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 概    況 

 平成１４年度学校基本調査（平成１４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 校(国立３校、公立1038 校、私立15 校)で、前年度より２校 

減少している。 

 学級数は１万6681 学級で、前年度より 128 学級増加している。 

 児童数は 48 万4928 人で、前年度より 883 人（0.2％）増加した。 

 教員数（本務者）は２万4070 人である。 

 

 中学校 

 学校数は531校（国立３校、公立464校、私立64校）で、前年度と同数であ

る。 

 学級数は 7576 学級で、前年度より 198 学級（2.5％）減少した。 

 生徒数は 24 万7841 人で、前年度より 7662 人（3.0％）減少した。 

 教員数（本務者）は１万5190 人である。 

 卒業者数（平成14年３月卒）は8万6860人（対前年2.2％減）で、進路別内

訳は高等学校等進学者 8 万 3698 人、専修学校等入学者 402 人、公共職業

能力開発施設等入学者 187 人、就職者 1130 人、左記以外の者 1430 人、死

亡・不詳の者13 人である。 

 また、進学率は 96.4％（対前年 0.1 ポイント下降）、就職率は１.4％（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 286 校(国立１校、公立 191 校、私立 94 校)で、前年度より 2 校増

加している。 

 生徒数は24万7377人で、前年度より8355人(3.3％)減少した。課程別では、

全日制課程23 万7867 人(構成比96.2％)、定時制課程9510 人（同3.8％）で

ある。また、学科別では普通科が 20 万 815 人で、全体の 81.2％を占めてい

る。 

 教員数（本務者）は１万5594 人である。 

 卒業者数（平成14年３月卒）は8万1701人（対前年2.8％減）で、進路別内

訳は大学等進学者３万 9713 人、専修学校等入学者 2 万 1458 人、公共職業

能力開発施設等入学者173人、就職者9603人、左記以外の者10753人、死

亡・不詳の者１人である。 

 また、進学率は 48.6％（対前年 1.1 ポイント下降）、就職率は 11.9％（同 0.9

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、前年度より３校増加した。このうち通

信制課程のみの学校は６校である。 

 生徒数は３万3362 人で、前年度より 575 人（1.7％）減少した。 

 また、卒業者数（平成 13 年度間）は 9112 人で、前年度間より 1422 人

（18.5％）増加した。 

 

 

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303人で、前年度より１人（0.3％）減少、聾学校499人で､

前年度より６人（1.2％）減少、養護学校 4977 人で､前年度より 188 人（3.9％）

増加している。 

 教員数（本務者）は盲学校190人、聾学校311人、養護学校2834人である。 

 卒業者数(平成 14 年３月卒)は中学部468 人(盲学校 10 人、聾学校 33 人、

養護学校425 人)、高等部752 人(盲学校24 人、聾学校36 人、養護学校692

人)である。 

 

 幼稚園 

 園数は840園（国立１園、公立393園、私立446園）で、前年度より２園減少

した。 

 在園者数は 14 万 1821 人で、前年度より 2061（0.6％）増加した。年齢別で

は３歳児２万9136人（構成比20.5％）、４歳児５万5660人（同39.2％）、５歳児

５万7025 人（同40.2％）となっている。 

 教員数（本務者）は 7843 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 68.5％で、前年

度より 1.7 ポイント増加した。 

 

 専修学校 

 学校数は 234 校（国立６校、公立６校、私立 222 校）で、前年度より６校減少

している。 

 生徒数は8万6407人で、前年度より2707人(3.2％)増加した。課程別では、

高等課程 5620 人、専門課程７万 9598 人、一般課程 1,189 人である。また、

分野別では、医療関係２万 3491 人（構成比 27.2％）、文化・教養関係１万

6759 人（同19.4％）、工業関係１万4377 人(同16.6％)の順に多い。 

 入学者数（平成 14 年度春期）は４万 3990 人(対前年度 2.6％増)である。ま

た、卒業者数（平成 13 年度間）は３万 4027 人（対前年度間 3.5％減）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 66.8％となっている。 

 

 各種学校 

 学校数は 82 校（公立1 校、私立81 校）で、前年度より１校減少した。 

 生徒数は 1 万4909 人で、前年度より 43 人（0.3％）増加した。分野別では、

予備校が 8660 人で全体の 58.1％を占め、最も多くなっている。 

 入学者数（平成14年度春期）は１万607人（対前年度0.6％増）である。また、

卒業者数（平成13 年度間）は 1 万 4260 人（対前年度間22.6％減）である。 

 

 大学・短期大学・高等専門学校 

 学校数は大学 43 校（国立３校、公立４校、私立 36 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 万9020 人で、前年度より 1642 人（0.7％）減少、短期大学

２万8410人で、前年度より2159人（7.1％）減少、高等専門学校998人で、前

年度より 10 人（1.0％）増加した。このうち、女子学生の占める割合は大学

33.4％、短期大学87.4％、高等専門学校15.3％となっている。 
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