頭）（削除）

平成24年5月 臨海部における土地の有効活用を図るため、舞洲地区において港湾環境整備施設計画及び土地利用計画を変

更する。
１．港湾環境整備施設計画
　舞洲地区

　　緑地　54ha
２．土地造成及び土地利用計画
　舞洲地区

　　埠頭用地 20ha　港湾関連用地 20ha　都市機能用地 44ha
　　交通機能用地 23ha　緑地 113ha

平成24年8月 　土地需要の変化に対応するため、夢洲地区において港湾環境整備施設計画及び土地利用計画を変更する。
１．港湾環境整備施設計画

　夢洲地区
　　緑地　3ha
２．土地造成及び土地利用計画

　夢洲地区
　　埠頭用地 65ha　港湾関連用地 98ha　工業用地 72ha
　　都市機能用地 93ha　交通機能用地 27ha　緑地 36ha

　

　立地企業の要請に対応するため、此花地区において危険物取扱施設計画を変更する。
　また、危険物取扱施設計画の変更に伴い、水域施設計画を変更する。
１．危険物取扱施設計画

　此花地区
　　水深5.5m　ドルフィン1バース（専用）
２．水域施設計画

　此花地区
　　泊地

　　　水深5.5m　面積1ha

軽易な変更
第56回大阪市港湾審議会

一部変更
交通政策審議会第47回港湾分科会

軽易な変更

第53回大阪市港湾審議会
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計画年月 計画名 内容

　南港地区（南港南）において、内貿フェリーの大型化に対応し、埠頭運用の効率化とともに、環境負荷

の低減に資する内貿フェリー埠頭機能の充実を図るため、フェリー埠頭計画を変更する。

　また、フェリー埠頭計画の変更に伴い、土地造成及び土地利用計画、港湾の効率的な運営に関する事

項、国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設を変更する。

１．フェリー埠頭計画

　南港地区(南港南)

　　水深7.5m　岸壁3バース　延長690m

　　水深 7.5m  岸壁1バース　延長195m（撤去）

２．土地造成及び土地利用計画

　南港地区

　　埠頭用地 196ha　港湾関連用地 401ha　交流厚生用地 2ha　工業用地 46ha

　　都市機能用地 130ha　交通機能用地 100ha　緑地83ha

　南港地区(南港南)において、内貿フェリーの大型化に対応し、環境負荷の低減に資する内貿フェリー埠

頭機能の充実を図るため、フェリー埠頭計画を変更する。

また、フェリー埠頭計画の変更に伴い、港湾の効率的な運営に関する事項及び国際海上輸送網又は国内海

上輸送網の拠点として機能するために必要な施設を変更する。

１．フェリー埠頭計画

　南港地区(南港南)

　　水深7.5m　岸壁3バース　延長710m

２．港湾の効率的な運営に関する事項

　南港地区(南港南)

　　水深7.5m 岸壁3バース　延長 710m（フェリー用）

　　埠頭用地  8ha

３．国際海上輸送網又は国内海上輸送網の拠点として機能するために必要な施設

　南港地区（南港南）

　　水深7.5m  岸壁3バース　延長710m

　　水深7.5m  泊地　面積 1ha

平成26年3月

平成27年3月 アジアにおけるクルーズ需要の増大とこれに伴うクルーズ客船の大型化に対応し、大阪港におけるク

ルーズ観光振興を図るため、港地区（天保山岸壁）において旅客船埠頭計画を変更する。また、旅客船埠

頭計画の変更に伴い、小型船だまり計画及び水域施設計画を変更する。

１．旅客船埠頭計画

　港地区（中央埠頭）

　　水深10.5m　岸壁1バース　延長430m

２．水域施設計画

　港地区（中央埠頭）

　　泊地

　　　水深10.5m　面積1ha

３．小型船だまり計画

　港地区（中央埠頭）

　　物揚場　水深4m　延長70m

　　物揚場　水深3m  延長176m

平成28年7月

平成29年5月 クルーズ需要の増大に対応するとともに、港湾空間の効率的な利用の促進を図るため、港地区（中央埠

頭）における客船ターミナルの整備について、民間企業の経営能力を活用できるように措置することを計

画する。

１．効率的な運営を特に促進する区域（ＰＦＩ事業）

　港地区（中央埠頭）

　　埠頭用地　1ha（旅客施設用地）

一部変更

交通政策審議会第55回港湾分科会

軽易な変更

第60回大阪市港湾審議会

軽易な変更

第64回大阪市港湾審議会

一部変更

交通政策審議会第64回港湾分科会


