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○都市計画区域 …………（表示区域） 22,530ha 

市街化区域 …………………………… 21,145ha 

市街化調整区域 ………（表示区域）  1,385ha 

 

〈地域地区〉 

○用途地域 ……………………………… 21,145ha 

1種中高層 360ha  2種中高層 2,049ha  1種住 

居 5,342ha  2種住居 1,191ha  準住居 350ha 

近商 573ha  商業 3,773ha  準工業 4,587ha 

工業 922ha  工専 1,999ha 

○特別用途地区 …………………………… 552ha 

中高層階住居専用地区（第1種）195ha 中高層階 

住居専用地区（第2種）167ha 工業保全地区（竹島・ 

御幣島地区） 35ha 工業保全地区（夢洲地区）12ha 

国際観光地区 143ha 

○高度地区 …………………………  2区分 196ha 

最低限第1種 21ha  最低限第2種 175ha 

○高度利用地区 …………………  16地区 40.6ha 

○特定街区 ………………………  10ヵ所  13.11ha 

法円坂北  天満橋  愛隣  伝法  堂島西 

安土町2   京橋3   豊崎三  島之内一 堂島二 

○都市再生特別地区 ………………22地区 53.3ha 

○防火地域・準防火地域 ……………… 18,270ha 

防火地域 2,320ha  準防火地域 15,950ha 

○風致地区 ………………………  6地区 366.7ha 

大川  夕陽丘  四天王寺  茶臼山  聖天山 

杭全 

○駐車場整備地区 ………………………  2,553ha 

○臨港地区 ……………………………  1,978.7ha 

○特別緑地保全地区 ………………  1ヵ所 0.5ha 

○生産緑地地区 ………………492ヵ所  68.49ha 

 

〈都市施設〉 

○道路 ………………………… 212路線 622.87km 

自動車専用道路 12路線 101.79km  幹線街路 

124路線 438.26km  区画街路 49路線 40.28km 

特殊街路 27路線 42.54km 

○都市高速鉄道 ……………… 25路線 215,250m 

高速鉄道計画 15路線 180,260m 

立体交差化 10路線 34,990m 

○駐車場 ………………………… 42ヵ所  14.35ha 

自動車駐車場 10ヵ所 12.06ha （3,828台） 

自転車駐車場 32ヵ所 2.29ha （18,280台） 

○自動車ターミナル ……………… 1 ヵ所 0.9ha 

湊町バスターミナル 

○交通広場 …………………………  5ヵ所 4.0ha 

大阪北口広場  大阪駅北広場  大阪駅南広場 

大阪駅西広場 大阪西口広場  

○通路 ………………………………… 4ヵ所 470m 

大阪駅南北通路 大阪駅南口東通路  

大阪駅南口西通路 大阪駅北口西通路 

○公園 ………………………… 731ヵ所 799.75ha 

街区公園  613ヵ所 173.55ha 近隣公園  75ヵ所 

109.5ha  地区公園  24ヵ所 94.9ha 

総合公園等  19ヵ所 421.8ha 

 

 

 

 

 

○緑地 ……………………………  8ヵ所  707.4ha 

鶴見  服部  久宝寺  大泉  淀川河川公園 

正蓮寺川公園  矢倉  蒲生 

○墓園 ……………………………  3ヵ所   58.57ha 

○下水道 ……………………  15処理区  19,716ha 

公共下水道 15処理区  流域下水道 3処理区 

○ごみ焼却場 ……………………  7ヵ所 23.94ha 

大和田  城東  八尾（八尾市域）平野  東淀   

住之江  舞洲 

○ごみ運搬用管路 …………………  1ヵ所 4,140m 

○河川 ………………………………  6 線 34,110m 

○運河 ……………………………… 14 線 35,930m 

○市場 ……………………………… 4ヵ所 38.99ha 

○と畜場 ……………………………  1ヵ所 10.0ha 

○火葬場 ……………………………  2ヵ所 0.91ha 

○一団地の住宅施設 ………………  3ヵ所 43.4ha 

 

〈市街地開発事業〉 

○土地区画整理事業 …………  22地区 4,669.1ha 

戦災復興（港湾地帯を含む） 下新庄  豊里 

新大阪駅周辺  第2阪神国道西淀川  豊里西 

西加賀屋  長吉瓜破  北島  東淀川東部第1 

西梅田  三国駅周辺  茨田北  加島 

長吉東部  岩崎橋  放出駅周辺  淡路駅周辺 

此花西部臨海  三国東  大阪駅北大深東 

大阪駅北大深西 

○市街地再開発事業 ……………… 12地区 42.4ha 

第1種 9地区 6.8ha  第2種 1地区 28.0ha 

大阪駅前  谷町（以上市街地改造） 阿倍野 

上六  天神橋七丁目  上本町駅前  菅原町 

池田町 茶屋町東 茶屋町西 放出駅前 淀屋橋駅西 

〈地区計画等〉 

○地区計画 ………………………   28地区 514.8ha 

三国駅周辺  岩崎橋  西野田中津線沿道 

加島地域駅周辺 放出駅周辺  長吉東部  舞洲 

北野今市線沿道   南市岡三丁目  淡路駅周辺 

鶴見一丁目  大淀南二丁目  南堀江一丁目  

島屋四丁目 大阪駅北 鶴浜 平野郷 

大阪駅西 三国東 宗右衛門町 福駅前 

高麗橋 大阪鉄道管理局舎跡地 

御堂筋本町北  御堂筋本町南 うめきた2期 

豊新二丁目 大手前地区 

○地区計画（再開発等促進区を定めるもの） 

…………………………………… 14地区418.6ha 

天満橋一丁目  船場都心居住促進 

咲洲コスモスクエア  西梅田  湊町 

福島五丁目  此花西部臨海  難波 

大宮五丁目 中之島三丁目中央  北浜一丁目 

神崎川駅前 新町一丁目 茶屋町 

 

 
第３ 大阪都市計画の内容 

□ 大阪都市計画決定一覧（概要）（令和 3 年 6月 30 日現在） 


