
 

 

平成２４年６月２０日 

大阪経済記者クラブ会員各位 
 
 

第４回「なにわなんでも大阪検定」受験申込者数ならびに 

 

公開試験当日の取材要領について 

 

 
 
 

 

  
○ 大阪商工会議所が平成２４年７月１日（日）に実施する第４回「なにわなんでも大阪検定」

（以下「大阪検定」）の受験申込者数は３,１５７人となった
 

。 

 受験申込者数：   ３,１５７人（３,５１４人、１０．２％減） 
１級   ３１１人（  ３８９人、２０.３％減） 
２級   ９６５人（１,１７１人、１７.６％減） 
３級 １,８８１人（１,９５４人、 ３.７％減） 

※(  )内は第３回の受験申込人数と前回比増減 
 

○ 団体受験割引制度
２３件１,３９２人（前回２２件１,３０４人）。

（企業・法人・グループ等１０人以上の団体申込者）の利用団体は 
受験申込者数ベースで前回より６．７％増加

した

【団体受験割引制度の主な利用団体(５０人以上)】 
。 

●大阪市信用金庫(３３１人)       ●大阪信用金庫(２１２人) 
●関西アーバン銀行(２６７人)     ●大同生命保険(７９人) 

 

○ 公開試験当日の取材は、大阪府立大学会場でのみ受け付けており、事前申し込み（締め切
り：６月２９日（金））が必要。大阪検定企画会議座長の橋爪紳也・大阪府立大学客員研究員

制度担当教授、受験者代表として３級を受験するミスキャンパス２０１１関大・山崎千裕さんの

取材も可能。取材要領は「資料２」ご参照。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

以 上 
＜添付資料＞  
資料１：第４回「なにわなんでも大阪検定」受験申込状況について 
資料２：第４回「なにわなんでも大阪検定」公開試験当日の取材要領について 
資料３：大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス 試験会場等地図 
資料４：受験要項・申込書(http://www.osaka-kentei.jp/shiken/index.html) 

【お問合先】 ○大阪商工会議所 地域振興部（中野、笹本、山元） 
☎ ０６-６９４４-６３２３  

○なにわなんでも大阪検定事務センター 
☎ ０６－６４５２－７７２８ 

※紙面等にてご紹介いただく場合は大阪検定事務センターの電話番号のご掲載をお

願いいたします。 

 

 

記者配布資料 

実施概要 
期  日 ：平成２４年７月１日（日） 

会  場 ：○大阪府立大学中百舌鳥キャンパス(１，２，３級) 

○常翔学園大阪工業大学大宮キャンパス(２，３級) 

試験時間 ：３級／１１：００～（制限時間 ９０分） 

２級／１４：３０～（制限時間 ９０分） 

１級／１１：００～（制限時間 ９０分） 

 

http://www.osaka-kentei.jp/shiken/index.html�


1 
 

平成２４年６月２０日 

 

 
第４回「なにわなんでも大阪検定」の受験申込状況について 

 

●第４回大阪検定受験申込者数 

 
第４回受験申込者数 第３回からの増減 

３級 １,８８２人 －７２人  (3.7％減) 

２級 ９６５人 －２０６人 (17.6％減) 

１級 ３１０人 －７９人 (20.3％減) 

計 ３,１５７人 －３５７人 （10.2％減） 

 

●第４回大阪検定団体受験申込状況  ※（   ）は前回 

 
団体件数(件) 申込者数(人) 

企業法人等割引 ２３ （２２） １,３９２ （1,３０４） 

学生団体割引 ０  （２） ０   （１２） 

ファミリー割引 １１ （３１） ２４   （６２） 

合計 ３４ （５５) １,４１６ （１,３７８） 

 

受験校地別 

大阪府立大学      １，９７７人  

常翔学園大阪工業大学    ７２１人 

特別試験会場制度利用    ４５９人 

※大阪府立大学については、１級受験者および団体受験者の計１，２６５人を含む 

 

≪特別試験会場制度利用団体一覧（６法人）≫     （★は新規利用団体） 

★ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪   ２６人 

★株式会社関西アーバン銀行     ２６７人 

株式会社サクラクレパス       ２０人 

摂津水都信用金庫 城東ブロック   ４６人 

大同生命保険株式会社        ７８人 

★丸紅株式会社            ２１人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料１ 
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23 団体、1392 人からの申し込み。受験申込者数ベースで前回（22団体、1304 人）より受験者

数6.7％増加 

企業・団体名 人数 企業・団体名 人数 

株式会社アシスト 29 
株式会社セントラル・ホテルズ 

（ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪） 
26 

大阪市信用金庫 331 相互タクシー株式会社 27 

大阪市 11 大同生命保険株式会社 79 

大阪信用金庫 212 日本政策金融公庫 堺支店 11 

大阪府 － 株式会社阪急阪神ホテルズ 24 

株式会社関西アーバン銀行 267 阪和興業株式会社 13 

関西ハイタク事業協同組合 21 富士電機ＩＴソリューション株式会社 20 

京阪電気鉄道株式会社 45 ホテルニューオータニ大阪 13 

株式会社サクラクレパス 23 丸紅株式会社 22 

株式会社ＪＴＢ西日本 大阪中央支店 25 三菱ＵＦＪリース株式会社 15 

資生堂販売株式会社 近畿支社 10 ＜非公表 ＞ － 

摂津水都信用金庫 城東ブロック 46 
 

 

 

●過去の受験データ 

    ３級 ２級 １級 計 

第４回 

申込者数 １,８８１人 ９６５人 ３１１人 ３,１５７人 

受験者数 － － － － 

合格者数 － － － － 

合格率 － － － － 

第３回 

申込者数 １,９５４人 １,１７１人 ３８９人 ３,５１４人 

受験者数 １,７４９人 １,０３８人 ３６７人 ３,１５４人 

合格者数 １,１２８人 1７０人 ２５人 １,３２３人 

合格率 64.5% 16.4% 6.8% 41.9% 

第２回 

申込者数 １,９５９人 １,４６３人 ５９０人 ４,０１２人 

受験者数 １,７７４人 １,３１９人 ５５１人 ３,６４４人 

合格者数 1,０１０人 ２２７人 １０人 １,２４７人 

合格率 56.9% 17.2% 1.8% 34.2% 

第１回 

申込者数 ４,３７３人 ２,０３７人 - ６,４１０人 

受験者数 ３,９６４人 １,８５８人 - ５,８２２人 

合格者数 ３,８７７人 １,３２７人 － ５,２０４人 

合格率 97.8% 71.4% － 89.4% 

 

                                      以 上 

home
テキストボックス
団体受験申込企業・団体
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平成 24年 6月 20日 

 

第４回「なにわなんでも大阪検定」 

公開試験当日の取材方法について 

 

大阪商工会議所が実施する第４回「なにわなんでも大阪検定」の当日の取材方法につ

きまして、下記のとおりご案内申し上げます。当日は受験者代表として、ミスキャン

パス 2011関大・山崎千裕さんが受験するほか、受験者の応援に「たきのみちゆずる」、

「ちん電くん」、２体のゆるキャラが登場します。また、大阪検定企画会議座長で、新

設された大阪府立大学客員研究員制度（大阪検定１級合格者のうち希望者は同研究員

に推薦）の担当教授となる橋爪紳也教授も会場にお越しいただく予定です。 

 
記 

 
■取材会場：大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス (資料３参照) 

（〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1-1） 

■報道関係者受付時間･場所：１０：００～１６：３０、場所はＢ３棟３Ｆ306教室 

■取材可能時間･場所：１０：００～１６：３０、場所は下表のとおり 

 
時 間 

Ｂ３棟 
周囲 １Ｆ 204 教室 

３級試験 

116 教室 
１級試験 

１０：００～１０：５５ ○ ○ × × 
１０：５５～１１：１０頃 ○ × ○ ○ 
１１：１０頃～ 

１・３級試験終了（１２：４５頃） 
○ × × × 

１・３級試験終了（１２：４５頃）～

１３：００ 
○ ○ × × 

１３：００～１４：００ ○ ○ × × 
１４：００～１６：３０ ○ × × × 

※試験会場（教室）内の取材は、Ｂ３棟の指定教室（３級は 204 教室、１級は 116 教室）で 
 お願いします。 

 
 

■注意事項： 
 
【取材申込】 

○取材申込用紙にて６月２９日（金）１７：００まで

 

にお申し込みをお願いいたし

ます。 

【受付】 
○まず、総合受付(Ｂ３棟 ３Ｆ 306教室)で受付

○受験会場に駐車場はございません。周辺道路への駐車も近隣住民のご迷惑となり

ますのでご遠慮いただきますようお願いいたします。 

をお済ませください。 

 

 

 

資料２ 
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【取材全般】 

○取材中は、自社腕章の着用をお願いします。 
○取材中は、試験の妨げにならないよう騒音防止に努めてください。 
○受験者への取材については、ご本人が了解された場合のみ、取材可能場所で行っ

ていただきますようお願いいたします。 
 

【試験会場内での取材】 

○試験会場内での取材は、試験に関する注意事項説明時間（１０：５５ ～     

１１：１０頃まで）となります。 

○取材可能な教室は、Ｂ３棟 204教室（３級試験会場）、116教室（１級試験会場）

です。各教室には、１０：５５にご案内します。 

○各教室での取材は指定範囲内からお願いします。 

○教室内では、撮影用三脚のご使用はお控えください。 
○教室内取材の終了時刻（試験開始時刻前）になりましたら担当者よりご案内いた

しますので速やかにご退出下さい。 

 

【報道関係者控え室】 

○報道関係者控室は１０：００から１６：３０まで使用可能です。 
○貴重品等の管理は各自でお願いいたします。 
 

【橋爪・大阪検定企画会議座長への取材】 

○当日、橋爪紳也・大阪検定企画会議座長への取材を希望される場合は、受付で担

当にお申し付けください。 
 

【受験者代表／山崎千裕・ミスキャンパス関大(関西大学文学部４回生)】 
○当日、山崎千裕さん(ミスキャンパス関大)への取材を希望される場合は、受付で

担当にお申し付けください。１１：００～１２：３０まで、204教室で３級を受

験されます。取材は試験終了後にお願いたします。 
 

【試験問題・解答速報の配布】 

○試験問題・解答速報を希望される場合は、１・３級については、試験終了の   

１２：３０以降、２級については１６：１５以降に、お名刺と引き換えに１社に

つき１部を試験運営本部にて配布いたします。後日の郵送も承ります。貴社紙

面・番組内で試験問題をご紹介いただく場合は、事前にご連絡ください。なお、

受験者向けには、正答を８月１０日（金）以降にホームページ上で公開予定です。 

 

以 上 

 

 

＜本件担当＞大阪商工会議所 地域振興部 中野、笹本、山元 

       TEL:06-6944-6323  E-mail：ke-sasamoto@osaka.cci.or.jp 

           当日の緊急連絡先：090-3030-2216 

 



資料２－２ 

 

６月２９日(金)後５時申込締切【大阪商工会議所地域振興部 笹本行 【ＦＡＸ：０６－６９４４－６３３０】 

 

 

「なにわなんでも大阪検定」取材申込票 

 

貴社名：                   

役職名：                   

ご氏名：                   

ＴＥＬ：                   

e-mail：                   

ＦＡＸ：                   

種 別： スチールカメラ ／ ＴＶカメラ   

 

補助者人数：          人      
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本取材申込票に記載いただきました個人情報は、「なにわなんでも大阪検定」に関

するご連絡以外には一切使用いたしません。 
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大阪府立大学　Ｂ３棟　２階２０４教室の取材可能エリア

教壇
取材可能 取材可能 

移動可、撮影不可 
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資料３

教壇

大阪府立大学　Ｂ３棟　１階１１６教室の取材可能エリア

取材可能 取材可能 
移動可、撮影不可 

教室内取材の注意事項 
 

※Ｂ３棟２階２０４教室の出入り口は教室前方右手、１階１１６教室は教室前方左手で

す。 
※取材中は、自社腕章の着用をお願いします。 
※教室内では、撮影用三脚のご使用はお控えください。 
※取材中は、試験の妨げにならないよう騒音防止に努めてください。 
※受験者への取材については、ご本人が了解された場合のみ、教室 
  外で行っていただきますようお願いいたします。 
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