
 

記 者 配 布 資 料  

２０２３年２月１日 
大阪経済記者クラブ会員各位 

（同時配布先：大阪府政記者会、大阪市政記者クラブ、堺市政記者クラブ） 

 
 

 

〔問合せ先〕大阪商工会議所 地域振興部（田中、西田） 

ＴＥＬ：０６-６９４４-６３２３ 
 

○ 大阪商工会議所 都市活性化委員会（委員長：錢高一善・㈱錢高組取締役会長）は、２０２

２年１２月１１日（日）、大阪公立大学中百舌鳥キャンパス、りそなグループ大阪本社ビル、

大阪商工会議所、特別試験会場（１０カ所）で、第１３回「なにわなんでも大阪検定」を実

施した（申込総数２，３６１人）。 
○ 当日は、初級試験１，４８７名、上級試験５６５名の計２，０５２名が受験し、うち合格者

は、初級試験１，４１１名（合格率９４．９％）、上級試験３３６名（合格率５９．５％）の

計１，７４７名となり、第１回からの合格者累計は２９，６１４名（初級２４，２１５名、

上級５，３９９名）となった。 
○ 「大阪の超人」（１級に通算５回合格）が４名、「大阪の達人」（１級に通算３回合格）が１３

名、「大阪の鉄人」（過去の試験で累計１千点を獲得）が９名新たに誕生。 
○ 最年長合格者は８６歳（男性、準１級）、最年少合格者は小学生３年生９歳（男性、４級）。 
○ 公開試験の実施は今回が最後。次年度以降はインターネットを活用したクイズ「なにわなん

でも大阪チャレンジ（仮称）」を実施予定（詳細は後日大阪検定公式ホームページに掲載）。 

※初級試験は６０点以上なら３級合格、４０～５９点なら４級合格、上級試験は８０点以上なら１級合
格、７５～７９点なら準１級合格、５０～７４点なら２級合格となる。 

 
＜試験結果の概要＞ 

（１） 受験者２，０５２名のうち、１，７４７名が合格。第１回からの

合格者の累計は２９，６１４名。 
（２） 一定の基準を満たした個人に称号を授与する「個人表彰」では、

「大阪の超人」（１級に通算５回合格）が４名、「大阪の達人」

（１級に通算３回合格）が１３名、「大阪の鉄人」（過去の試験

で累計１千点を獲得）が９名、新たに誕生した。 

（３） 今回の最年長合格者は８６歳（男性、準１級）、最年少合格者は小学生３年生９歳（男性、

４級）。 
（４） 企業・団体間で得点を競う「大阪力 No.1 企業・団体決定戦」は、初級の部、上級の部とも

「大阪府職員チーム」が６年連続で優勝。準優勝は、初級の部が「サントリーホールディン

グス㈱」、上級の部が「大阪府高齢者大学校大阪検定同好会」となった。また、敢闘賞（初

級受験者の平均点が最も高い企業・団体）は、「損害保険ジャパン㈱」が受賞した。 

（５） 「家族対抗・大阪力 No.1 決定戦」では、小学生の部は＜清水俊行ファミリー＞が、中学生

の部は＜臼田由紀子ファミリー＞が優勝。 
（６） 「高校生対抗・大阪力 No.1 決定戦」では、＜金光藤蔭高校特進コース＞が優勝した。 

 
  

第１３回「なにわなんでも大阪検定」試験結果概要について 
～最後の公開試験を実施、第１回から累計２９，６１４人が合格～ 

りそなグループ大阪本社ビル会場の様子 



 

 

＜大阪検定の後継事業について＞ 

公開試験は今回で終了。大阪への郷土愛（シビックプライド）醸成を図る後継事業として、

来年度からはインターネットを活用したクイズ「なにわなんでも大阪チャレンジ（仮称）」

を実施する予定（詳細は後日大阪検定公式ホームページに掲載）。 
 

＜表彰式の開催について＞ 
「大阪力 No.1 企業・団体決定戦」、「家族対抗・大阪力 No.1 決定戦」、「高校生対抗・大阪力 No.1
決定戦」、「大阪の超人・達人・鉄人」、「各級最高得点者」に対する表彰式を下記の通り実施する。 

  ◆企業・団体表彰式 

   日  時：２０２３年２月１４日（火）１１：４０～１２：００ 
   会  場：大阪商工会議所 ５階 ５０２号会議室 

   表彰対象：「大阪力 No.1 企業・団体決定戦」表彰企業・団体 

   
◆個人表彰式 

   日  時：２０２３年３月２５日（土）９：３０～１０：１５ 
   会  場：大阪公立大学 I-site なんば２階 C２+C３会議室 
   表彰対象：１）「大阪の超人」、２）「大阪の達人」、３）「大阪の鉄人」 

４）「各級最高得点者」、 
５）「家族対抗・大阪力 No.1 決定戦」表彰チーム、 
６）「高校生対抗・大阪力 No.1 決定戦」表彰チーム 

 
 ※各表彰式をご取材いただける場合は、大阪商工会議所 地域振興部（田中、西田）宛、 

電話（０６－６９４４－６３２３）またはメール（chishin@osaka.cci.or.jp）でご連絡ください。 

詳細をお知らせいたします。 

 
以 上 

 

＜添付資料＞ 資料１：「第１３回なにわなんでも大阪検定」の試験結果概要について 
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「第１３回なにわなんでも大阪検定」の試験結果概要について 

 

大阪商工会議所 都市活性化委員会 

１．試験結果概要 

（１）試 験 日：２０２２年１２月１１日（日） 

（２）試 験 会 場：大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス、りそなグループ大阪本社ビル、 

大阪商工会議所、特別試験会場（１０カ所） 

（３）申 込 者 数：２，３６１名（前回３，０８３名）＜申込者数の推移はＰ５参照＞ 

【級別内訳】  上級６２２名（前回７２６名）、初級１，７３９名（前回２，３５７名） 
【団体個人別】企業団体１，５１４名（前回２，３０３名）、 

個人７９３名（前回７３３名）、小中高生７３名（前回５９名） 
※企業団体の申込者に小中高生が含まれる場合（前回１２名、今回１９名）は、重複カ

ウントするため、それぞれの合計人数と全体の申込者数とは一致しない。 

（４）受験者・合格者数等： 

①受験者数：２，０５２名（前回２，８０３名） 

上級５６５名（前回６７５名）、初級１，４８７名（前回２，１２８名） 

②受 験 率：８６．９％（申込者数２，３６１名の内。前回９０．９％） 

③ 年 代 ： 
 受験者数（名） 構成比率（%） 

10 代以下 60 （43） 2.9 （1.5） 

20 代 461（872） 22.5（31.1） 

30 代 311（536） 15.2（19.1） 

40 代 410（496） 20.0（17.7） 

50 代 479（512） 23.3（18.3） 

60 代 207（219） 10.1 （7.8） 

70 代 106（109） 5.2 （3.9） 

80 代以上 18 （16）   0.9 （0.6） 

計 2,052(2,803)   100.0（100.0） 

  ※（ ）内は前回 
④居 住 地：  

   受験者数（名） 構成比率（%） 

近
畿 

大
阪
府 

大阪市 1,392（1,907) 67.8（68.0） 

大阪府 
（大阪市を除く） 446（627） 21.7（22.4） 

関西 
（大阪府を除く） 168（224） 8.2（8.0） 

関西以外 46 （45） 2.2（1.6） 

計 2,052（2,803） 100.0（100.0） 

  ※（ ）内は前回 

  ※「関西」は大阪府を除く滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の合計  

４０代 25.0％ 

資 料 １ 
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（５）合格者数等： 

● 上級：１・準１・２級の合格率はいずれも前回を上回り、平均得点も前回より５．２点上

昇した。 

● 初級：受験者の９４．９％が合格した（３・４級合計）。３級の合格率が前回を上回り、４

級の合格率が前回を下回った。平均得点は前回より５．８点上昇した。 

種別 受験者数（名） 判定 合格者数（名） 
合格率（％） 

（各級受験者数比） 
平均得点 

上級 565 （675） 

１級合格＜80 点以上＞ 44  （34） 7.8 （5.0） 

55.4 
(50.2) 

準１級合格＜75～79 点＞ 35  （19） 6.2 （2.8） 

２級合格＜50～74 点＞ 257 （267） 45.5（39.6） 

不合格＜50 点未満＞ 229 （355） 40.5（52.6） 

初級 1,487（2,128） 

３級合格＜60 点以上＞ 822 （777） 55.3（36.5） 
61.4 

(55.6) 
４級合格＜40～59 点＞ 589（1,135） 39.6（53.3） 

不合格＜40 点未満＞ 76  （216） 5.1（10.2） 

計 2,052（2,803）  1,747（2,232）   

※（ ）内は前回 
 

２．個人成績等  ※年齢はいずれも受験日時点、氏名は敬称略 

（１）最高得点： 

種別 点数 氏名 年齢 在住地 

上級 ９４点 杉澤 正宏 ６８歳 大阪府大阪狭山市 

初級 ９７点 吉田 武 ６９歳 大阪市旭区 

初級 ９７点 藤村 勝重 ６７歳 大阪市中央区 

初級 ９７点 大西 秀紀 ５７歳 大阪府八尾市 

 

（２）「大阪の超人」(１級に通算５回合格)が新たに４名誕生（今回を含めた過去累計１８名）。 

大阪の超人１５号＝松尾 眞弓 （非公表）大阪府箕面市在住 

      〃  １６号＝渡邉 利枝子（６３歳）奈良県奈良市在住 

      〃  １７号＝前阪 恵造 （６５歳）大阪府豊中市在住 

      〃  １８号＝野寺 雅之 （４２歳）大阪府泉大津市在住 
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（３）「大阪の達人」(１級に通算３回合格)は新たに１３名誕生（同上５１名）。 

大阪の達人３９号＝関谷 大陸 （２７歳）大阪市住吉区在住 

〃  ４０号＝吉田 武  （６９歳）大阪市旭区在住 

〃  ４１号＝野中 博紀 （５４歳）大阪市城東区在住 

〃  ４２号＝片野 晋二 （７５歳）大阪府高石市在住 

〃  ４３号＝牟田 稔  （６４歳）大阪府吹田市在住 

〃  ４４号＝古川 宏之 （５０歳）神奈川県横浜市在住 

〃  ４５号＝田中 誠一 （７７歳）大阪府和泉市在住 

〃  ４６号＝白濱 美智子（７５歳）大阪市西淀川区在住 

〃  ４７号＝木村 友紀 （５３歳）大阪市天王寺区在住 

〃  ４８号＝森山 誠士 （４９歳）大阪府吹田市在住 

〃  ４９号＝中越 慈子 （６８歳）大阪市天王寺区在住 

〃  ５０号＝二俣 秀男 （６８歳）大阪府東大阪市在住 

〃  ５１号＝小辻 昌平 （５９歳）大阪市中央区在住 

 

（４）「大阪の鉄人」(累計１千点獲得)は新たに９名誕生（同上４７名）。 

大阪の鉄人３９号＝服部 博美 （７３歳）千葉県柏市在住      累計１，０９４点 

〃  ４０号＝小辻 昌平 （５９歳）大阪市中央区在住     累計１，０９０点 

〃  ４１号＝二宮 司郎 （８１歳）兵庫県川西市在住     累計１，０８８点  

〃  ４２号＝久保田 和実（６０歳）大阪市平野区在住     累計１，０５４点  

〃  ４３号＝松尾 眞弓 （非公表）大阪府箕面市在住     累計１，０４９点  

〃  ４４号＝表谷 全康 （６７歳）大阪府松原市在住     累計１，０１１点  

〃  ４５号＝有馬 久紹 （７６歳）大阪市北区在住      累計１，００６点  

〃  ４６号＝中川 隆  （７５歳）兵庫県伊丹市在住     累計１，００３点  

〃  ４７号＝久保田 克岳（４７歳）大阪市北区在住      累計１，００２点  

 

（５）級別最年長・最年少合格者： 

 
1 級 準 1 級 2 級 3 級 4 級 

最年長 
合格者 ７７歳 男性 ８６歳 男性 ８２歳 男性 ８４歳 男性 ６８歳 男性 

最年少 
合格者 

２７歳 男性 ３８歳 女性 １６歳 男性 １４歳 男性 ９歳 男性 
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３．「大阪力Ｎｏ.1企業・団体決定戦」について 

（１）初級の部： 優勝は６年連続で大阪府職員チーム。敢闘賞は損害保険ジャパン株式会社 

 (エントリー：１３企業・団体) 

順 位 企業・団体名 合計得点（上位５名） 

優 勝 大阪府職員チーム ４６４ 

準優勝 サントリーホールディングス株式会社 ４２２ 

第３位 大阪市役所 ４１４ 

敢闘賞 損害保険ジャパン株式会社 平均得点６７．１ 

※上位５名の合計得点順で順位を決定。 

敢闘賞は受験者全員の平均得点の最も高い企業・団体（除く優勝～第３位）。 

 

（２）上級の部：優勝は６年連続で大阪府職員チーム 

 (エントリー：８企業・団体) 

順 位 企業・団体名 合計得点（上位３名） 

優 勝 大阪府職員チーム ２６３ 

準優勝 大阪府高齢者大学校大阪検定同好会 ２３４ 

第３位 大阪市役所 ２０１ 

※上位３名の合計得点順で順位を決定。 

 

＜参考．過去の「大阪力Ｎｏ.1企業・団体決定戦」入賞企業・団体について＞ 

 

 

  第８回試験 

（2016年度） 

第９回試験 

(2017年度) 

第１０回試験 

(2018年度) 

第１１回試験 

(2019年度) 

第１２回試験 

（2021年度） 

第１３回試験 

（2022年度） 

初 

級 

の 

部 

優勝 大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員チー

ム 

準優勝 大阪ガス㈱ ㈱池田泉州銀行 

近畿日本鉄道㈱ 

㈱池田泉州銀行 大阪ターミナル

ビル㈱ 

認定ＮＰＯ法人

大阪府高齢者大

学校 

サントリーホー

ルディングス㈱ 

第３位 りそなグループ 永和信用金庫 大阪市 

三井住友信託銀

行㈱ 

大阪市高速電気

軌道㈱ 

りそなグループ 大阪市役所 

敢闘賞 サントリーホール

ディングス㈱ 

朝日放送㈱ 住友商事㈱ ＮＰＯ法人大阪

府高齢者大学校

グループ 

大阪市高速電気

軌道㈱ 

損害保険ジャパ

ン㈱ 

上 

級 

の 

部 

優勝 大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員 

チーム 

大阪府職員チー

ム 

準優勝 大阪ターミナル

ビル㈱ 

大阪シティ 

信用金庫 

大阪シティ信用

金庫 

りそなグループ 大阪ターミナル

ビル㈱ 

大阪府高齢者大

学校大阪検定同

好会 

第３位 大阪市 

大阪シティ信用

金庫 

大阪ガス㈱ 大阪市 

大阪ターミナル

ビル㈱ 

大阪ターミナル

ビル㈱ 

認定ＮＰＯ法人

大阪府高齢者大

学校 

大阪市役所 
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４．「家族対抗・大阪力No.1 決定戦」、「高校生対抗・大阪力No.1 決定戦」について 

（１）家族対抗・大阪力No.1決定戦 小学生の部 

                          （エントリー：３チーム） 

順 位 チーム名 平均得点 

優 勝 清水俊行ファミリー ５９．７ 

準優勝 鈴木誠一郎ファミリー ５５．５ 

第３位 光武のり子ファミリー ４５ 

  ※チーム全員の初級試験の平均得点順。 

 

（２）家族対抗・大阪力No.1決定戦 中学生の部 

（エントリー：４チーム） 

順 位 チーム名 平均得点 

優 勝 臼田由紀子ファミリー ６５．７ 

準優勝 中沢剛ファミリー ６１．７ 

第３位 小林修ファミリー ５３ 

  ※チーム全員の初級試験の平均得点順。 

 

（３）高校生対抗・大阪力No.1決定戦 

（エントリー：３チーム） 

順 位 チーム名 合計得点 

優 勝 金光藤蔭高校特進コース １５８ 

準優勝 クラーク記念国際高校天王寺校 １５７ 

第３位 大阪府立大手前高校ミラノ風ドリア食べ隊 １４６ 

※チーム全員の初級試験の合計得点順。 

 

【参考】過去受験申込者数の推移 
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