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概    況 

 平成１６年度学校基本調査（平成１６年５月１日現在）による大阪の学校の状

況については、以下のとおりである。 

 

小学校 

 学校数は1056（国立３校、公立1037校、私立1６校)で、前年度より１校減少

している。 

 学級数は１万7210 学級で、前年度より 310 学級（1.8％）増加している。 

 児童数は 49 万3003 人で、前年度より 3971 人（0.8％）増加している。 

 教員数（本務者）は２万4525 人である。 

 

中学校 

 学校数は530校（国立３校、公立464校、私立63校）で、前年度と同数であ

る。 

 学級数は 7418 学級で、前年度より 73 学級（1.0％）減少している。 

 生徒数は 23 万8977 人で、前年度より 3695 人（1.5％）減少している。 

 教員数（本務者）は１万5047 人である。 

 卒業者数（平成16 年３月卒）は８万2978 人（対前年0.8％減）で、進路別内

訳は高等学校等進学者８万 402 人、専修学校等入学者 450 人、公共職業能

力開発施設等入学者 126 人、就職者 823 人、左記以外の者 1173 人、死亡・

不詳の者4 人である。 

 また、進学率は 96.9％（対前年 0.3 ポイント上昇）、就職率は 1.1％（同 0.1

ポイント下降）である。 

 

高等学校（全日制課程・定時制課程） 

 学校数は281校(国立１校、公立186校、私立94校)で、前年度より５校減少

している。 

 生徒数は23万4868人で、前年度より4863人(2.0％)減少している。課程別

では、全日制課程 22 万 5364 人(構成比 96.0％)、定時制課程 9504 人（同

4.0％）である。 

 また、学科別では普通科が 18 万9188 人で、全体の 80.6％を占めている。 

 教員数（本務者）は１万5202 人である。 

 卒業者数（平成16 年３月卒）は７万6192 人（対前年3.6％減）で、進路別内

訳は大学等進学者３万 7336 人、専修学校（専門課程）進学者１万 1923 人、

専修学校等入学者 8096 人、公共職業能力開発施設等入学者 174 人、就職

者8551人、一時的な仕事に就いた者2975人、左記以外の者7111人、死亡・

不詳の者26 人である。 

 また、進学率は 49.0％（対前年 0.9 ポイント上昇）、就職率は 11.3％（同 0.1

ポイント下降）である。 

 

高等学校（通信制課程） 

 学校数は８校（公立１校、私立７校）で、前年度と同数である。このうち通信

制課程のみの学校は６校である。 

 生徒数は２万8391 人で、前年度より 3030 人（9.6％）減少している。 

 また、卒業者数（平成15 年度間）は 9121 人で、前年度間より 75 人（0.8％）

減少している。 

 

中等教育学校 

 学校数は１校(私立)で、前年度と同数である。 

  

生徒数は、前期課程458 人、後期課程276 人である。 

 教員数（本務者）は 42 人である。 

盲学校・聾学校・養護学校 

 学校数は盲学校２校（公立）、聾学校４校（公立）、養護学校 34 校（国立１校、

公立33 校）で、前年度と同数である。 

在学者数は盲学校307人で、前年度より３人（1.0％）増加、聾学校473人で､

前年度より21人（4.3％）減少、養護学校5365人で､前年度より276人（5.4％）

増加している。 

 教員数（本務者）は盲学校194人、聾学校322人、養護学校3028人である。 

 卒業者数(平成16 年３月卒)は中学部475 人(盲学校８人、聾学校22 人、養

護学校445人)、高等部794人(盲学校17人、聾学校35人、養護学校742人)

である。 

 

幼稚園 

 園数は 820 園（国立１園、公立375 園、私立444 園）で、前年度より 11 園減

少した。 

 在園者数は 14 万 1912 人で、前年度より 63 人（0.0％）減少した。年齢別で

は３歳児２万9695人（構成比20.9％）、４歳児５万4601人（同38.5％）、５歳児

５万7616 人（同40.6％）となっている。 

 教員数（本務者）は 7884 人である。 

 小学校第１学年児童数に対する幼稚園修了者数の比率は 66.9％である。 

 

専修学校 

 学校数は 244 校（国立１校、公立５校、私立 238 校）で、前年度より５校増加

している。 

 生徒数は９万999人で、前年度より644人(0.7％)増加した。課程別では、高

等課程5008 人、専門課程８万4940 人、一般課程1051 人である。 

 また、分野別では、医療関係２万6204 人（構成比28.8％）、文化・教養関係

１万9855 人（同21.8％）、工業関係１万4212 人(同15.6％)である。 

 入学者数（平成16 年度春期）は４万4463 人(対前年度2.9％減)である。 

 また、卒業者数（平成 15 年度間）は３万 6783 人（対前年度間 4.1％増）で、

うち修了した学科に関係する分野に就職した者の割合は 67.5％となってい

る。 

 

各種学校 

 学校数は 75 校（公立１校、私立74 校）で、前年度より４校減少した。 

 生徒数は１万 2629 人で、前年度より 1,792 人（12.4％）減少した。分野別で

は、予備校が 7215 人で全体の 57.1％を占め、最も多くなっている。 

 入学者数（平成16 年度春期）は 8819 人（対前年度12.4％減）である。 

 また、卒業者数（平成15 年度間）は１万3692 人（対前年度間5.5％減）であ

る。 

 

大学・短期大学・高等専門学校 

 学校数は大学 49 校（国立３校、公立４校、私立 42 校）、短期大学 44 校（公

立２校、私立42 校）、高等専門学校１校（公立）である。 

学生数は大学22 万6476 人で、前年度より 1243 人（0.5％）減少、短期大学

２万3249人で、前年度より2711人（10.4％）減少、高等専門学校1002人で、

前年度と総数である。男女比率で女子の占める割合は大学 34.1％、短期大

学86.7％、高等専門学校14.3％となっている。 
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