
 

 

平成２５年６月２１日 

大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時資料提供：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ、堺市政記者クラブ） 
 
 

第５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 

～受験申込者数は、前回なみの３,１４０人。１級、３級は受験申込者増！～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 大阪商工会議所が平成２５年６月３０日（日）に実施する第５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３,１４０人となった。前回と比べ、全体では微減したものの、

１級、３級の受験申込者は増加した。受験申込状況は「資料１」参照。 
【受験申込者数】：   ３,１４０人（３,１５７人、  △０．５％） 

１級   ３１５人（  ３１１人、   １．３％） 

２級   ８６５人（  ９６５人、△１０．４％） 

３級 １,９６０人（１,８８１人、  ４．２％） 

※(  )内は前回の受験申込者数と増加率 
 

○ 団体受験割引制度（企業・団体・グループ等１０人以上の団体申込者）の利用団体は 

３１件１，６１６人（前回２３件１,３９２人）。本制度の利用による受験申込者数は、前回より１

６．１％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(２７７人)       ●大阪信用金庫(１４７人) 

●大阪東信用金庫（３０６人）     ●大阪府（１１５人） 

●関西アーバン銀行(１５３人)     ●大同生命保険(株)(９２人) 

●(株)りそな銀行(７２人) 
 

○ 団体受験割引制度の利用企業・団体のうち２４件が、新企画「大阪力Ｎｏ.1 企業・団体決定戦」

に参加。各企業・団体の３級受験者の上位５名の合計点を競い、１位と２位を決定する。結果は、

８月８日（木）に発表予定。「大阪力Ｎｏ.1企業・団体決定戦」の実施要領は、「資料２」参照。  

 

○ ＡＢＣラジオ「武田和歌子のぴたっと。」パーソナリティの武田和歌子アナが２・３級、同じくア

シスタントの井之上チャル氏も２級をそれぞれ受験する予定。その他、よしもとクリエイティブ・

エージェンシー所属の“大阪府住みます芸人”span!の２人も２・３級を受験予定。 
 

○ 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２８日（金））が必要。取材要領は「資料３」「資料４」参照。 

 
 
 
 
 
 

以 上 

【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 
☎ ０６－６９４４－７７２８ 
※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２５年６月３０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) 
○りそな銀行 大阪本社(２，３級) 

試験時間 ：１級・３級／１１：００～（制限時間 ９０分） 
２級／１４：３０～（制限時間 ９０分） 
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平成２５年６月２１日 

 
第５回「なにわなんでも大阪検定」の受験申込状況について 

 

大阪商工会議所 地域振興部 

受験申込者の概況 

第５回大阪検定の受験申込人数は３,１４０人で、前回（３,１５７人）より０．５％の減少となった。

１級、および３級については、団体受験のさらなる拡大や都心部会場の新設などの要因によ

り、初めて増加に転じた。また１級については、２級を併願する場合のみ、初回から１級を受

験できるようにしたことも増加要因と考えられる。同制度の利用は１７人。 

 

●受験級別受験申込者数 
 

 第５回受験申込者数 第４回からの増減 （ ）は増減率  

１級 ３１５人 ４人 (  1.3％) 

２級 ８６５人 △１００人 (△10.4％) 

３級 １,９６０人  ７９人 (  4.2％) 

合計 ３，１４０人 △１７人 （△0.5％） 

 

主な申し込み状況 

(１)個人―団体の状況 

団体受験（企業・団体）が大幅に増加した（23 件、1,392 人→31 件、1,616 人） 

●団体受験申込状況 ※（  ）は前回 
 

 団体件数 申込者数 

企業法人割引 ３１件(２３) １，６１６人(1,392) 

学生団体割引 ０件 (０) ０人 (０) 

ファミリー割引 １２件（１１） ３１人 (２４) 

企業法人割引の利用は、新規１２件を含め、８件・１９０人の増加となった 

 

●個人―団体別受験申込者数 
 

 個人受験者 団体受験者 

３級 ２８１人 ３４人 

２級 ６９５人 １７０人  

１級 ５１７人 １，４４３人 

合計 １，４９３人 １，６４７人 

 

資料１ 

団体
52%

個人
48%

全体 
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●団体受験申込企業・団体 (社名・団体名５０音順) 

・新規１２社・団体（★で表示）を含む、３１件、１，６１６人の受験申込 

・◆は自社で設けた特別試験会場での受験 
 

社名・団体名 申込人数 社名・団体名 申込人数 

株式会社アシスト 30 資生堂販売株式会社 近畿支社 10 

尼崎信用金庫 昭和町支店 ★14 株式会社錢高組 ★23 

◆伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 ★20 相互タクシー株式会社 15 

◆ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 22 太子町役場 ★10 

大阪市 16 株式会社大正銀行 本店営業部 ★11 

大阪商工会議所 ★11 ◆大同生命保険株式会社 92 

大阪市信用金庫 277 ◆辰野株式会社 ★23 

大阪信用金庫 147 ◆帝国ホテル 大阪 ★20 

大阪東信用金庫 ★306 日本政策金融公庫 大阪南支店 ★13 

大阪府 115 日本生命保険相互会社 ★30 

株式会社オージス総研 ★11 株式会社阪急阪神ホテルズ 16 

株式会社関西アーバン銀行 153 阪和興業株式会社 10 

関西ハイタク事業協同組合 11 ホテルニューオータニ大阪 11 

京阪電気鉄道株式会社 47 三菱ＵＦＪリース株式会社 13 

◆株式会社サクラクレパス 31 株式会社りそな銀行 72 

株式会社ＪＴＢ西日本 36 合計 1,616 

 

(２)会場別の状況 

都心部会場「りそな銀行大阪本社」を希望する受験者が多い 

●受験会場別（全体） ※前回との比較 
 

 第５回 第４回 

大阪府立大学 １，３３０人 １，９７７人  

大阪工業大学 ７６８人 ７２１人  

りそな銀行大阪本社 ８３７人 新規会場 

特別試験会場 ２０５人 ４５９人 

合計 ３，１４０人 ３，１５７人  

※第４回は、法人等の団体受験者（１,３９２人）は全受験者が大阪府立大学で受験 

※第５回は、法人等の団体受験者（１,６１６人）は大阪府立大学か大阪工業大学で受験 
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（３）世代別受験者の状況 

全級を通じては、４０代の受験者が最多。ただし、３級においては、２０代、４０代の受

験者が多い。２級では４０代、５０代の受験者が多い。１級は５０代、６０代の受験者が

多い。 

●世代別受験者数                       (人) 
 

 
1 級 2 級 3 級 合 計 

１０代以下 １ ５ １２ １８ 

２０代 ４ ６６ ５７０ ６４０ 

３０代 ２４ １２６ ３９９ ５４９ 

４０代 ６１ ２１２ ５３６ ８０９ 

５０代 ９７ ２３１ ３１７ ６４５ 

６０代 ９０ １６２ ９７ ３４９ 

７０代 ３６ ５６ ２７ １１９ 

８０代 ２ ６ ２ １０ 

不詳 ０ １ ０ １ 

合 計 ３１５ ８６５ １,９６０ ３,１４０ 
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過去の受験データ 
 

    ３級 ２級 １級 計 

第５回 

申込者数 １，９６０人 ８６５人 ３１５人 ３,１４０人 

受験者数 

 
合格者数 

合格率 

第４回 

申込者数 １,８８１人 ９６５人 ３１１人 ３,１５７人 

受験者数 １，７３６人 ８８２人 ２９２人 ２，９１０人 

合格者数 １，０１６人 １２２人 １３人 １，１５１人 

合格率 ５８．５％ １３．８％ ４．５％ ３９．６％ 

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 
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平成２５年６月２１日 
 

「大阪力Ｎｏ.１企業・団体決定戦」の実施概要について 

 
大阪商工会議所 地域振興部 

＜参加資格＞ 
・第５回大阪検定を団体受験する企業・団体 
・上記のうち、３級受験者が５名以上存在する企業・団体 
・過去の合格者も受験可能。ただし、過去の１級合格者は除く 
 
＜対象級＞ 
・３級 
 
＜順位の決定方法について＞ 
・３級受験者の採点の結果、本決定戦に参加登録した企業・団体の中から上位５名の合計点を

その企業・団体の得点とする 
・上記のうち最高得点を獲得した企業・団体が優勝、２位が準優勝 
・上位５名の合否結果（６０点を上回っているかどうか）は問わない 
 
＜参加企業・団体＞ ２４企業・団体                          

株式会社アシスト 株式会社ＪＴＢ西日本 

尼崎信用金庫 昭和町支店 相互タクシー株式会社 

ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 太子町 

大阪市 大同生命保険株式会社 

大阪市信用金庫 辰野株式会社 

大阪信用金庫 帝国ホテル 大阪 

大阪東信用金庫 日本政策金融公庫 大阪南支店 

大阪府 日本生命保険相互会社 

株式会社オージス総研 株式会社阪急阪神ホテルズ 

株式会社関西アーバン銀行 阪和興業株式会社 

関西ハイタク事業協同組合 三菱ＵＦＪリース株式会社 

京阪電気鉄道株式会社 株式会社りそな銀行 

 
＜結果発表＞ 
・結果発表は合否通知発送日の８月８日（木）に行う 
・優勝、準優勝した企業・団体には表彰状を授与 
・副賞：優勝／５万円相当の賞品 準優勝／３万円相当の賞品 

資料２ 
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＜その他＞ 
・優勝した企業・団体については、今年度の「大阪力Ｎｏ.１企業（団体）」として企業名また

は団体名ならびに得点を公表する。準優勝についても同様。 
・その他については、企業・団体名は公表するが、得点や順位については公表しない 
＜イメージ＞ 

 企業・団体名 
Ａ社 Ｂ社 Ｃ（団体） Ｄ社 

参加者 得点 参加者 得点 参加者 得点 参加者 得点 
ａさん 
ｂさん 
ｃさん 
ｄさん 
ｅさん 

８９ 
７２ 
７１ 
６４ 
５３ 

ｆさん 
ｇさん 
ｈさん 
ⅰさん 
ｊさん 

９１ 
８８ 
８２ 
５９ 
５４ 

ｋさん 
ｌさん 
ｍさん 
ｎさん 
ｏさん 

９６ 
７５ 
７３ 
６２ 
５８ 

ｐさん 
ｑさん 
ｒさん 
Ｓさん 
ｔさん 

８６ 
８５ 
８３ 
７２ 
６３ 

合計得点 ３４９点 ３７４点 ３６４点 ３８９点 

 
 
 

 

 

 
以 上 

企業・団体名、

得点は非公表 

賞状、賞金授与 賞状、賞金授与 
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平成２５年６月２１日 

 

第５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 地域振興部 

 

大阪商工会議所が実施する第５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。大阪府立大学会場では、よしもとクリ

エイティブ・エージェンシー所属、“大阪府住みます芸人”の span!が３級を受験する

予定です。また、受験者の応援に「たきのみちゆずる」、「たいしくん」、２体のご当地

キャラクターが登場します。 

 
記 

 
■取材会場：大阪府立大学 中百舌鳥キャンパス (資料４参照) 

（〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1-1） 

※取材は大阪府立大学会場に限定させていただきます。 

■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 203 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 203 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２８日（金）１７：００までにお申し込みをお願いいたし

ます。 

資料３ 
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【受付】 
○まず、試験場本部(Ｂ３棟 ３Ｆ 306教室)で受付をお済ませください。 

○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。 

 

【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 203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１６：００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。 
 

【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８日（木）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 



3 
 

 

６月２８日(金)午後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      

 

 

 

 

 

 

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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資料４

大阪府立大学　Ｂ３棟　２階２０３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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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２０３教室の出入り口は教室前方左手、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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