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概    況 

 平成１５年度学校基本調査（平成１５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105７（国立３校、公立1038校、私立1６校)で、前年度より１校減少

している。 

 学級数は１万6900 学級で、前年度より 219 学級（1.3％）増加している。 

 児童数は 48 万9032 人で、前年度より 4104 人（0.8％）増加している。 

 教員数（本務者）は２万4293 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、前年度より１校減

少している。 

 学級数は 7491 学級で、前年度より 85 学級（1.1％）減少している。 

 生徒数は 24 万2672 人で、前年度より 5169 人（2.1％）減少している。 

 教員数（本務者）は１万5060 人である。 

 卒業者数（平成15 年３月卒）は８万3673 人（対前年3.7％減）で、進路別内

訳は高等学校等進学者８万 840 人、専修学校等入学者 424 人、公共職業能

力開発施設等入学者 135 人、就職者 929 人、左記以外の者 1335 人、死亡・

不詳の者10 人である。 

 また、進学率は 96.6％（対前年 0.2 ポイント上昇）、就職率は 1.2％（同 0.2

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 286 校(国立１校、公立 191 校、私立 94 校)で、前年度と同数であ

る。 

 生徒数は23万9731人で、前年度より7646人(3.1％)減少している。課程別

では、全日制課程 23 万 211 人(構成比 96.0％)、定時制課程 9520 人（同

4.0％）である。 

 また、学科別では普通科が 19 万3739 人で、全体の 80.8％を占めている。 

 教員数（本務者）は１万5367 人である。 

 卒業者数（平成15 年３月卒）は７万9017 人（対前年3.3％減）で、進路別内

訳は大学等進学者３万 7971 人、専修学校（専門課程）入学者１万 2095 人、

専修学校等入学者 9484 人、公共職業能力開発施設等入学者 186 人、就職

者8892 人、左記以外の者１万357 人、死亡・不詳の者32 人である。 

 また、進学率は 48.1％（対前年 0.5 ポイント下降）、就職率は 11.4％（同 0.5

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３万1421 人で、前年度より 1941 人（5.8％）減少している。 

 また、卒業者数（平成14 年度間）は 9196 人で、前年度間より 84 人（0.9％）

増加している。 

 

中等教育学校 

 学校数は１校(私立)で、平成１５年４月に新設されている。 

 生徒数は、前期課程439 人、後期課程227 人である。 

 教員数（本務者）は 39 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304人で、前年度より１人（0.3％）増加、聾学校494人で､

前年度より５人（1.0％）減少、養護学校 5089 人で､前年度より 112 人（2.3％）

増加している。 

 教員数（本務者）は盲学校186人、聾学校317人、養護学校2935人である。 

 卒業者数(平成15 年３月卒)は中学部470 人(盲学校９人、聾学校41 人、養

護学校420人)、高等部801人(盲学校24人、聾学校28人、養護学校749人)

である。 

 

幼稚園 

 園数は831園（国立１園、公立386園、私立444園）で、前年度より９園減少

した。 

 在園者数は14万1975人で、前年度より154人（0.1％）増加した。年齢別で

は３歳児２万8990人（構成比20.4％）、４歳児５万6479人（同39.8％）、５歳児

５万6506 人（同39.8％）となっている。 

 教員数（本務者）は 7844 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 67.6％である。 

 

専修学校 

 学校数は 239 校（国立６校、公立６校、私立 227 校）で、前年度より５校増加

している。 

 生徒数は９万 355 人で、前年度より 3948 人(4.6％)増加した。課程別では、

高等課程5208 人、専門課程８万4065 人、一般課程1082 人である。 

 また、分野別では、医療関係２万5224 人（構成比27.9％）、文化・教養関係

１万9254 人（同21.3％）、工業関係１万4318 人(同15.8％)である。 

 入学者数（平成15 年度春期）は４万5780 人(対前年度4.1％増)である。 

 また、卒業者数（平成 14 年度間）は３万 5335 人（対前年度間 3.8％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 66.9％となってい

る。 

 

各種学校 

 学校数は 79 校（公立１校、私立78 校）で、前年度より３校減少した。 

 生徒数は１万4421人で、前年度より488人（3.3％）減少した。分野別では、

予備校が 8357 人で全体の 58.0％を占め、最も多くなっている。 

 入学者数（平成15 年度春期）は１万67 人（対前年度5.1％減）である。 

 また、卒業者数（平成14 年度間）は１万4487 人（対前年度間1.6％増）であ

る。 

 

大学・短期大学・高等専門学校 

 学校数は大学 47 校（国立３校、公立４校、私立 40 校）、短期大学 43 校（公

立２校、私立41 校）、高等専門学校１校（公立）である。 

学生数は大学22 万7719 人で、前年度より 1301 人（0.6％）減少、短期大学

２万 5960 人で、前年度より 2450 人（8.6％）減少、高等専門学校 1002 人で、

前年度より４人（0.4％）増加した。男女比率で女子の占める割合は大学

33.7％、短期大学86.9％、高等専門学校14.9％となっている。 
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