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１．教育行政の推進体制
◇教育委員会制度

都道府県の教育に関する仕事（大学に関することを除く）は、知事から
独立した行政委員会である教育委員会（大阪府では教育長及び５人の委員
で構成）が行っています。

○教育行政の一元化
平成28年４月に私立学校に関する事務が「知事」から「教育長」に委
任され、新たに「私学課」を設置し、従来の教育委員会事務局と合わせて
「教育庁」として教育行政を一元的に推進しています。
また、教育庁は次のような仕事を行っています。
●学校の教育課程・学習指導・進路指導に関すること
●公立学校、その他の教育機関の設置・管理・廃止に関すること
●教育委員会・学校その他の教育機関の職員の人事に関すること
●社会教育の振興に関すること
●体育・スポーツの振興に関すること
●文化財の保護に関すること
その他、大阪府内の市町村教育委員会に対し、必要な指導助言を行っています。

大阪府教育庁の組織
教育総務企画課 教育行政の企画調整、広報、人事、予算に関すること

人権教育企画課 人権教育の企画・調整に関すること

教
育
振
興
室

高校教育改革課 府立高等学校の改革や魅力づくりに関すること

高 等 学 校 課 高等学校教育の指導・助言・援助に関すること

高校再編整備課 府立高等学校の再編整備に関すること

支 援 教 育 課 障がいのある幼児・児童・生徒の教育の指導・助言・援助に関すること

保 健 体 育 課 体育・競技スポーツ、学校保健・給食に関すること
市
町
村
教
育
室

小 中 学 校 課 小中学校教育の指導・助言・援助、進路支援、児童生徒へのサポートに関すること

地域教育振興課 地域連携、社会教育に関すること

教
職
員
室

教 職 員 企 画 課 教職員の給与制度・勤務条件、教員免許に関すること

教 職 員 人 事 課 教職員の採用・人事・服務に関すること

福 利 課 教職員の福利厚生に関すること

学校総務サービス課 教職員の給与・旅費の支給に関すること

施 設 財 務 課 学校施設の整備・財産管理、府立学校の財務管理、学校事務支援に関すること

文 化 財 保 護 課 文化財の保護、伝統文化の振興に関すること

私　　学　　課 私立学校に関すること
大阪府育英会奨学金制度に関すること  

教
育
次
長

教
育
長

教
育
監

私
学
監

〔教育機関〕
教 育 セ ン タ ー
中 之 島 図 書 館
中 央 図 書 館
エディオンアリーナ大阪
臨 海 ス ポ ー ツ セ ン タ ー
東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム
漕 艇 セ ン タ ー
少 年 自 然 の 家
弥 生 文 化 博 物 館
近 つ 飛 鳥 博 物 館
近 つ 飛 鳥 風 土 記 の 丘
各 府 立 学 校
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大阪府の教育予算（令和４年度当初予算）
令和４年度の教育庁の予算は総額約5,545億円で、大阪府の予算の
約14.7％にあたります。

＜事業予算の例＞
市町村立学校スマートスクール推進事業費 1億8,027万4千円

府立学校スマートスクール推進事業費 4,180万円

大阪市立高等学校一元化関連事業費 36億698万円

知的障がい支援学校新校整備事業費 1億3,620万7千円

いじめ虐待等対応支援体制構築事業費 2億6,386万5千円

ヤングケアラー支援体制強化事業費 7,128万9千円

日本語指導推進事業費 　　3,223万1千円

スクールサポートスタッフ・学習支援員配置事業費 4億1,421万9千円

私立高等学校等生徒授業料支援補助金 153億9,863万1千円

教育庁554,495（14.7％）

教育費
575,430（15.2％）

3,779,801

大阪府
　　一般会計
　　算出総額

20,935
（0.5％）

大学費等

一般財源
（府税等）
413,629
（74.6％）

国庫支出金
117,193
（21.1％）

その他
23,673
（4.3％）

単位　百万円

その他
151,422
（27.3％）

建設事業費
13,327
（2.4％）

文教諸費
110,856（20.0％）

特別支援学校費
52,394（9.5％）

社会教育費
2,917
（0.5％）

教育総務費
58,305
（10.5％）

人件費
389,746
（70.3％）
うち
教職員
382,153
（98.1％）
教育庁職員
7,593
（1.9％）

小学校費
144,982
（26.1％）

中学校費
82,697

（14.9％）

100.124
（18.1％）

高等学校費

保健体育費
2,200
（0.4％）
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統計データ＜大阪府の学校数・生徒等数・教職員数等（令和３年５月１日現在）＞

学校種別 設置者 学校数（注１） 学級数 幼児児童
生徒数

本務
教員数 職員数

幼稚園
国立 1 6 145 9 -

市町村立 215 575 10,767 1,230 136
私立 334 2,673 62,910 4,973 808
計 550 3,254 73,822 6,212 944

幼保
連携型
認定

こども園

国立 - - - - -
市町村立 87 401 12,134 1,803 453
私立 563（41） 2,359 80,098 13,432 2,230
計 650（41） 2,760 92,232 15,235 2,683

小学校
国立 3 54 1,854 81 2

市町村立 974（4） 18,812 414,024 28,319 3,047
私立 17 231 6,555 450 83
計 994（4） 19,097 422,433 28,850 3,132

中学校

国立 3 33 1,187 63 -
府立 1 9 359 19 2

市町村立 452（1） 7,578 198,459 15,632 1,194
私立 61 657 21,605 1,404 183
計 517（1） 8,277 221,610 17,118 1,379

義務教育
学校

公立（前期） 7 196 2,908 371 24公立（後期） 1,320
計 7 196 4,228 371 24

高等
学校

（全日制・
定時制）
（注2）

国立 1 … 1,307 83 -
府立 133（1） … 100,801 7,508 863
市立 24 … 13,761 1,339 247
私立 96 … 91,393 5,369 1,014
計 254（1） … 207,262 14,299 2,124

中等教育
学校

私立（前期） 1 1 33 19 1私立（後期） … 107
計 1 1 140 19 1

特別支援
学校

国立 1 9 56 31 1
府立 46（2） 2,279 9,278 5,177 412
市立 3（1） 93 364 202 6
計 50（3） 2,381 9,698 5,410 419

専修学校
国立 1 … 34 3 -
公立 1 … 58 5 1
私立 220 … 74,439 3,845 1,688
計 222 … 74,531 3,853 1,689

各種学校
国立 - … - - -
公立 - … - - -
私立 38 … 8,386 442 311
計 38 … 8,386 442 311

（注１）（ ）内は分校で内数である。　　　　　　（注2）　通信制課程併置校を含む。
–  ＝ 計数なし
… ＝ 計数出現あり得ない又は調査対象とならなかった
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２．公立学校
◇幼稚園等

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培う場として、幼児を保
育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達
を助長することを目的として設置されています。
大阪府では、幼児教育を一層推進していくための方向性と方策を示した

「幼児教育推進指針」にもとづき、幼稚園・保育所・認定こども園の教育
機能の充実について、市町村の理解と協力を得ながら、推進しています。

◇小学校・中学校（義務教育学校含む）
大阪府は、大阪の子どもたちの「学び」と「はぐくみ」を支えるため、
市町村との連携のもと、子どもたちの学力向上をはじめとした様々な教育
課題に積極的に取り組み、すべての子どもたちが互いに理解しあい、共に
高めあえる学校づくりを進めています。また、平成29年４月には大阪府
立初の併設型中高一貫校が設立されました。

（１）学力向上への取組み
○「少人数・習熟度別指導」「少人数学級編制」等により個に応じた指
導方法の工夫改善を図っています。
○学力向上に取り組む小中学校に対し、取組みの中心となる教員を配置
し、大阪府と市町村が連携した支援を行います。

（２）豊かな人間性をはぐくむ取組み
○「豊かな心をはぐくむ」「責任を持って行動できる大人になるように
育てる」ことを基本に、子どもたちの「夢」や「志」をはぐくむととも
に、自らが責任感や規範意識を高める教育の推進に取り組んでいます。

（３）いじめ、暴力行為、不登校対策
○すべての児童・生徒を対象に自己肯定感・自己有用感を高めることに
より、問題行動や不登校の未然防止に取り組むとともに、児童・生徒
一人ひとりの状況に応じた的確な指導・支援を行うため、関係機関と
の連携や専門家（臨床心理士、社会福祉士や弁護士など）の配置や派
遣などを行って、学校の問題解決機能の充実を図っていきます。
○深刻な（あるいは深刻化する可能性のある）事案については、多職種
の専門家からなる緊急支援チームを派遣し、学校支援を行います。
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（４）府立中学校（併設型中高一貫校）
○府立初の併設型中高一貫校として、平成29年４月から、富田林高等
学校に併設する府立富田林中学校を開校しました。また、令和４年度
に咲くやこの花中学校及び水都国際中学校が大阪市から府に移管され
ました。
○中学校、高等学校の６年間を通して、一貫性や系統性を持たせた教育
を行います。

※令和５年度の入学者選抜の日程
適性検査等 合格者発表
１月21日（土） １月29日（日）

◇高等学校
大阪府の公立高校は、生徒が興味や関心、進路希望等に応じて学習でき
るように、特色ある学校・学科を設置しています。また、平成26年度に
すべての公立高校の通学区域が府内全域となりました。
（以下の校名は、令和４年度入学者選抜で生徒募集を行った学科等で分類
しています。ただし、（　）の学校は、令和４年度入学者選抜で生徒募集
を行っていないため、最後に生徒募集を行った学科等で分類しています。）

（１）全日制の課程
①　普通科

普通科は主として共通教科（国語、数学、外国語、保健体育など）を
学ぶ普通教育を行います。単位制を導入したり、情報、体育、英語など
特色あるコースを設置している学校もあります。

普通科

大阪市 東淀川、旭、桜宮、東、茨田、汎愛、清水谷、夕陽丘、港、
阿倍野、東住吉、平野、阪南

豊　能 池田、渋谷、桜塚、豊島、刀根山、箕面

三　島 春日丘、茨木西、北摂つばさ、吹田、吹田東、北千里、
山田、三島、高槻北、芥川、阿武野、大冠、摂津、島本

北河内 寝屋川、西寝屋川、北かわち皐が丘、枚方、長尾、牧野、香里丘、
枚方津田、いちりつ、守口東、門真西、野崎、緑風冠、交野

中河内 布施、花園、かわち野、みどり清朋、山本、八尾、八尾翠翔、
東大阪市立日新

南河内 大塚、河南、富田林、金剛、懐風館、長野、藤井寺、狭山

堺　市 登美丘、泉陽、金岡、東百舌鳥、堺西、福泉、堺上、美原
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泉　北 泉大津、信太、高石

泉　南 和泉、久米田、佐野、日根野、貝塚南、りんくう翔南、泉鳥取

普通科
（単位制） 市岡、大阪府教育センター附属、槻の木、鳳

※　　は併設型中高一貫校

②　専門学科
専門学科は主として専門科目を学ぶ専門教育を行います。全クラス専
門学科の学校や、専門学科と普通科の両方がある学校もあります。専門
分野に関する基礎知識を学び、資格取得をめざす学習や探究的な学習を
行います。

農業に関する学科 園芸、農芸

工業に関する学科
東淀工業、淀川工科、都島工業、西野田工科、泉尾工業、
生野工業、今宮工科、工芸、茨木工科、城東工科、布施工科、
藤井寺工科、堺工科、佐野工科、堺市立堺、岸和田市立産業

商業に関する学科 淀商業、鶴見商業、住吉商業、堺市立堺、東大阪市立日新、
岸和田市立産業

グローバルビジネス科 大阪ビジネスフロンティア

食物文化科、演劇科 咲くやこの花

福祉ボランティア科 淀商業

理数科 東、いちりつ

総合科学科 住吉、千里、泉北

サイエンス創造科 堺市立堺

総合造形科 港南造形

美術科 工芸

音楽科 夕陽丘

体育に関する学科 桜宮、汎愛、摂津、大塚

英語科 東、いちりつ、東大阪市立日新

国際文化科 旭、枚方、花園、長野、佐野、住吉、千里、泉北

グローバル科 箕面、和泉

グローバル探究科 水都国際
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英語探究科 （南）

芸能文化科 東住吉

文理学科 北野、大手前、高津、天王寺、豊中、茨木、四條畷、生野、
三国丘、岸和田

教育情報科 （西）

教育文理学科 桜和

※　　は併設型中高一貫校

③　総合学科
総合学科では、共通教科と多くの専門教科から、自らの興味・関心や
進路希望に応じて科目を選択し学びます。専門性によって、関連する科
目ごとに「系列」を設けており、複数の「系列」から科目を選択して学
習することができます。「系列」の具体例として、「国際」「文化」「理数」
「福祉」「スポーツ」などがあります。
エンパワメントスクールは、社会人として必要な「基礎学力」「考え
る力」「生き抜く力」をすべての生徒が身に付けることをめざしています。
30分授業や習熟度別授業でつまずいたところを学び直すとともに、グ
ループ学習や参加体験学習で、コミュニケーション力や互いを思いやる
気持ちなど、人間関係力を育成します。
クリエイティブスクールは、学ぶ時間帯が選べ、魅力ある多様な選択
科目がある学校です。

総合学科
豊中高校能勢分校、柴島、（扇町総合）、咲くやこの花、
大正白稜、今宮、千里青雲、福井、枚方なぎさ、芦間、
門真なみはや、枚岡樟風、八尾北、松原、堺東、成美、伯太、貝塚

総合学科
（エンパワメントスクール）

淀川清流、成城、西成、長吉、箕面東、布施北、和泉総合、
岬

総合学科
（クリエイティブスクール） 東住吉総合

※　　は併設型中高一貫校

（２）昼夜間単位制
昼間から夜間まで、各自が学習内容を選び、卒業をめざすことができます。

普通科・ビジネス科 中央
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（３）定時制の課程
夜間に授業を行い、４年で卒業します。科目の選択によっては、３年で
卒業できる制度を設けています。

普通科 大手前、桃谷、桜塚、春日丘、寝屋川、布施、三国丘、
（都島第二工業）

工業に関する学科 （都島第二工業）、（第二工芸）、堺市立堺

商業に関する学科 堺市立堺、岸和田市立産業

総合学科 都島工業、西野田工科、今宮工科、工芸、茨木工科、
藤井寺工科、堺工科、佐野工科、成城、和泉総合

（４）多部制単位制Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ部（クリエイティブスクール）、通信制の課程
多部制単位制のⅠ部は午前４時間の授業を、Ⅱ部は午後４時間の授業を
行い、３年または４年間で卒業します。
多部制単位制のⅢ部は、単位制の夜間定時制高校です。Ⅰ部・Ⅱ部や通信
制の課程の授業を併修することにより、３年で卒業できる制度を設けています。
通信制の課程では、週２～３回登校して受けるスクーリング（面接指導）
やレポートの添削指導を受けながら学習します。

普通科

Ⅰ・Ⅱ部 大阪わかば、（桃谷）

Ⅲ部 （桃谷）

通信制の課程 桃谷

転居等により府立高等学校への転入学を希望される方は、希望する高等学校
又は大阪府教育庁教育振興室高等学校課学事グループまでお問合せください。

令和５年度の主な入学者選抜の日程
主な選抜の種類 学力検査 合格者発表

特別入学者選抜等 ２月20日（月） ３月１日（水）
一 般 入 学 者 選 抜 ３月10日（金） ３月20日（月）

（５）授業料等
課 程 入学検定料 入 学 料 授 業 料
全 日 制 2,200円 5,650円 118,800円（月額9,900円）
定 時 制 950円 2,100円 32,400円（月額2,700円）
通 信 制 800円 500円 １単位あたり年額330円
※学校諸費等は、学校・課程等で異なります。

－ 8－



（６）高等学校等就学支援金
就学支援金は、親権者（保護者等）の課税標準額×６％－市町村民税の
調整控除の額（政令指定都市に市民税を納税している場合は調整控除の額
に３/４を乗じた額）が304,200円未満の生徒の授業料を、国が生徒に
代わって負担する制度です。保護者等に現金が支給されるものではありま
せん。また、返済の必要はありません。なお、就学支援金制度の対象は授
業料のみです。

（７）高等学校等奨学のための給付金
府内に在住する低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費の経済
的負担を軽減するために、奨学のための給付金を支給します。（返済の必
要はありません。）

【給付内容】

対象生徒の区分 給付金額
（令和４年度）

生活保護（生業扶助）受給世帯に扶養されている生徒 32,300円

申請年度の
道府県民税
所得割額
及び

市町村民税
所得割額
非課税世帯

全日制又は定時制に在学する生徒 114,100円

全日制又は定時制の生徒で、生徒と同じ世
帯に扶養されている兄弟姉妹が a・bのい
ずれかに該当する場合
ａ 兄又は姉が高校等に在学する場合
ｂ �15歳以上23歳未満で、中学校や高校等
（全日制・定時制）に在学していない場
合（働いていないこと）

143,700円

通信制に在学する生徒 50,500円

◇障がいのある幼児児童生徒の教育
大阪府では「ともに学び、ともに育つ」を基本として、障がいのある幼
児児童生徒に対して、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
支援学校などで、一人ひとりの障がいの状況に応じた教育を行っています。

障がいのある幼児児童生徒の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、
支援学校（小・中学部）への就園・就学については、お住まいの市町村の
教育委員会にご相談ください。
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（１）小・中・義務教育学校の支援学級・通級指導教室
小・中・義務教育学校では、弱視、難聴、知的障がい、肢体不自由、病
弱・身体虚弱、自閉症・情緒障がいの６種別の支援学級を設置し、一人ひ
とりの障がいの状況に応じた教育を行っています。令和３年度は、小学校
963校、中学校446校、義務教育学校７校、計1,416校に支援学級が設
置されています。
また、小・中・義務教育学校の通常の学級に在籍する障がいのある児
童生徒が、大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について、
障がいの特性に応じた特別の指導を特別な場で受けることができる通級指
導教室もあります。

小・中・義務教育学校の支援学級設置数（障がい種別）（令和３年５月１日現在）
弱視 難聴 知　的

障がい
肢　体
不自由

病　弱・
身体虚弱

自閉症・
情緒障がい

計
（学級）

小学校・
義務教育学校前期課程 61 103 1,899 410 474 2,504 5,451

中学校・
義務教育学校後期課程 28 52 789 155 220 904 2,148

計 89 155 2,688 565 694 3,408 7,599
通級指導教室数　小学校・義務教育学校前期課程294、中学校・義務教育学校後期課程96　計390教室

（２）支援学校
視覚障がい、聴覚障がい、知的障がい、肢体不自由、病弱の５つの障が
い種別の支援学校を設置し、幼児児童生徒一人ひとりの障がいの状況に応
じた教育を行っています。肢体不自由支援学校及び病弱支援学校において
は、通学して教育を受けることが困難な児童生徒に対して訪問教育も行っ
ています。
令和２年９月からは、通学中に医療的ケアが必要なため、通学が困難な児
童生徒の学習機会を保障することを目的に、介護タクシー等に看護師等が
同乗し児童生徒の医療的ケアを実施することにより通学を支援しています。
また、職業学科を設置する知的障がい高等支援学校においては、知的障
がいのある生徒が就労を通じて自立することを支援するため、生徒の障が
いの状況や希望等に基づいて職業に関する実習を行い、知識と技術を身に
つけ働く意欲を培います。なお、この学校は、府内に５校あり、入学者選
抜を実施しています。
支援学校のセンター的機能を担うリーディングスタッフが、市町村教育
委員会や保健・福祉・医療等の関係機関と連携し、小学校・中学校・高等
学校等の支援教育に関するニーズに応じた支援をしています。
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大阪の支援学校一覧（国立・市立以外はすべて府立）
令和４年４月１日現在

種別 学校名 設置部 学校名 設置部
視覚障がい 大阪南視覚支援学校 幼小中高 大阪北視覚支援学校 幼小中高

聴覚障がい 生野聴覚支援学校 幼小中 だいせん聴覚高等支援学校 高
堺聴覚支援学校 幼小中 中央聴覚支援学校 幼小中高

知的障がい

高槻支援学校 小中高 住之江支援学校 小中高
八尾支援学校 小中高 東淀川支援学校 小中高
富田林支援学校 小中高 東住吉支援学校 小中高＊
佐野支援学校 小中高 たまがわ高等支援学校 高◎
豊中支援学校 小中高 とりかい高等支援学校 高◎
寝屋川支援学校 小中高 すながわ高等支援学校 高◎
和泉支援学校 小中高 むらの高等支援学校 高◎
守口支援学校 小中高 なにわ高等支援学校 高◎
吹田支援学校 小中高 堺支援学校 高※
泉北高等支援学校 高 茨木支援学校 高※
摂津支援学校 小中高 東大阪支援学校 高※
泉南支援学校 小中高 交野支援学校　四條畷校 中高
枚方支援学校 小中高 箕面支援学校 高※
西浦支援学校 小中高 大阪教育大学附属

特別支援学校（国立）
小中高

思斉支援学校 小中高
難波支援学校 小中高 堺市立百舌鳥支援学校 小中
生野支援学校 小中高 堺市立上神谷支援学校 小中

肢体不自由

堺支援学校 小中高 箕面支援学校 小中高
堺支援学校 大手前分校 小中 中津支援学校 小中高
茨木支援学校 小中高 光陽支援学校 小中高
東大阪支援学校 小中高 西淀川支援学校 小中高
岸和田支援学校 小中高 平野支援学校 小中高
藤井寺支援学校 小中高 東住吉支援学校 小中高
交野支援学校 小中高 堺市立百舌鳥支援学校分校 小中

病弱 刀根山支援学校 小中高 光陽支援学校 小中★
羽曳野支援学校 小中

*は、知的障がい支援学校と肢体不自由支援学校を併設する支援学校
◎は、入学者選抜を実施する職業学科設置の知的障がい高等支援学校
※は、肢体不自由支援学校高等部に設置した知的障がい生徒を対象とする生活課程
★は、肢体不自由支援学校に設置した病弱の児童生徒を対象とする病弱教育の課程
（注）�支援学校（幼稚部）への入学については大阪府教育庁へ、支援学校（高等部）への

入学については、大阪府教育庁、市町村教育委員会、在籍する中学校等にお問い
合わせください。国立の特別支援学校については、当該校にお問い合わせください。
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（３）高等学校における「ともに学び、ともに育つ」教育
障がいのある生徒の公立高等学校への就学については、入学者選抜にお
いて受験上の様々な配慮をしており、現在、府立高等学校には、障がい等
により修学上配慮を要する生徒が約3,300人（令和３年度）在籍してい
ます。
また、府立高等学校に「知的障がい生徒自立支援コース」を設置すると
ともに、職業学科を設置する知的障がい高等支援学校（本校）の「共生推
進教室」を設置しています。
知的障がい生徒自立支援コース
高等学校のカリキュラムや授業内容を工夫し、知的障がいのある生徒
が、いきいきと学び、障がいのあるなしに関わらず、ともに高校生活を送
り交友を深めています。

設置校
桜宮高等学校、阿武野高等学校、八尾翠翔高等学校、園芸高等学校、
東淀工業高等学校、柴島高等学校、西成高等学校、枚方なぎさ高等学校、
松原高等学校、堺東高等学校、貝塚高等学校

共生推進教室
職業学科を設置する知的障がい高等支援学校の共生推進教室を府立高校
に設置し、両校の連携協力のもと、就労支援の充実を図るとともに、高等
支援学校の生徒が、高等学校の生徒とともに学び、交友を深めています。

設置校 本校
金剛高等学校、枚岡樟風高等学校 たまがわ高等支援学校
北摂つばさ高等学校、千里青雲高等学校 とりかい高等支援学校
信太高等学校、久米田高等学校 すながわ高等支援学校
緑風冠高等学校、芦間高等学校 むらの高等支援学校
東住吉高等学校、今宮高等学校 なにわ高等支援学校

（４）府立高等学校における通級による指導
通級指導教室を設置する府立高等学校では、発達障がいやその特性の
ある生徒が大部分の授業を通常の学級で受けながら、一部の授業について、
障がいの特性に応じた特別の指導を特別な場で受けることができます。

設置校
教育センター附属高等学校、野崎高等学校、布施高等学校（全日制）、
富田林高等学校、大手前高等学校（全日制）、柴島高等学校、箕面東
高等学校、松原高等学校、和泉総合高等学校（全日制）、岬高等学校
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３．私立学校
私立学校は、府内の幼児・児童・生徒のうち、令和３年５月１日現在、幼
稚園では85.2％、小学校では1.6％、中学校では9.7％、全日制高校では
44.7％が就学園しており、公立学校とともに大阪の公教育の一翼を担う大
きな役割を果たしています。
各私立学校では、建学の精神に基づき府民の教育ニーズに応えた特色ある
教育を行っており、大阪府は、その振興を図っています。

（１）私立幼稚園等
急速な少子化の進行や幼児期の教育及び保育の重要性を踏まえ、総合的
な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽
減を図るため、令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が始まりま
した。大阪府は、保育料減免等に対する必要な支援を行うなど、幼児教育
の振興を図っています。
また、私立幼稚園に対する経常費助成等を通じて教育や子育て支援の充
実に向け支援するとともに、子ども・子育て支援新制度への移行を希望す
る私立幼稚園が円滑に移行できるよう必要なサポートを行っています。

（２）私立小学校・中学校等
私立小学校・中学校では、義務教育機関として、児童・生徒に多様で幅
広い学習の機会を提供するとともに特色ある教育を行っています。
大阪府では、経常費助成等を通じて、教育条件の維持向上及び在学する
児童・生徒の修学上の経済的な負担軽減を図るとともに、「大阪府私立高
等学校等授業料減免事業補助制度」により、失業や傷病等に伴い、経済事
情が急変した家庭の児童・生徒が、経済的な理由から修学を断念すること
のないよう支援を行います。

（３）私立高等学校等
大阪府では、中学校卒業時の進路選択段階で公私立を問わず自らの希望
や能力に応じて自由に学校選択できる機会を保障するため、国の高等学校
等就学支援金とあわせて「大阪府私立高等学校等授業料支援補助金」を交
付することにより、私立高校等の授業料が無償又は一部負担となるよう支
援しています。
また、経常費助成等により各学校の特色ある教育の実施を支援していま
す。
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○私立高校生等授業料無償化制度
（学校の授業料等が60万円の場合の保護者負担額）

年収めやす※ 子ども一人世帯 子ども二人世帯 子ども三人以上世帯
590万円未満 無償 無償

無償
800万円未満 200,000円 100,000円
910万円未満 481,200円 300,000円 100,000円

※１　�保護者のうち一方が働き、子ども２人（高校生（16歳以上19歳未満）１人、
16歳未満１人）がいる４人世帯の場合

　　　（令和元年度から、子ども２人以上の多子世帯への支援を拡充しています。）

（４）私立専修学校・各種学校
専修学校は、「職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養
の向上を図る」ことを目的とし、実践的な職業教育、専門的な技術教育を
行う教育機関として、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成していま
す。
各種学校では、看護、介護福祉、調理、自動車運転、珠算、日本語、予備校、
外国人学校などの分野において学校教育に類する教育を行っています。
大阪府では、専修学校の高等課程に対して、教育条件の維持向上や、在
学している生徒の負担軽減を図るため、経常費助成や授業料支援等を行っ
ています。
また、しっかりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状
況に関わらず、進学できるチャンスを確保できるよう、高等教育の修学支
援新制度により授業料等の減免を行う専修学校の専門課程に対し支援を行
うなど、職業教育の振興を図っています。
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４．健康・体力づくり
体力は、人間の活動の源であり、健康の維持のほか、学力をはじめとした
子どもの意欲や気力の充実に大きくかかわる基本的な要素です。子どもの運
動機会減少と、体力低下という状況を改善していけるよう、小学校対象の各
種大会の開催や体育の授業を充実させるための研修を行うなど、学校、家庭、
地域が一体となって子どもたちの体力づくりを進めています。
府民がスポーツに親しむとともに健康増進にも役立つよう、府立スポーツ
施設を設置するとともに、「府総合体育大会」「府民体育大会」などを開催し
ています。府立学校やほとんどの公立小・中学校で、休日に運動場等の体育
施設を府民の方に開放しています。
また、学校における感染症予防啓発や薬物乱用防止など子どもの健康のた
めの指導を行うとともに、家庭の協力を得て子どもたちの食生活などの基本
的な生活習慣の定着をすすめるなど学校における食育を推進し、生涯にわた
る心身の健康の保持増進のための基礎を培います。
休日の学校の運動場等体育施設の利用については、学校の所在地の市町村
学校開放担当課にお問い合せください。

府立スポーツ施設
施設名・所在地・電話 概　　要

エディオンアリーナ大阪
（体育会館）
大阪市浪速区　06-6631-0121

「スポーツとにぎわいの殿堂」として国際的・
全国的規模の各種の競技会をはじめ、展示会や
物産展などの興業に利用できます。

臨海スポーツセンター
高石市　072-268-8351

スケートリンクの通年営業をはじめ、各種室内
競技の練習に利用できます。

東和薬品ＲＡＣＴＡＢドーム
（門真スポーツセンター）
門真市　072-881-3715

プール・フロア・スケートリンクに転換可能な
メインアリーナを持ち、国際的・全国的規模の
各種の競技会を開催できます。

漕艇センター
高石市　072-268-3100

漕艇のＢ級1,000m及びＣ級2,000ｍ公認コー
スを有し、練習・競技会に利用できます。
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５．社会教育・地域との連携
大阪府では、家庭や地域・社会の教育力向上をめざし、地域と学校との連
携・協働、家庭教育、社会教育を振興しています。
地域と学校がパートナーとして共に子どもたちを育て、社会総がかりでの
教育を実現し、地域の活性化を図ることができるよう、また、家庭教育の自
主性を尊重しつつ、保護者に対する学習機会や情報の提供などができるよう、
市町村の取組みを支援しています。
あわせて、図書館などの社会教育施設を設置・運営することで府民の学習
活動や体験活動に役立てるとともに、地域のボランティアやＰＴＡなどを対
象にした研修を実施し、地域での自主的な取組みを促しています。また、子
どもの健やかな成長をめざし、子どもの読書活動を推進するよう取り組んで
います。

府立図書館・自然の家
施設名・所在地・電話 概　　要

中之島図書館
大阪市北区
06-6203-0474

重要文化財に指定された建物で、大阪に関する
資料や古典籍、ビジネス支援資料を重点的に収
集し、提供しているほか、文化事業や多目的ス
ペースの貸出等を行っています。

蔵書数　 約64万点

中央図書館
東大阪市
06-6745-0170

府域の図書館ネットワークの核となる図書館と
して、広域的かつ総合的な視点から資料を収集
し、提供しています。また、国際児童文学館の
運営や視覚障がい者への対面朗読サービス等を
実施しています。館内には団体向け研修用のＤ
ＶＤ等を提供する視聴覚ライブラリーや、384
席のホール、会議室もあります。

蔵書数　約291万点

少年自然の家
貝塚市
072-478-8331

キャンプ場や野外炊飯場・バーベキュー場など、
自然の中での集団生活、野外活動を体験できる
施設です。（小グループから400人までの団体
で利用可）
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６．人権尊重の教育
すべての人が固有の尊厳を有し、基本的人権を享有することは、人類普遍
の原理です。私たち一人ひとりが命の尊さや人間の尊厳を認識し、すべての
人の人権が尊重される豊かな社会は、各々が自ら考え、行動する、たゆまな
い努力によって実現されるものです。
大阪府では、女性、子ども、障がい者、同和問題（部落差別）、外国人、
性的マイノリティに係る人権問題など、様々な人権課題に関する教育を推進
しています。また、自他の人権を大切にするとともに、社会の一員としての
責任を自覚し、積極的に社会に参画する意識・態度や文化・習慣等の違いを
尊重する精神を育みます。

※大阪人権博物館（リバティおおさか）
自他を尊重し、豊かな人権感覚を育むための調査研究を行い、関係資料
や文化財を収集・保存、展示公開する施設。移転準備のため休館中。（令
和４年３月現在）。 ＨＰアドレス　http://www.liberty.or.jp/

７．文化財の保護
大阪府には、国指定有形文化財683件（国宝62件、重要文化財621件）、
国登録文化財792件、府指定等文化財495件など、文化遺産が数多く残され
ています。建造物、美術工芸品（有形文化財）の修理・修復、伝統芸能や保
存技術等（無形文化財）の保存・継承、史跡の整備・公開、名勝や天然記念
物の整備・保存に取り組み、また埋蔵文化財については発掘調査を行い、府
立博物館を中心に公開しています。

府立文化財公開施設
施設名・所在地・電話 概　　要

弥生文化博物館（和泉市）
0725-46-2162

日本文化の源流である弥生文化に関する専門博
物館です。

近つ飛鳥博物館（河南町）
0721-93-8321

「わが国の古代国家の成り立ちと国際交流をさ
ぐる」をテーマとする古墳時代から飛鳥時代の
専門博物館です。

近つ飛鳥風土記の丘
（河南町・太子町）

わが国の代表的な群集墳である一須賀古墳群を
保存した史跡公園です。

（学校とも積極的に連携し、出前授業や校外学習を実施しています。）
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教育相談
いじめや不登校など教育に関する様々な問題について、電話などにより、
子どもや保護者、教職員のみなさんからの相談に応じています。

種類 電話番号 開設日時

すこやか教育相談24 0120-0-78310 24時間対応
（IP 電話はつながりません）

すこやかホットライン
（大阪府教育センター） 06-6607-7361

月～金曜日（祝日・休日除く）
午前９時30分～午後５時30分

子ども家庭相談室 06-4394-8754 月・火・木曜日（祝日・休日除く）
午前10時～午後８時

メール相談　sukoyaka@edu.osaka-c.ed.jp
ＦＡＸ相談　06-6607-9826
面接相談　予約が必要です。
（面接相談は学校を通してお申し込みください。）
ＬＩＮＥ相談　�各学校に配付しているポスター・カードに掲載している「QR

コード」からアカウントを登録してください。
（子ども対象　毎週月曜日17～21時）

大阪教育ゆめ基金
～　みんなで 伸ばそう 子どもたちの�力！ ～
大阪府では、子どもたちの教育を充実させるために
皆さまに寄附をお願いしています。いただいた寄附金
は子どもたちの学力を向上させる取組みや子どもたち
の豊かな心をはぐくむための取組みなどに活用します。
※�ふるさと納税制度（寄附金税額控除）の適用を
受けることができます。
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メール相談は
こちらから⇒

詳しくは「大阪教育ゆめ基金」
ホームページをご覧ください⇒



「こころの再生」府民運動では、あいさつ運動に
 取り組む府内全ての学校をサポートしています。
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