
１．世界をリードする大阪産業

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 大阪の強みであるものづくり産業、これらが
支える大阪湾ベイエリアの新エネルギー、北大阪のバイオなど多様な産業や、世界と勝負できるコンベンション施設等
により、起業や商いのチャンスが感じられる都市として、日本・世界から企業や人が集まっています。

■産業都市 ナンバー１

実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

地域別輸出入通関額（円）
［近畿圏輸出入通関額］

輸出 16兆2,647億円 15兆3,702億円 18兆6,002億円
⼤阪税関「貿易統計」

輸入 14兆7,190億円 13兆1,273億円 15兆4,888億円

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 関西国際空港や阪神港を中心に
道路ネットワークが整備されることなどにより、夢洲地区をはじめ大阪が物流や交流の世界の拠点として活性化しています。

■世界の物流拠点都市 オンリー１

実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

製造業の製造品出荷額等
(従業者300人未満の事業所)

10兆4,937億円
（全国第2位）

R4. 12月
公表予定 公表時期未定 総務省「経済センサス‐活動調査」

他

医薬品製造業の製造品出荷額等
(従業者4人以上の事業所) 2,495億円 Ｒ5．1月

公表予定 公表時期未定 大阪府「大阪の製造業」他

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

貨物取扱量
関空 76万トン 72万トン 83万トン

関西エアポート株式会社
「数字で見る関西空港」

阪神港 17,920万トン 16,343万トン 17,498万トン※ 大阪港・神戸港ﾃﾞｰﾀ

阪神港外貿定期コンテナ
航路便数（１週あたり）

基幹航路（北米・欧州） 8便 8便 8便
国土交通省「港湾統計」

近海・東南アジア 139.0便 141.5便 145.0便

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

大阪府実質経済成長率 -1.5%
[令和5年2月
確報公表予定]

[令和5年12月
確報公表予定]

大阪府「大阪府民経済計算」
内閣府「国民経済計算」一人あたり府民所得

( )内は一人あたり国民所得
3,055千円 -0.2％
（3,176千円 -0.2％）

[令和5年2月
確報公表予定]

（2,988千円 -5.9％）

[令和5年12月
確報公表予定]

1
※ R3阪神港貨物取扱量については速報値

令和４年８⽉時点



実現状況を
知る項目

R1 R2 R3 出典

就職率
※完全失業率
改善値

(H19年基準)

2.4ポイント改善(全国第5位)
(5.3％【H19年】→2.9％【R1年】)

1.9ポイント改善(全国第6位)
(5.3％【H19年】→3.4％【R2年】)

1.8ポイント改善(全国第9位)
(5.3％【H19年】→3.5％【R3年】)

総務省
「労働⼒調査」

障がい者雇⽤率
(6月1日現在)

障がい者の実雇⽤率
2.08％（全国第42位）

法定雇⽤率達成企業割合
43.1％※（全国第46位）

障がい者の実雇⽤率
2.12％（全国第41位）

法定雇⽤率達成企業割合
43.8％※（全国第46位）

障がい者の実雇⽤率
2.21％（全国第33位）

法定雇⽤率達成企業割合
43.0％※（全国第46位）

厚⽣労働省
「障害者雇用状
況の集計結果」

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 大阪で教育を受けた子どもたちや、高齢者、
障がい者をはじめだれもが、大阪でその能力を発揮し、いきいきと仕事をする働きたい都市になっています。

■就職 ナンバー１

※法定雇用率はR3年3月に2.2%⇒2.3%へ

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

女性（35～44歳）の労働力人口比率 74.4% 75.3% 74.4%
大阪府「労働力調査地
方集計結果（年平均）」

※35～44歳の女性の労働力人口比率は、出産・子育て期のいわゆるＭ字カーブの底の部分の改善状況を把握する
ための指標として活用しています。
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２．水とみどり豊かな新エネルギー都市 大阪

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 太陽光発電やエコカー等新エネルギー
の活用により、温室効果ガスの排出が抑制されるとともに、家電・環境・エネルギー産業等が集積した世界に誇る環境都市
が誕生しています。

■新エネルギー都市 ナンバー１

実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

大阪がみどりの風を感じる大都市だと思って
いる人の割合（全国） 6.2% 4.6% 7.4%

大阪府「将来ビジョン・大阪（全国・
大阪府）に関する調査」みどりが多いと思っている府⺠の割合

（府⺠） 25.6% 26.8% 25.4%

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】
大阪が持つ豊かな自然が保全され、校庭の芝生化をはじめ市街地の緑化等がすすむことによって、
ヒートアイランド現象が改善し、だれもが風を感じるまちになっています。

■みどりの風を感じる大都市 オンリー１

※ エコカー ：環境負荷が小さい自動車。なお、当該統計での対象となっているのは、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、クリーンディーゼル乗用車、
燃料電池自動車、水素エンジン自動車、プラグインハイブリッド自動車、超低燃費車の計８車種。

実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

住宅⽤太陽光発電設備導入
状況【年度末時点累積】 114,758件(全国第7位) 121,156件(全国第7位) 127,813件(全国第7位) 資源エネルギー庁HPの資料を基に

大阪府にて算出

エコカー(※)普及状況
普及台数 1,563,516台
普及割合 44.1％

【H30年度】

普及台数 1,711,399台
普及割合 48.2％

【R1年度】

普及台数 1,817,078台
普及割合 51.1％

【R2年度】
⼀般財団法⼈⾃動⾞検査登録情報
協会等のデータを基に大阪府にて算出

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

府域における温室効果ガス(※)排出量及び
1990年度からの削減率

排出量 4,923万トン
削減率 12.5％
【H29年度】

排出量 4,549万トン
削減率 19.1％
【H30年度】

排出量 4,284万トン
削減率 23.8％
【R1年度】

大阪府調べ

再生可能エネルギー設備導入件数・出力量
127,830件・
1,114,557ｋｗ
（R2.3末時点）

134,560件・
1,165,439ｋｗ
（R3.3末時点）

141,333件・
1,220,435ｋｗ
（R4.3末時点）

資源エネルギー庁HP

※温室効果ガス：「二酸化炭素」、「メタン」、「一酸化二窒素」、「代替フロン等」の合計

※「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」は、H24.7開始
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実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

大阪産（もん）を知っている
⼈・府⺠の割合
（全国・府⺠）

（全国） 24.8％
（府⺠） 55.1％

（全国） 26.2％
（府⺠） 58.7％

（全国） 20.5％
（府⺠） 51.2％

大阪府「将来ビジョン・大阪（全国・
大阪府）に関する調査」

⼤阪産を率先して購⼊したいと
思う府⺠の割合
（府⺠）

51.3% 55.4% 47.1%

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 大阪湾やみどり豊かな
農空間が守られ、新鮮で安全な大阪産(もん)が全国ブランドとなり、活発に取引されています。

■全国ブランド・大阪産（もん） オンリー１

4



実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

ミュージアム都市といえば大阪と思っている人の割合（全国） 6.9% 7.0% 9.3%
大阪府「将来ビジョン・大阪（全
国・大阪府）に関する調査」⾃分の住んでいる地域に愛着を感じている府⺠の割合（府⺠） 72.6% 71.7% 65.1%

大阪で観光したいと思っている人の割合（全国） 78.8％ 79.3％ 70.2％

３．ミュージアム都市 大阪

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 御堂筋、富田林寺内町等の大阪の個性的
なまちなみや商店街、棚田など豊かな自然、さらには歴史や文化、芸術、食等豊かな地域資源が府民に愛され、大阪の誇る
べき資産として発信されるなど、住民主体でにぎわいづくりがすすみ、ミュージアム都市大阪が実現しています。

■大阪ミュージアム オンリー１

実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

大阪が楽しいまちだと思っている人の割合（全国） 43.3% 41.4% 40.9% 大阪府「将来ビジョン・大阪（全
国・大阪府）に関する調査」⼤阪はスポーツが盛んだと思っている府⺠の割合（府⺠） 45.1% 45.7% 38.3%

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】ミュージアム都市として、
大阪独特の“まちの空気感”が国内外に発信されるとともに、文化・スポーツイベント等様々な催しが各地で開催され、
アミューズメントが充実し、世界から人々が集まるにぎわいのある地域になっています。

■フェスティバル都市 オンリー１

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

各種イベント集客数
OSAKA光のルネサンス 約351万人 約52万人 約100万人

主催者発表
御堂筋イルミネーション 約578万人 約347万人 約439万人

※Ｒ２、３の「OSAKA光のルネサンス」については、実施場所を限定して開催
（中央公会堂プロジェクションマッピング、中之島リバーサイドイルミネーションなどは中止）

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

各種イベント集客数 大阪マラソン 138万人 中止 - 主催者発表

5
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実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

留学⽣数・外国⼈旅⾏者数
の伸び

留学⽣数対前年度⽐
106.1％

（全国第26位）

留学⽣数対前年度⽐
92.8％

（全国第30位）

留学⽣数対前年度⽐
89.4％

（全国第20位）

（独）日本学生支援機構「外国人
留学⽣在籍状況調査結果」を基に大
阪府にて算出
※留学⽣数は⽇本語教育機関におい
て教育を受ける外国人学生を含む

外国⼈訪問率 38.6％
（全国第2位）

外国⼈訪問率 33.4％
（全国第3位）※１ ー ※２ 観光庁「訪日外国人消費動向調査」

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 府民や大学・企業等がアジアをはじめ世界の
国々の大学・企業と活発に交流し、多くの府民が世界で活躍し、様々な国の留学生や社会人が頻繁に往来しています。

■交流都市 ナンバー１

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

訪日外国人数（来阪数） 1,231万人 132万人※１ - ※２
JNTO「訪日外客数」、観光庁「訪日
外国人消費動向調査」を基に推計
（※１）

大阪への留学生数※3 26,257人 24,361人 21,783人
日本学生支援機構
「外国人留学生在籍状況調査結果」

関空国際線
外国人旅客数

1,469万人 13万人 14万人
関西エアポート株式会社
「数字で見る関西空港」

国際会議開催件数 300件 23件 [公表時期未定] JNTO「国際会議統計」

※1 R2訪日外国人数（来阪数）については4月以降の「訪日外国人消費動向調査」のデータなし
※2 R3訪日外国人数（来阪数）については「訪日外国人消費動向調査」のデータなし
※3 大阪への留学生数については、日本語教育機関において教育を受ける外国人学生を含む （データ：5月1日時点）

※1 Ｒ２外国人訪問率については、訪日外国人消費動向調査（１月～３月期）の調査結果
（４月～１２月期の調査は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止）

※2 Ｒ３外国人訪問率については、新型コロナウイルス感染症の影響により本項目の調査は中止
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実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

くらすなら大阪と思っている人の割合
（全国） 12.6% 13.4% 8.4%

大阪府「将来ビジョン・大阪
（全国・大阪府）に関する
調査」

安⼼であたたかいくらしの⼤阪になっていると思う府⺠の割合
（府⺠） 32.0％ 33.2％ 28.7％

⼦どもを⼤阪で育ててよかったと思っている府⺠の割合
（府⺠） 61.9％ 63.5％ 59.6％

４．⼦どもからお年寄りまでだれもが安全・安⼼ナンバー１ 大阪

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 分権が進み、福祉や
健康、コミュニティの育成等府民に身近で最適なサービスを市町村が提供し、男女の性別に関わりなく、子どもやお年寄り、
障がい者などだれもが身近な地域で、お互い支えあい、尊重しあいながら、一緒に笑顔で安全・安心にくらしています。

■くらすなら⼤阪︕ 分権先進都市 オンリー１

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

市町村への権限移譲の進捗状況 88.3％ 88.6％ 88.6％ 大阪府調べ

※府が進める特例市並みの市町村への権限移譲事務のうち市町村との協議が整った事務の割合
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実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

医療先進都市といえば⼤阪と思っている⼈の割合
（全国） 7.0% 5.1% 8.3% 大阪府「将来ビジョン・大阪（全国・

大阪府）に関する調査」

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 府民みんなが地域の医療を支えるとの
意識を持って適切な受診を心がけ、救急、妊娠、出産など、安心して必要な医療が受診でき、最先端の医療技術や
新薬によってがんをはじめ成人病等がしっかり治療でき、健康長寿が実現しています。

■医療先進都市 オンリー１

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

医師・歯科医師・薬剤師数
（12月31日時点）

- 61,912人 -
厚生労働省「医師・歯科医
師・薬剤師統計」

病院・一般診療所・歯科診療所数
（10月1日時点）

14,563施設 14,484施設 14,723施設※
厚生労働省「医療施設（動

態）調査」

※R3については令和3年9月末概数
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実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

刑法犯認知件数
8万4,672件

（全国ワースト第２位）
6万8,351件

（全国ワースト第２位）
6万2,690件

（全国ワースト第２位）
警察庁「犯罪統計」

刑法犯少年検挙・補導⼈員
2,556人

(全国第２位)
2,313人

(全国第２位)
1,974人

(全国第２位)
大阪府警察本部「⼤阪の少年
⾮⾏」（人員数） 他

⾃主防災組織率
91.7％

（全国第17位）
91.9％

（全国第18位）
90.6％

（全国第22位）
消防庁「消防防災・震災対策
現況調査」

治安がよいと感じる
府⺠の割合（府⺠） 31.1% 33.4% 29.3% 大阪府「将来ビジョン・大阪（全

国・大阪府）に関する調査」

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 府民・行政・警察が一体となって防犯に
取り組むことで、犯罪が減り、また住宅の耐震化等大規模地震への備えや都市型水害など災害への対応がなされ、
安全で安心してくらせるまちになっています。

■安全・安心 ナンバー１

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

民間住宅耐震改修等補助件数 632件 287件 232件 大阪府調べ
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実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

授業がわかっていると答えた子どもの割合
（国語、算数(数学)の平均）

小学校 84.9％
中学校 76.2％ 中止※ 小学校 85.1％

中学校 77.3％
⽂部科学省
「全国学⼒・学習状況調査」
（⼤阪府公⽴学校の結果）

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 学校だけでなく、地域や家庭が子どもたちの
学びを支えることによって、子どもたちの学習意欲が高まり、社会で必要とされる基礎的・基本的な知識・技能、それを活
用する力の習得やクラブ活動に励んでいます。

■学ぶ⼒ ナンバー１

５．教育・日本一 大阪

参考となる各種指標 R1 R2 R3 出典

小中学校学力
調査結果
（正答率）

小学校
63.4% (全国65.2%)

全国との比較▲1.8ﾎﾟｲﾝﾄ
中止※

66.5% (全国67.5%)
全国との比較▲1.0ﾎﾟｲﾝﾄ 文部科学省

「全国学力・学
習状況調査」

中学校
64.2% (全国66.3%)

全国との比較▲2.1ﾎﾟｲﾝﾄ
中止※

58.8% (全国60.9%)
全国との比較▲2.2ﾎﾟｲﾝﾄ

府立学校における
学校生活満足度

78.6％ 81.1％ 81.9％
大阪府教育庁
「学校教育自
己診断」

※ Ｒ２は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止
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※ Ｒ２は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止



実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

将来の夢や目標を持っている
子どもの割合

小学校 81.2％
中学校 67.4％ 中止※ 小学校 78.5％

中学校 65.7％
⽂部科学省
「全国学⼒・学習状況調査」
（⼤阪府公⽴学校の結果）

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 文化人や
トップアスリート等いろんな仕事についている人とのふれあいを通じて、子どもたち一人ひとりが将来の“夢”を持ち、
その実現をサポートしています。また、子どもたちに忍耐力や社会の一員としての規律・規範意識が身につき、
責任を持って行動できる大人になっています。

■「夢」と「希望」をはぐくむ学校 オンリー１

実現状況を知る項目 R1 R2 R3 出典

⾼校卒業⽣に占める進路の
定まっている人の割合

92.2％（全国第44位）
【H31.3時点】

94.3％（全国第43位）
【R2.3時点】

94.9％（全国第39位）
【R3.3時点】

⽂部科学省
「学校基本調査」

【「将来ビジョン・大阪」で掲げる将来像イメージ】 多様な進路から将来やりたい仕事や夢を
早く見つけ出し、実践的な職業教育を通じて資質や能力を高め、自らの進路の実現に向け頑張ってきた子どもたちが、
学校卒業後、その能力を活かし、大阪で仕事に就き活躍しています。

■職業教育 ナンバー１

※ Ｒ２は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止
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