
過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

地区計画の変更 令和４年12月20日から

（御堂筋本町北地区地区計画） 令和５年１月10日まで

地区計画の変更 令和４年10月27日から

（茶屋町地区地区計画） 令和４年11月10日まで

第一種市街地再開発事業の決定 令和４年10月27日から

（茶屋町B-2・B-3地区） 令和４年11月10日まで

地区計画の決定 令和４年10月27日から

（矢田南部地区地区計画） 令和４年11月10日まで

用途地域の変更 令和４年10月27日から

（東住吉区） 令和４年11月10日まで

生産緑地地区の変更 令和４年10月27日から

（鶴見区、東住吉区、平野区） 令和４年11月10日まで

地区計画の決定 令和４年６月29日から

（長原駅前地区地区計画） 令和４年７月13日まで

用途地域の変更 令和４年６月29日から

（平野区） 令和４年７月13日まで

公園の変更 令和４年1月27日から

（３・３・19号矢田教育の森公園） 令和４年２月10日まで

生産緑地地区の変更 令和３年10月28日から

（東淀川区、住吉区、東住吉区、平野区） 令和３年11月11日まで

地区計画の決定 令和３年７月29日から

（森之宮北地区地区計画） 令和３年８月12日まで

道路の変更 令和３年５月27日から

（広路５号　大阪駅前線） 令和３年６月10日まで

下水道の変更 令和３年５月27日から

（大阪市十八条処理区公共下水道） 令和３年６月10日まで

特定街区の変更 令和２年12月25日から

（法円坂北特定街区） 令和３年１月15日まで

地区計画の決定 令和２年11月6日から

（大手前地区地区計画） 令和２年11月20日まで

都市再生特別地区の変更 令和２年11月6日から

（大手前一丁目地区） 令和２年11月20日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

都市高速鉄道の変更 令和２年11月6日から

（北港テクノポート線） 令和２年11月20日まで

生産緑地地区の変更 令和２年11月6日から

（東淀川区、生野区、鶴見区、住吉区、東住吉区、平野区） 令和２年11月20日まで

大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更 令和２年７月31日から

令和２年８月14日まで

都市再生特別地区の変更 令和２年１月31日から

(うめきた２期中央地区） 令和２年２月14日まで

土地区画整理事業の変更 令和２年１月31日から

(大阪駅北大深西地区） 令和２年２月14日まで

地区計画の変更 令和２年１月31日から

（うめきた２期地区地区計画） 令和２年２月14日まで

都市再生特別地区の変更 令和２年１月31日から

(堂島浜一丁目地区） 令和２年２月14日まで

高度利用地区の変更 令和２年１月31日から

（玉出地区） 令和２年２月14日まで

市街地再開発事業の変更 令和２年１月31日から

（玉出地区） 令和２年２月14日まで

地区計画の変更 令和２年１月31日から

（鶴浜地区地区計画） 令和２年２月14日まで

都市再生特別地区の変更 令和元年11月1日から

（大阪駅西地区） 令和元年11月15日まで

交通広場の変更 令和元年11月1日から

（４号大阪駅西広場） 令和元年11月15日まで

臨港地区の変更 令和元年11月1日から

(安治川上流地区、木津川上流地区、南港東一丁目地区） 令和元年11月15日まで

生産緑地地区の変更 令和元年11月1日から

（東淀川区、生野区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区） 令和元年11月15日まで

道路の変更 令和元年７月26日から

（敷津東南北線、戎本町南北線） 令和元年８月26日まで

都市高速鉄道の変更 令和元年７月26日から

（なにわ筋線） 令和元年８月26日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

用途地域の変更 令和元年７月26日から

（此花区） 令和元年８月９日まで

特別用途地区の変更 令和元年７月26日から

（此花区） 令和元年８月９日まで

防火地域及び準防火地域の変更 令和元年７月26日から

（此花区） 令和元年８月９日まで

道路の変更 令和元年７月26日から

（夢洲中央線、夢洲環状1号線、夢洲環状2号線） 令和元年８月９日まで

下水道の変更 令和元年７月26日から

（此花処理区公共下水道） 令和元年８月９日まで

都市再生特別地区の変更 令和元年5月31日から

（淀屋橋駅東地区） 令和元年6月14日まで

都市再生特別地区の変更 令和元年5月31日から

（淀屋橋駅西地区） 令和元年6月14日まで

市街地再開発事業の決定 令和元年5月31日から

（淀屋橋駅西地区） 令和元年6月14日まで

公園の変更 平成30年12月28日から

（大深町公園） 平成31年1月18日まで

生産緑地地区の変更 平成30年10月26日から

（東淀川区、城東区、鶴見区、住吉区、東住吉区、平野区） 平成30年11月9日まで

ごみ焼却場の変更 平成30年10月26日から

（大正区、城東区、港区、住之江区） 平成30年11月9日まで

特定街区の決定 平成30年8月31日から

（堂島二丁目特定街区） 平成30年9月14日まで

地区計画の決定 平成30年8月31日から

（豊新二丁目地区地区計画） 平成30年9月14日まで

下水道の変更 平成30年1月26日から

（第一号下水道、大阪市大野処理区公共下水道、大阪市今福処理区公
共下水道、大阪市住之江処理区公共下水道、大阪市此花処理区公共
下水道）

平成30年2月 9日まで

道路の変更 平成30年1月26日から

（8・5・24号　正蓮寺川歩行者専用道） 平成30年2月 9日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

緑地の変更 平成30年1月26日から

（6号　正蓮寺川公園） 平成30年2月 9日まで

生産緑地地区の変更 平成29年10月27日から

（生野区、鶴見区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区） 平成29年11月10日まで

地区計画の変更 平成29年2月24日から

（咲洲コスモスクエア地区地区計画） 平成29年3月10日まで

地区計画の決定 平成28年10月28日から

（うめきた２期地区地区計画） 平成28年11月11日まで

用途地域の変更 平成28年10月28日から

（北区） 平成28年11月11日まで

防火地域及び準防火地域の変更 平成28年10月28日から

（北区） 平成28年11月11日まで

道路の変更 平成28年10月28日から

（３・１・35号大阪駅北１号線） 平成28年11月11日まで

生産緑地地区の変更 平成28年10月28日から

（東淀川区、生野区、鶴見区、住之江区、東住吉区、平野区） 平成28年11月11日まで

道路の変更 平成27年10月2日から

（１・２・11号大阪門真線、１・３・12号大阪門真線、１・３・10号淀川左岸
線、３・５・60号淀川南岸線及び８・５・23号淀川左岸歩行者専用道）

平成27年11月2日まで

都市再生特別地区の変更 平成27年9月29日から

（心斎橋筋一丁目地区） 平成27年10月13日まで

公園の変更 平成27年8月28日から

（関谷町公園他２公園） 平成27年9月11日まで

生産緑地地区の変更 平成27年8月28日から

（東淀川区、鶴見区、住吉区、平野区） 平成27年9月11日まで

公園の変更 平成26年10月31日から

（住吉公園） 平成26年11月14日まで

生産緑地地区の変更 平成26年10月31日から

（東淀川区、生野区、城東区、鶴見区、東住吉区、平野区） 平成26年11月14日まで

都市再生特別地区の変更 平成26年2月21日から

（伏見町三丁目地区） 平成26年3月7日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

公園の変更 平成26年1月31日から

（上新庄公園他３３公園） 平成26年2月14日まで

緑地の変更 平成26年1月31日から

（鶴見緑地） 平成26年2月14日まで

地区計画の変更 平成25年11月22日から

（咲洲コスモスクエア地区地区計画） 平成25年12月6日まで

地区計画の変更 平成25年11月1日から

（御堂筋地区地区計画） 平成25年11月15日まで

地区計画の決定 平成25年11月1日から

（御堂筋本町北地区地区計画） 平成25年11月15日まで

地区計画の決定 平成25年11月1日から

（御堂筋本町南地区地区計画） 平成25年11月15日まで

都市再生特別地区の変更 平成25年3月1日から

（梅田一丁目地区） 平成25年3月15日まで

地区計画の変更 平成25年3月1日から

（大淀南二丁目地区地区計画） 平成25年3月15日まで

地区計画の変更 平成25年3月1日から

（長柄堺線沿道地区地区計画） 平成25年3月15日まで

道路の変更 平成25年1月25日から

（都島区、中央区、大正区、天王寺区、浪速区、淀川区、東淀川区、東
成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、
平野区、西成区）

平成25年2月8日まで

用途地域の変更 平成25年1月25日から

（都島区、中央区、大正区、天王寺区、浪速区、淀川区、東淀川区、東
成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住吉区、東住吉区、
平野区）

平成25年2月8日まで

特別用途地区の変更(中高層階住居専用地区(第1種)） 平成25年1月25日から

（大正区） 平成25年2月8日まで

高度地区の変更（最低限第2種） 平成25年1月25日から

（東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住吉区） 平成25年2月8日まで

防火地域及び準防火地域の変更 平成25年1月25日から

（都島区、中央区、天王寺区、浪速区、淀川区、東淀川区、東成区、生
野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住吉区、平野区、西成区）

平成25年2月8日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

風致地区の変更 平成25年1月25日から

（都島区、中央区） 平成25年2月8日まで

駐車場整備地区の変更 平成25年1月25日から

（中央区、天王寺区） 平成25年2月8日まで

公園の変更 平成25年1月25日から

（住吉区、平野区） 平成25年2月8日まで

公園の変更 平成24年12月28日から

（中之島公園） 平成25年1月18日まで

風致地区の変更 平成24年12月28日から

（大川風致地区） 平成25年1月18日まで

地区計画の変更 平成24年11月30日から

（大阪鉄道管理局舎跡地地区） 平成24年12月14日まで

地区計画の変更 平成24年10月26日から

（舞洲地区地区計画） 平成24年11月9日まで

臨港地区の変更 平成24年10月26日から

平成24年11月9日まで

用途地域の変更 平成24年10月26日から

平成24年11月9日まで

特別用途地区の変更 平成24年10月26日から

（工業保全地区（夢洲地区）） 平成24年11月9日まで

防火地域及び準防火地域の変更 平成24年10月26日から

平成24年11月9日まで

生産緑地地区の変更 平成24年10月26日から

（東淀川区、城東区、鶴見区、住吉区、東住吉区、平野区） 平成24年11月9日まで

都市再生特別地区の変更 平成24年9月28日から

（大深町地区） 平成24年10月12日まで

地区計画の決定 平成24年7月27日から

（高麗橋地区） 平成24年8月10日まで

地区計画の決定 平成24年2月24日から

（福駅前地区） 平成24年3月9日まで

用途地域の変更 平成24年2月24日から

平成24年3月9日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

防火地域及び準防火地域の変更 平成24年2月24日から

平成24年3月9日まで

都市再生特別地区の変更 平成23年9月30日から

（難波五丁目地区） 平成23年10月14日まで

都市再生特別地区の変更 平成23年9月30日から

（今橋三丁目地区） 平成23年10月14日まで

生産緑地地区の変更 平成23年9月30日から

（東淀川区、鶴見区、住吉区、東住吉区及び平野区） 平成23年10月14日まで

地区計画の決定 平成23年6月24日から

（茶屋町地区地区計画） 平成23年7月8日まで

土地区画整理事業の決定 平成23年1月28日から

（大阪駅北大深西地区土地区画整理事業） 平成23年2月14日まで

道路の変更 平成23年1月28日から

（Ⅰ・3・20号海老江梅田線、3・1・35号大阪駅北1号線、3・1・36号大阪駅
北2号線、3・3・37号大阪駅北3号線及び7・6・49号中津南北線）

平成23年2月14日まで

都市高速鉄道の変更 平成23年1月28日から

（ＪＲ東海道線支線） 平成23年2月14日まで

交通広場の変更 平成23年1月28日から

（5号大阪西口広場） 平成23年2月14日まで

交通広場の変更 平成23年1月28日から

（4号大阪駅西広場） 平成23年2月14日まで

通路の変更 平成23年1月28日から

（4号大阪駅北口西通路） 平成23年2月14日まで

高度地区の変更 平成22年10月29日から

（東成区、生野区及び東住吉区内） 平成22年11月12日まで

防火地域及び準防火地域の変更 平成22年10月29日から

（東成区、生野区及び東住吉区内） 平成22年11月12日まで

生産緑地地区の変更 平成22年10月29日から

（東淀川区、生野区、鶴見区、住吉区、東住吉区及び平野区内） 平成22年11月12日まで

地区計画の変更 平成22年10月8日から

（新町一丁目地区地区計画） 平成22年10月22日まで



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

道路の変更 平成22年7月30日から

（7･7･30号阪急京都線東付属街路2号線ほか1路線） 平成22年8月13日まで

都市高速鉄道の変更 平成22年7月30日から

（阪急電鉄京都線） 平成22年8月13日まで

平成22年2月26日から

平成22年3月12日まで

特別用途地区の変更 平成22年2月26日から

（中高層階住居専用地区（第1種））の指定） 平成22年3月12日まで

特別用途地区の変更 平成22年2月26日から

（工業保全地区の指定） 平成22年3月12日まで

平成22年2月26日から

平成22年3月12日まで

平成22年2月26日から

平成22年3月12日まで

平成22年2月26日から

平成22年3月12日まで

地区計画の決定 平成22年2月26日から

（宗右衛門町地区地区計画） 平成22年3月12日まで

生産緑地地区の変更 平成21年9月25日から

（淀川区、鶴見区、住吉区、東住吉区及び平野区内） 平成21年10月9日まで

地区計画の決定 平成21年5月1日から

（新町一丁目地区地区計画） 平成21年5月22日まで

地区計画の決定 平成21年2月27日から

（三国東地区地区計画） 平成21年3月13日まで

平成21年2月27日から

平成21年3月13日まで

地区計画の変更 平成20年12月26日から

（中之島三丁目中央地区地区計画） 平成21年1月16日まで

地区計画の変更 平成20年12月26日から

（淡路駅周辺地区地区計画） 平成21年1月16日まで

生産緑地地区の変更 平成20年9月26日から

（東淀川区、生野区、城東区、鶴見区、住之江区、 平成20年10月10日まで

　住吉区、東住吉区及び平野区内）

用途地域の変更

用途地域の変更

防火地域及び準防火地域の変更

風致地区の変更

臨港地区の変更



過去の都市計画案の縦覧

件　　名 縦覧期間

平成20年8月29日から

平成20年9月12日まで

平成20年8月29日から

平成20年9月12日まで

地区計画の変更 平成20年8月29日から

(西梅田地区地区計画) 平成20年9月12日まで

地区計画の決定 平成20年8月29日から

(大阪駅西地区地区計画) 平成20年9月12日まで

都市再生特別地区の変更 平成20年8月29日から

(大阪駅西地区地区計画) 平成20年9月12日まで

通路の変更 平成20年8月29日から

(3号大阪駅南口西通路) 平成20年9月12日まで

公園の変更(2・2・619号海老江東公園) 平成20年6月27日から

(福島区海老江一丁目地内) 平成20年7月11日まで

都市再生特別地区の変更 平成20年2月29日から

(中之島四つ橋筋地区) 平成20年3月14日まで

地区計画の変更 平成19年12月28日から

(大阪駅北地区地区計画) 平成20年1月18日まで

都市再生特別地区の変更 平成19年12月28日から

(大阪駅北地区) 平成20年1月18日まで

都市再生特別地区の変更 平成19年9月28日から

（小松原町地区） 平成19年10月12日まで

都市再生特別地区の変更 平成19年9月28日から

（西本町一丁目地区） 平成19年10月12日まで

都市再生特別地区の変更 平成19年9月28日から

（阿倍野筋一丁目地区） 平成19年10月12日まで

都市高速鉄道の変更 平成19年9月28日から

（近畿日本鉄道南大阪線） 平成19年10月12日まで

生産緑地地区の変更 平成19年9月28日から

（東淀川区、生野区、住吉区、東住吉区及び平野区内） 平成19年10月12日まで

交通広場の変更 平成19年9月28日から

（2号大阪駅北広場及び3号大阪駅南広場） 平成19年10月12日まで

通路の変更の変更 平成19年9月28日から

（1号大阪駅南北通路及び2号大阪駅南口東通路） 平成19年10月12日まで

用途地域の変更

防火地域及び準防火地域の変更


