
法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

4

・優秀な学生の確保を図る
ため、高大連携の促進、
オープンキャンパス、進学
ガイダンス、各学部・研究
科のホームページなどによ
る大学及び大学院志望者に
対する広報活動を平成１８
年度以降一層強化する。

4-1

・引き続き各学部・研究科
において、高校等からの依
頼に応じる体制の一層の充
実に努める。

・各学部・研究科において高大連携委員会もしくは高大連携担当教員を
おき、出前講義や大学見学における模擬授業の実施などについて、全学
広報担当とも連携を図りつつ、高校からの依頼に応じた。
・理学研究科、文学研究科で研究科独自の高校生向け「市大授業」を実
施した。文学研究科は20年度より実施。

ウ

・ 「引き続き各学部において体制の充実に努める」という各学部を中心
とした高大連携業務についての広報活動という当初目標に対して、各学部
に高大連携委員会等を設置して高校からの依頼に対応する体制整備を図る
ことにより充実させ目標を達成した。
・ さらに、法人運営本部の広報担当がイニシアティブをとり、全学的な
広い視点を持ってより効率的・効果的な高校への広報活動の取組を行い、
当初目標を上回る成果を上げたと判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）「全学的な広い視点を持ってより効率的・効果的な
高校への広報活動の取組を行い」が、具体的にどのような
ことを行ったか明確ではない。出前講義や模擬授業の成果
についても具体的な記述が欲しい。

4-3

・オープンキャンパスにお
いて、アンケート調査を実
施し、より高校生のニーズ
や希望に即した内容となる
ように充実を図る。

各学部において、アンケート調査を毎年実施し、内容の充実や高校生の
ニーズ把握に役立てている。活用例として、多くの学部で、体験談、学
内案内、個別相談など学生の協力による企画に力を入れていることが挙
げられる。

・オープンキャンパス参加者数
⑰8,605人
⑱9,717人
⑲11,009人
⑳10,786人

ウ

・ 従来より参加者アンケートの結果に基づき、各学部を中心にオープン
キャンパスの充実へ向けての取組が行われており、２０年度も同様の目標
とし各学部で様々な改善が図られた。
・ ２０年度は、これまでの大学教職員主導型の手法に加え、より受験生
のニーズや希望を具体化するため、在学生による学部紹介や学生生活紹介
などを積極的に展開した。特に文学部における企画段階からの学生の全面
参画や経済学部の学生作成によるＤＶＤなど特筆した取組があり、アン
ケートにも「在学生の体験談」などについて多くの好評コメントが寄せら
れ、当初目標を上回る成果を上げたと判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）内容面の充実は理解するものの、参加者数が減っ
ており、効果について結果から見ると、「特に進捗している」
とは言いがたい。

7

・全学共通教育と各学部に
おける専門教育との有機的
連携のあり方について調査
研究を行い、各学部は、そ
の成果を平成２２年度まで
にはカリキュラムの編成と
履修モデルの作成に反映さ
せる。

7-2

・各学部において、学士課
程のあり方について、継続
的に検討を進め、カリキュ
ラム編成や履修モデルの作
成に反映させる。

各学部において、カリキュラム編成や学科編成について継続的な検討を
行っている。20年度は経済学部と法学部で顕著な取組があった。
　経済学部：教育ＧＰへの応募にともない、経済学学士が必要とする能
力を6つのスキルと1つのアビリティとして定式化し、少人数教育のカリ
キュラムを組んだ。
　法学部：1回生向けの少人数教育を実践し、大学における学問的考察
の基礎になる技術の訓練に取り組んだ。

ウ

・ ２０年度に実施した顕著な取組としては経済と法の二学部であった
が、学士課程のありかた検討と改革については各学部とも継続的に行われ
ている。特に、理・工の両学部では、２１年度へ向けて、学科再編の整理
を行うという大きな組織改革に着手した。よってより大きな成果を上げた
と判断する。

第１回評価委員会において、「特に進捗している」とのご判断
を得たものと考えております。

法人自己評価で妥当

13

・全学共通教育における英
語の授業を改革し、「読
む・書く・聞く・話す」能
力がバランスよく向上する
ことに努める。

13

・引き続き、英語教育の改
善・充実に取り組む。

・毎月1回センター運営委員会を開催し、英語教育の改善・充実に取り
組んでいる。
・平成20年6月中・下旬に、改善・充実に向け、1回生(ＣＥⅠ／Ⅱ)、2
回生(ＣＥⅤ)へアンケートを実施した。
・本学と大学生協及び学友会との共催によるカレッジTOEIC・TOEFL－
ITPテストを実施している。
平成20年12月中旬に1回生(ＣＥⅢ／Ⅳ)、2回生(ＣＥⅥ)へアンケートを
実施した。 ア

ウ

・ 「英語教育の改善充実に取り組む」という目標に対し、具体的には今
年度は英語教育開発センターによるアンケートと結果の反映を目標として
いたが、上半期を目途としていたアンケートの内容検討が年度当初から速
やかに行われ、６月に実施し、その結果をセンター運営委員会で検討し
て、ネイティブ教員に速やかに周知するとともに翌年度のカリキュラム等
にも十分な検討時間を得て反映させてことができた。このように当該年度
中に予定より早期に実施し翌年度への的確な反映ができた。
・ また、６月にはカレッジＴＯＥＩＣ等の実施協定書を結び、ＴＯＥＩ
Ｃ受験者の大幅増ができたことや、初めてビクトリア大学短期語学研修会
を実施するなど「英語教育の改善充実」について当初目標を大幅に上回る
成果を得、特に進捗していると判断する。

第１回評価委員会において、「特に進捗している」とのご判断
を得たものと考えております。

法人自己評価で妥当

17

・社会人が学びやすい環境
を整えるため、大学院にお
いて、長期履修学生制度の
導入などを検討するととも
に、平成２０年度以降のカ
リキュラム・時間割の編成
に弾力性を持たせる。

17

・平成２１年度からの長期
履修学生制度の実施に向け
て規程の整備等を行う。

・H20.7.28開催の教育研究評議会等において長期履修規程等が承認され
た。
・法学研究科（前期博士課程）、医学研究科（博士課程）、生活科学研
究科において、長期履修学生制度を導入し、平成21年度から実施するこ
ととした。
・法学研究科では、平成21年度大学院博士前期課程入試の方式を改め、
科目重視型と課題重視型の2方式とし、社会人も含め目的に沿った研究
が選択できるようにした。

ア
ウ

・ 長期履修学生制度の規程を策定し各学部・研究科での実現へ向けての
年度内の基盤整備が当初目標であったが、年度当初からの集中した議論に
より、早期（７月）に規程整備が整ったことを受けて、文系・理系あわせ
て３研究科において２１年度当初から実施できることとなった。加えて、
別途新たな社会人教育の取組を２１年度から、法学研究科や経営学研究科
において具体化できることとなり、当初目標を大幅に上回る成果を上げた
と判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）制度を整えたことは理解するが、中期計画上のカリ
キュラム・時間割に弾力性を持たせるということについてど
う実現できたかが記載されておらず、「特に進捗」までは言
いがたい。

以下の「特に進捗している」４７項目以外の、「進捗」「おおむね進捗している」項目においても、自己評価の妥当性に疑義がある項目があり、評価委員会としての判断が必要ではないかと思われる

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 1
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33

・公開授業の実施や授業改
善に関するワークショップ
を開くなど、全学の教員の
参加によるＦＤ活動を継続
的に実施する。

33-
1

・引き続き大学教育研究セ
ンターは、教育改革シンポ
ジウムとＦＤ研究会をそれ
ぞれ開催する。

No.22と同じ

ウ

NO.22と同じ 「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（中期計画の変更が必要）

33-
2

・引き続き、授業ワーク
ショップ等のＦＤ活動を実
施する。

No.22と同じ

・その他のＦＤ活動の取組状況
⑰～⑳大学教育研究センター研究員会議を毎月1回開催 ウ

NO.22と同じ 「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（中期計画の変更が必要）

38

・優秀な教育活動に対する
表彰制度を検討するととも
に、全学及び各学部・研究
科においては、授業内容の
理解度などの教育上の効果
を客観的な形で評価し、学
科ごとの統計の形で公開し
たり、評価が著しく低い担
当教員には面談で指導する
などの工夫を行う。

38-
1

・引き続き、学友会による
優秀教員や優秀テキストの
顕彰について、教育推進本
部において引き続き積極的
に関与する。

学友会からの要請に基づき、H20.10.27開催の教育推進本部会議におい
て適任者を推薦した。

ウ

・ 目標は「学友会の顕彰に積極的に関与する」といものであり、これま
でも学友会からの依頼に基づき表彰推薦は行うとともに必要に応じ内容検
討へ積極的に参画してきた。
・ ２０年度については特に、これまで各学部等から要望・意見があった
制度上の諸課題をとりまとめ、学友会と協議し大学も主体的に検討に参加
した。諸課題については２０年度中に整理が完了したが、具体的には、候
補者の決定等がより厳正に実施できるようスケジュール調整を行い、推薦
期間について十分な検討時間を確保することや、候補者の推薦に関わっ
て、要綱での対象授業の範囲を全学共通教育だけではなく専門教育まで拡
大するよう要綱改正を求める制度改革を行い、２１年度より実施すること
とした。
・ 学友会事業に意見を述べるだけでなく、共同して積極的に制度改革に
取り組んだことにより目標を上回るレベルで事業の質が向上したと判断す
る。

※第１回評価委員会において協議

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当

年度計画の変更が必要
（意見）中期計画に比し年度計画が顕彰に限定した内容と
なっているため、判断が難しい。年度計画の見直しを求める
のも一つの方向ではないかと考える。

39

・入学者選抜方法と入学後
の成績の関連を既存の資料
を活用しながら平成２０年
度までに分析するととも
に、学生の入学時から就職
後に至るまでの追跡調査な
どを平成２１年度までに行
い、これらの分析結果をも
とに、全学レベルでの改善
策をまとめるとともに、教
育点検システムを学部･学
科レベルで構築する。

39

・入学者追跡調査委員会に
おいて、引き続き、学生の
入学時から就職後に至るま
での追跡調査等を実施・分
析し、その結果を各学部・
研究科へ提案する。

・入学者追跡調査委員会におけるこれまでの研究成果を、第5回大学教
育研究セミナー(H20.7.25開催)、第15回教育改革シンポジウム
(H20.9.29開催)において報告した。
・入学者追跡調査委員会において、入学者追跡調査報告書を取り纏め、
その内容を教育研究評議会へ報告を行い問題の共有化を図った。

ア
ウ

・ 入学者追跡調査委員会での研究結果について、年度内の分析・報告を
めざしていたが、予定よりかなり早く７月開催のセミナー等で発表した。
また、１１月には報告書として取りまとめ、今後の入試のあり方について
提案した。その内容についても、調査結果を詳細なデータに基づき論理的
にかつわかりやすく分析しており、高校からの調査書の活用といったより
具体的内容を提案している。以上により早期にかつより質の高い成果を上
げられたと判断する。

第１回評価委員会において、「特に進捗している」とのご判断
を得たものと考えております。

法人自己評価で妥当

22

※第１回評価委員会において協議

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）第1回評価委員会では、他私学等のFDの取組と比
較した上での指摘がなされたと認識している。従って、左記
の自己評価の判断根拠には具体的にどのような点が他大
学と比べて特色があったのかが記載されるべきところであ
るが、残念ながらこの指摘を踏まえているとは言いがたい。
（中期計画の変更が必要）

・情報機器を利用した公開
講義など、教員の指導技術
の向上を図る取組を行い、
学生の理解力を高めるため
のさまざまな授業形態を工
夫する。

22

・大学教育研究センターは
引き続き、学生の理解を高
め、教育効果を上げるた
め、本学の教育の質の組織
的向上と教員の指導技術の
向上につながるように、Ｆ
Ｄ研究会、ＦＤワーク
ショップの実施及び企画内
容の工夫を行う。

・ 今日のＦＤについては、教員の「授業手法」といった技術だけでな
く、学生レベル、学生の人数に応じた授業内容等の追究といった観点で捉
え、市大の学生にふさわしいＦＤのあり方を求めており、その考えに沿っ
た本学主催のＦＤ研究会やワークショップの企画内容の工夫が当初目標で
あった。
・ 以上の考えから、２０年度については、「市大生にとってのＦＤ」を
中心にすえ、「シンポジウム」においても、本学進学者の多い高校の進路
指導部長の講演や、本学卒業生に関する企業調査に関する発表など内容に
工夫を凝らし、充実を図った。同様に手法に重点を置く公開授業に代わり
ワークショップの回数を増やし目標を達成した。
・ 加えて、関西地区ＦＤ連絡協議会常任幹事としての活動や大阪府立大
との連携による合同セミナーの開催など他大学との情報共有をおこなうと
ともに、「数学・理科」や「看護学」など特定の教科に特化したきめ細か
いＦＤ活動を実施できた。
・ 大学教育研究センターとしては、このような、ＦＤに関わる多方面で
の取組の実施、個々の事業の充実を図っており、当初目標より大きく成果
が上げられたと判断する。

・H20.4.22に「数学・理科基礎調査の結果に基づくＦＤ研修会」を開催
した。
・H20.6.4開催の医学部看護学科・看護学研究科ＦＤ委員会のＦＤ活動
に協力した。
・H20.7.25に第5回大学教育研究セミナーを開催した。
・H20.9.29に第15回教育改革シンポジウムを開催した。
・H20.10.3に「大阪市立大学・大阪府立大学連携ＦＤセミナー」を開催
した。
・H20.10.30に第6回ＦＤ研究会を開催した。
・H20.11.28に第6回ＦＤワークショップを開催した。同日、多人数の授
業で学生参加型授業を実施する授業応答システムのデモンストレーショ
ンも実施した。
・H21.1.30に第7回ＦＤワークショップを開催した。
・H21.2.10開催の商学部ＦＤ研修会に協力した。
・大学教育研究センターにおいて、「大阪市立大学ＦＤ憲章 (仮題)」
の検討を行っている。

・ＦＤ研究会の開催回数、参加人員
　⑰1回111名
　⑱1回96名
　⑲1回83名
　⑳1回74名
・公開授業の実施回数、参加人員
　⑰7回  一部参加人数の把握なし
　⑱3回　一部参加人数の把握なし
　⑲2回  学生190名　教員9名
　⑳0回
・ＦＤワークショップの開催回数、参加人員
　⑰1回15名
　⑱1回23名
　⑲1回23名
　⑳2回34名

ウ

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 2
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41

・大学に教育推進本部を置
き、本学の教育全般を掌握
し統括する。

41-
1

・引き続き、教育推進本部
は、教育推進本部会議およ
び専門委員会を開催し、関
係業務の改善策を検討・実
施する。

・毎月1回の定例「教育推進本部会議」「全学共通教育教務委員会」
「学生担当委員会」「入試実施委員会」「留学生委員会」等を開催し、
関係業務の改善策の検討を行い実施している。

ウ

・ 教育推進本部にかかる各専門委員会においては、毎年度の定例的な業
務の円滑な推進に加えて、教育や学生ニーズの視点から各業務の改善策を
検討し実施しており、そういった内容を毎年度の年度計画としている。厳
しい状況下、毎年の検討は現制度の効果の向上や改善などが中心となり、
一定の成果を踏まえて進捗判断してきた。
・ しかしながら、２０年度は特に「長期履修学生制度」や「学生表彰制
度」、さらには２１年度当初の実施に向けた「特色となる教育体制への支
援事業」の準備など、多くの新規事業の具体化を図ってきた。よって今年
度は特に目標以上の大きな成果が上げられたと判断する。

第１回評価委員会において、「特に進捗している」とのご判断
を得たものと考えております。

法人自己評価で妥当

47

・教育活動の改善を図るた
め、教務事項に関係する
データ（入試を含む。）や
情報を相互に活用できる体
制を、ＩＴを活用して整備
する。 47

・引き続き、入学者追跡調
査委員会において、学生
データベース等の構築に向
けた環境整備に取り組んで
いくとともに、収集・活用
におけるガイドラインを作
成する。

・H20.6.16開催の教育研究評議会において追跡調査で使用する学生デー
タの提供を各学部長へ依頼した。
・H20.10.27開催の教育研究評議会において、「教務事務システムの個
人情報に関する電子データの取扱いについて」が承認され、適切な個人
情報管理のもとに、必要な電子データの入手を可能とした。
・入学者追跡調査委員会は学生データベース等の試作を行い試験的な運
用とシステムの改良を行った。また一部学生データ等の蓄積を開始し
た。 ウ

・ 「データベースの構築へ向けた環境整備」と「ガイドライン作成」が
目標であったが、学生データについては、これまで教務事務システムの学
生データ活用が制限されていたが、入学者追跡の用にとどまらず、全学の
方針として「教務事務システムの個人情報に関する電子データの取扱いに
ついて」が承認され、データ管理及び利用等の取扱いが決定された。
・ これにより、同システムからのデータ収集が円滑に行えるようにな
り、入学者追跡調査委員会としては、この取扱いを速やかに活用し、当初
目標より進んだ学生データの蓄積業務を開始するなど、入学者追跡の効果
的な分析に向け当初予定より大幅に行うことができたため、特に進捗して
いると判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）大学側から状況は報告されたが、学生データの提
供及び蓄積に関して、本来求められている環境整備の視点
は異なるのではないかと思われる。

50

・総合的な教育研究支援施
設としての学術情報総合セ
ンターの利便性の向上につ
いて、継続的に検討を行
う。

50

・引き続き、総合的な教育
研究支援施設としての学術
情報総合センターの利便性
の向上について、継続的に
検討を行う。

・平成20年10月：インターネットを介したサービス(Webサービス
(MyLibrary))を開始し、学生と教職員が、研究室や自宅など学術情報総
合センター外からの予約、貸出期間の延長、貸出中の図書の照会、各種
申込を行うことを可能とした。
・平成20年10月：看護学科図書室を医学分館に移転統合し、看護学科図
書室の利用者に開館日数の増と利用時間の延長等サービスの拡大を図っ
た。
・平成21年1月：グループ学習室の利用拡充を行った。
・平成21年1月：インターネットを介した利用者サービスについて、利
用者への周知を図るため、広報活動を強化した。
・平成21年3月：平成21年4月からのサービス開始に向けて取り組んだ。
　　センター内の新着雑誌の配架場所の一本化作業
　　学部学生の書庫入庫手続きの廃止のための前作業
・平成21年1～2月：医学分館の利用に関するアンケート調査を実施し
た。

ウ

・「利便性の向上について継続的に検討を行う」という年度計画に対し
て、実際に、看護学科図書室の移転統合による利用者サービスの向上やグ
ループ学習室の利用拡充を行った。
・これに加え、新たにインターネットを介したサービス（Webサービス
MyLibrary）を開始し、学生と教職員が、研究室や自宅など学術情報総合
センター外からの予約、貸出期間の延長、貸出中の図書の照会、各種申込
を行うことを可能とした。以上のように、検討だけではなく、様々な具体
的取組みを実施したため、当初目標を大きく上回る成果を上げたと判断す
る。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

43

・大学教育研究センター
は、各学部・研究科と連携
して、入学者選抜制度にか
かる追跡調査・分析、全学
共通教育と専門教育の有機
的連携に関する調査研究、
成績評価の実態調査、授業
評価のあり方の検討などの
調査研究を推進する。
　また、その成果をもと
に、適切な成績評価のため
の改善策を示すとともに、
全学的ＦＤ活動の実施と各
部局のＦＤ活動の支援を行
うなど、各学部・研究科の
教育活動改善への支援を充
実させる。

43

・H20.3月に大学教育研究センターは「外部の教育評価制度を活用する
ための具体策の検討について」を作成し、教育推進本部長に報告を行っ
た。
・H20.4.22に「数学・理科基礎調査の結果に基づくＦＤ研修会」を実施
した。
・大学教育研究センター専任教員が、各種会議・セミナー等で発表及び
収集した情報等については、毎月開催している大学教育研究センター研
究員会議において報告している。
・大学教育研究センターは、各学部・研究科等における教育およびＦＤ
や全学の教育改革の取組についての情報共有を行うために『大学教育だ
より』第5号を配布した。
・大学教育研究センターは、工学部の初年次研修講師等各部局のＦＤ活
動･教育活動支援を行った。
・大学教育研究センターは、各研究科のＦＤ企画に講師として参加した
（6月医学部看護学科・理学部、1月文学研究科、2月商学部）。
・本学の初年次教育・学士課程教育のあり方を検討するための論点を整
理した研究報告を「大学教育」第6巻第1号に掲載した。
・入学者追跡調査委員会において、入学者追跡調査報告書 (H20.11.17)
を取り纏め、その内容を教育研究評議会（H20.11.17開催）へ報告を
行った。
・第15回教育改革シンポジウムを開催し、学士課程教育のあり方に関す
る議論を行い、その取り纏めを「大学教育」第6巻第2号に掲載した。
・第6回ＦＤ研究会を開催し、学士課程教育のあり方に関する基調講演
をはじめとする議論を行った。その取り纏めを「大学教育」第6巻第2号
に掲載した。

ウ

・「各種の調査・研究の推進」と「各学部・研究科の教育活動改善への支
援」という年度計画にに対して、各種の調査・研究成果の『大学教育』や
『大学教育だより』での公表や、シンポジウム、研究会等の開催、各学
部・研究科のFD活動の支援など多種多様な活動を行った。
・これに加え、教育成果・成績に関する外部評価の必要性が求められてい
る中、各学部においてＧＰＡなど外部評価の具体的方策や活用方法をまと
めた「外部の教育評価制度を活用するための具体策の検討について」を作
成し、教育推進本部に報告を行うことができたため、当初目標を上回る効
果を上げたと判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

・大学教育研究センター
は、引き続き各種の調査・
研究の推進及びその成果に
基づき各学部・研究科の教
育活動改善への支援を実施
していく。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 3



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

58
58-

1

・学生のニーズに合わせ、
「学生生活ガイド」の掲載
内容を見直し、その充実を
図る。

・学生の生活相談には、経済生活（授業料の減免、奨学金、アルバイ
ト、住居）・健康・学籍・履修（追試験、教員免許）・就職活動・遺失
物（落とし物、盗難）・課外活動等があり、取り扱い窓口等を分かり易
く「学生生活ガイド」に記載し、学生に配布するとともに本学ホーム
ぺージにも掲載している。
・昨年度実施した学生生活実態調査に基づき、学生生活ガイド記載内容
の見直しを行った。
・学生生活ガイド記載内容について学内関係先とも協議のうえ、内容の
見直しと充実を図り、3月中に更新版を作成した。
・学生生活ガイドをホームページからのダウンロードを可能にし、在学
生への提供充実を図った。

ウ

・ 「学生生活ガイドの改善」については、これまでも学生を取り巻く状
況等を踏まえ、毎年その内容を中心とした改善を図ってきており、毎年進
捗判断を行ってきた。
・ こういった例年の改善に加え、２０年度は、サイズを手帳サイズとし
て携帯しやすくするとともに内容も大幅に加筆修正し、またカレンダー
（予定表）頁を加え利便性を高めた。さらに、これまで新入生にのみ配付
していたものを、ホームページからのダウンロードを可能にして在学生へ
提供した。以上により、質的に当初予定より大幅に進捗したと判断する。

法人自己評価で妥当

58-
2

・奨学金、授業料減免、ア
ルバイト、保険加入などの
情報の拡充を図る。

・学生ニーズに合わせた情報内容の見直し充実と見直しを随時行った。
・情報内容の更新に合わせて、学生への提供を随時行っていく手法の一
つとして、携帯電話を使用した学内掲示板の運用を4月から開始するこ
とを決定した。

ウ

・ 学生生活にかかる各種情報の提供方法については、常に最新性と正確
性に努めるだけでなく、様々な情報を必要な学生に必要な時に提供できる
よう掲示板での掲示方法の工夫やホームページなどの利用など常に改善に
努め工夫を凝らしてきた。
・ ２０年度は新たに、ほとんどの学生が利用していると考えられる携帯
電話端末を利用した学内掲示板の２１年度当初からの運用開始に向け制度
構築を図った。将来の全学認証システムの活用に向けた大きな一歩である
とともに、従来の掲示という学生の意思に頼ったものとは全く異なり、個
人がどこにいても大学から個別情報を収受できるという新たな情報伝達の
手法の開始であり大幅に進捗したと判断する。

法人自己評価で妥当

60

・学友会と連携して顕彰制
度を充実させ、クラブ･
サークル活動を奨励する。

60

・引き続き、学友会と連携
して顕彰制度を充実させ、
クラブ･サークル活動を奨
励する。

・平成20年4月に従来の育桜会が学友会に統合され、学生の課外活動等
の強化・支援のため課外活動支援事業（育桜事業）として位置づけ支援
を継承している。
・学友会を積極的に支援することで顕彰制度の充実を図り、クラブ・
サークル活動を奨励している。
・平成21年2月18日に学友会顕彰制度により優秀なクラブ・サークル等
の顕彰を行った。

・顕彰団体等の数
⑰16
⑱19
⑲16
⑳13

ウ

・ クラブ・サークル支援については、従来は保護者組織である育桜会が
行ってきたが、２０年４月に学友会に統合され支援を継承していくことと
なった。
・ 本学では従来から育桜会とも連携し支援してきたが、学友会設立後、
育桜会事業については、より基盤が整備され大学・学生を物心両面から全
面的に支援する学友会への統合を提起し、継続して調整を進めてきてお
り、平成２０年度に統合にこぎつけ、当初目標にあるように「学友会と連
携した顕彰制度」の確立が図られることとなった。
・ 具体的には、学友会の「クラブ・サークル支援委員会」に本学教職員
が参画し主体的に活動を奨励することにより、本学の意向や情報が的確に
委員会に反映されることとなった。顕彰制度に関しても、大学と学友会が
一体となって表彰することとなり、より広い視点での選考が可能となり顕
彰の意義や価値を高めひいては各クラブの活性化につなげることができ
た。以上のような大きな進歩により特に進捗していると判断する。

法人自己評価で妥当

62

・学生の定期健康診断受診
率を上げるとともにカウン
セラーの相談体制や健康・
スポーツ研究センター(仮
称)が行うクラブ、サーク
ル活動支援などを充実させ
る。

62-
2

・引き続き、都市健康・ス
ポーツ研究センターでは、
体育会会長として各イベン
トに参加協力するととも
に、体育会系クラブ・サー
クルの顧問を担当するほ
か、積極的に技術指導を行
う。

・センター所長は、体育会会長として、ボート祭、大阪市立大学・大阪
府立大学総合競技大会、三大学体育会などに参加・協力をしている。
・センター教員は、体育会系クラブ・サークルの顧問となっているほ
か、適宜技術指導を行っている。
・H20.12.22に主として本学の体育会系クラブの学生を対象としたセン
ター企画講演会（第1回アスリートの眼差し）を実施した。

ウ

・ 都市健康・スポーツ研究センターの「各イベントへの参加協力」「ク
ラブ・サークルの顧問、技術指導」が目標であるが。これまでから体育会
会長としてボート祭などの学内行事だけでなく、他大学との交流競技大会
等に積極的に参画し、また顧問として体育会系クラブ学生の技術指導等を
行うとともに事故防止に努め、毎年進捗判断をおこなってきた。
・ ２０年度はオリンピックイヤーでもあり、本学出身の出場選手、小林
寛美氏を客員研究員として招聘するとともに、氏を講師としてセンター企
画講演会を開催し好評を博するなど、機に応じた取組を実施した。国際レ
ベルのアスリートを招聘する取組は今後も継続していく予定であり、これ
までの状況と比して大幅に充実したことにより特に進捗していると判断す
る。

法人自己評価で妥当

・学生の生活に関する相談
にきめ細かく対応するため
に、各学年･各学科ごとに
相談担当教員を置き、学生
との定期的な懇談の場を設
けるとともに、奨学金、授
業料減免、アルバイト、消
費生活問題などの情報を、
学内ホームページなどを活
用し、適時に提供する。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 4



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

69

・就職活動を支援するた
め、学友会などの協力を得
ながら、講演会、体験報告
会、会社説明会の実施や、
学生による自主的な専門職
の採用試験研究会の支援な
ど、支援事業をさらに充実
させる。

69-
1

・景気動向ならびに雇用情
勢を踏まえて、ガイダンス
の内容・開催時期を見直し
て実施する。

・平成19年4月から就職担当課長が就任し、大学における就職支援業務
について精査し、大学の方針に基づく一貫した支援業務を実施してい
る。
・平成22年3月卒業予定者への支援を行うとともに、今後の指導方針の
検討を行う。

・各種ガイダンス開催日数・参加者数
⑲32日・2346人
⑳52日・3242人

・合同企業セミナー開催日数・参加企業数・参加者数
⑲38日・437社・3527人
⑳42日・679社・7909人

ウ

・平成19年度から一般公募により採用した就職担当課長が、大学における
就職支援業務について精査し、大学の方針に基づく一貫した支援業務を実
施している。
・平成20年度は企業説明会の開催方法の変更や、学友会主催講座の共催化
などを行うことにより内容の充実を図た。また、夏休み期間中のインター
ンシップ等に対応するため、「自己分析の進め方」のガイダンス実施時期
を従来の後期開催から前期開催に前倒しを行うなど開催時期の見直しを
行った。その結果、各種ガイダンス開催日数・参加者数、合同企業セミ
ナーの開催日数・参加企業数・参加者数とも昨年度を大幅に超える実績数
値をあげていることから、当初目標を大きく上回る成果を上げたと判断す
る。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（理由はNo.66に同じ）

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）学友会、生協との主催のあり方検討が行われたこと
が自己評価の判断基準ということよりも、受講者数、合格者
数がどうなったかなど就職支援の観点から評価されるべき
であり、弁理士の受講者数が減っていること、また合格者
数の把握についても行われるべきと考えるため、「特に進
捗」までは言いがたい。

・大学生協との共催による公務員試験対策講座を平成20年5月下旬から
平成21年3月上旬まで開催。
・学友会との共催による公認会計士講座等を昨年に引き続き開催した。
・本学と大学生協及び学友会との共催によるカレッジTOEIC・TOEFL－
ITPテストを実施した。
・毎月開催の学友会会議に参加し、資格取得支援講座等について検討
し、連携して実施している。
・引き続き、平成22年3月卒業予定者への支援を行うとともに、今後の
指導方針の検討を行った。

・資格取得講座の実施状況、参加者数
・公務員試験対策講座受講者数
⑰119名
⑱95名
⑲110名
⑳122名
・公認会計士講座受講者数
⑰18名
⑱31名
⑲18名
⑳56名
・弁理士講座受講者数
⑰74名
⑱45名
⑲19名
⑳12名

・ 従来から、学友会や生協が中心となって取り組まれる資格取得支援講
座について、大学としても共催という形で関与しその内容充実を図ってき
た。
・ １９年度からの大学就職支援体制の充実により、懸案であった大学側
の就職支援方針を明確にすることにより、従来、不明確であった生協等と
の連携体制について明確化に努め２０年度をもって一定整理できた。
・ そして、新たな連携のもと、特に２０年度は社会的ニーズの高い講座
の広報に積極的に努め、公認会計士資格講座の受講者数の大幅増を得た。
今後の連携講座のあり方の基礎を構築した点で、当初目標に比して内容が
大幅に進捗したと判断する。

・学生に幅広い知識と技術
を習得させ、就職に有利な
状況を作り出すために、平
成１９年度以降、複数の資
格の取得の可能性を検討す
る。

66

・引き続き教育推進本部
は、大学生協、学友会と協
働のもと、資格取得支援講
座等を実施する。

66

ウ

・学友会との共催による公認会計士講座等を昨年に引き続き開催した。
・毎月開催の学友会会議に参加し、資格取得支援講座等について検討
し、連携して実施している。
・引き続き、平成22年3月卒業予定者への支援を行うとともに、今後の
指導方針の検討を行った。

・資格取得講座の実施状況、参加者数
・公務員試験対策講座受講者数
⑰119名
⑱95名
⑲110名
⑳122名
・公認会計士講座受講者数
⑰18名
⑱31名
⑲18名
⑳56名
・弁理士講座受講者数
⑰74名
⑱45名
⑲19名
⑳12名

ウ

69-
2

・継続的に、学友会が開催
する公認会計士・弁理士等
の講座への支援を行う。

・就職支援体制の充実によって、懸案であった大学側の就職支援方針を明
確にすることができ、従来、不明確であった学友会との連携体制について
も明確になった。これにより、これまで学友会単独で実施していた講座
を、大学の方針に基づく内容として共催事業として実施することができ
た。
・特に、20年度は社会的ニーズの高い講座の広報に積極的につとめ、公認
会計士の資格講座の受講者数の大幅増を得た。計画にある「支援」にとど
まらず、より主体的に実施したことに加え、実績もあがっていることから
当初目標を大幅に進捗したと考える。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 5



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

75

・都市研究プラザを設置
し、都市に関する問題を、
研究科を超え、学際的・多
角的にまた国際的な規模で
研究し、成果を公表する。

75-
3

・引き続き、本学において
国際シンポジウムを開催
し、国際的都市研究ネット
ワークの強化を図る。

○ネットワークの強化
　・国際交流基金「創造都市に関するアジアの若手人材養成事業」への協力
　　7／29～8／7
　・延世大学との学術交流協定の締結　2008年8月
　・日韓交流西成スタディツアー（韓国ｿﾙｾﾑ・ｲﾙﾄ) 　10／28
　・延世大学「都市再生研究プロジェクト」研修チームの受入れ10／14～23
　・チュラロンコン大学芸術学部ＤＣ生研修ツアー受入れ 3／15～22
  ・オックスフォード大学との学術交流協定の締結　2009年3月
　・外国人招聘研究者との連携
　　 ｸﾗｺﾌ工科大学、英ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大学、英国ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ、HECﾓﾝﾄﾘｵ-ﾙ
　○国際シンポ等
　・国際ｼﾝﾎﾟ「貧困とｺﾐｭﾆﾃｨ」KOCER（韓国都市研究所）共催 12／16
　・国際ｼﾝﾎﾟ「ﾒﾙﾎﾞﾙﾝｻﾌﾞｾﾝﾀｰ開設記念国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 2／2･3
　・国際ｼﾝﾎﾟ「第7回ｱｶﾃﾞｨﾐｯｸﾌｫｰﾗﾑinｼﾞｮｸﾞｼﾞｬｶﾙﾀ」 2／6
　・国際ｼﾝﾎﾟ「第7回ｱｶﾃﾞｨﾐｯｸﾌｫｰﾗﾑinﾊﾞﾝｺｸ」 2／16
　・国際ｼﾝﾎﾟ「上海・大阪ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾐｰﾃｨﾝｸﾞ」 2／25～27

・国際シンポジウム開催数
⑰－
⑱2回開催
⑲4回開催
⑳5回開催

ウ

・都市研究プラザは本学を代表するG－COE拠点として国際的都市研究ネッ
トワークの強化に積極的に取組んでおり、平成20年度は海外の研究者の招
へい、海外サブセンター活動の推進などに積極的に取り組んだ。
・特に、ネットワークの強化については、昨年までの１大学に加え、延世
大学、オックスフォード大学との学術交流協定を締結し、ネットワークを
大きく推進させた。
・また、開催にあたり、調整・準備に非常に労力を要する国際シンポジウ
ムについても5回（昨年度は4回）開催した。
・さらに、新たにエルゼビア社からの国際ジャーナルの刊行が決定し、中
期計画に定める都市に関する国際的規模での研究の成果を公表する方策も
具体化した。
・通常の活動に加えて新規に取り組んだ事項があり、なおかつ大きな成果
を生んでいることから、質的・量的にも当初目標を大幅に上回る成果を上
げたと判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

77

・２１世紀ＣＯＥによる海
外研究拠点などを都市研究
プラザと連携させる。

77

・平成２０年度は、メルボ
ルン他海外プラザを開設す
る。

メルボルンサブセンター（メルボルン大学）　平成21年2月開設

・海外拠点の設置件数
⑱4ヶ所引継ぎ
⑲1ヶ所設置
⑳1ヵ所設置
　計6ヶ所 ウ

・ 当初目標はメルボルンサブセンターの開設であったが、これにあわせ
国際シンポジウムを開催し、都市研究の海外ネットワークを更に前進させ
た。
・ さらに、２１年度末に予定していたソウルサブセンターについても、
協定締結の協議が大幅に進捗し今夏には設立できる目処がたち、香港サブ
センターを加えてアジア圏での活動の充実が図られることとなった。こう
いった当初予定よりも大きく進んだ状況から特に進捗していると判断す
る。

法人自己評価で妥当

78

・連携大学院を設置してい
る大阪市立の工業研究所、
環境科学研究所、(財)大阪
バイオサイエンス研究所や
大阪市立病院群との共同研
究を推進するなど、大阪市
の有する研究機関等との有
機的連携を促進する。

78-
2

・大阪府立大学との連携に
より文部科学省の委託事業
の一環として実施した、数
学・理科基礎調査の結果等
に基づいて、引き続き大学
教育研究センターにおいて
分析・研究を行う。

・大阪府立大学との連携により文部科学省の委託事業の一環として実施
した、数学・理科基礎調査の結果等に基づいて分析・研究を実施し、そ
の成果の一部は「数学・理科基礎調査の結果に基づくＦＤ研修会」
（H20.4.23）において公表した。

ア
ウ

・ 「数学・理科基礎調査に基づいた分析・研究」という目標であった
が、大阪府立大学との連携による、同調査の結果や分析・研究成果につい
ては、当初予定していた時期より大幅に早く、年度当初に当たる４月末に
はその一部をＦＤ研修会で報告できた。また、全国的な研究会等でも同研
究の成果を報告し、本学の研究力を広くアピールした。以上により、より
早く分析・研究の成果が得られ、かつ全国的に公表したため、より大きな
成果が得られたと判断する。

法人自己評価で妥当

・女性研究者の支援を図る
体制を整備する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

・学内に育児施設を設置す
るための課題について、具
体的な検討を進める。
　また、医学部附属病院の
新院内保育所の安定的な運
用に努めるとともに、利用
時間の延長など、ニーズの
調査等を行う。

・他の大学における育児施設の設置状況調査を実施し、本学に育児施設
を設置するかどうかについての検討を行った結果、平成21年4月に杉本
キャンパスに育児施設を設置する方針を決定した。
その後、保育委託業者を公募し、10月末に業者を選定した。また、学内
保育所となる建物の改修を行うなど保育所開設のための準備を行った。
・阿倍野キャンパスでは、平成20年5月より、従来からの院内保育所を
医学部学舎内に移転、定員等の拡充を実施した。また、新たに病児保育
を開始した。
【拡充内容】
①医学部学舎への移転　②定員10名→15名に拡大
③降所時間17:30→18:00に延長　④一時保育の開始
⑤病児保育の開始　等
　　・21年1月　第7回病児保育小委員会実施
　　・21年3月　第8回病児保育小委員会実施

・阿倍野キャンパス保育所の平均入所者数推移
⑰定員8名　月平均5.9名
⑱定員8名　月平均3.9名
⑲定員10名　月平均6.4名
⑳定員15名（5月より）　　　月平均11.1名

80
80-

2

ア
ウ

・当初計画では、杉本キャンパス内への学内に育児施設を設置するための
課題についての検討であったが、検討の結果、早急に開設すべきという判
断により、平成21年4月からの開設を決定し、財政状況の厳しい中経費を
捻出し、委託業者の決定、建物の改修、利用予定者登録など保育所開設の
ための準備までを行った。
・医学部附属病院においては、「利用時間の延長などニーズの調査等を行
う」という年度計画に対し、開設場所の移転、入所定員の増、降所時間の
延長、一時保育の開始、病児保育の開始といった、利用者のニーズに合わ
せた拡充を図った。
・当初予定より早期に取組んだことに加え、附属病院においては月平均入
所者数も大幅に増えていることから、特に進捗していると判断する。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 6



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

98

・環境問題、絶滅危惧種の
保全などへ積極的に提言す
る。

98-
1

・絶滅危惧植物のリストを
作成し、その保護を行う。

20年12月現在の保存育成している絶滅危惧植物のリストを作成し、日本
植物園協会・植物多様性保全委員会に現状を報告した。同委員会は環境
省に全国の植物園に保存されている状況をまとめて報告した。また、21
年2月18日には市民と協同して絶滅危惧植物を保護する方策を模索し、
市民の保護意識の啓蒙を図るため公開講演会を開催した。

ウ

・理学部附属植物園では環境問題、絶滅危惧種の保全などへ積極的に取り
組んでいるが、平成20年度は保存育成している絶滅危惧植物のリストを作
成し、日本植物園協会・植物多様性保全委員会に報告するなどその保護活
動に取り組んだ。
・さらに、市民と協同して絶滅危惧植物を保護する方策を模索し、市民の
保護意識を啓発するために公開講演会も開催した。
・リストを作成するだけでなく、市民との協同事業を実施したことから、
当初目標を上回る成果を上げたと判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

98-
2

・入場者向け駐車場につい
て、体制の整備を行い、供
用を開始する。

20年2月、駐車場の維持管理に関わるハード面、ソフト面の体制が整っ
たため、20年4月から供用開始。（規模：普通車30台、大型バス3台収容
可）

ウ

・理学部附属植物園では、平成20年度から新たに駐車場を整備し供用を開
始し当初目標を達成した。
・植物園へは交通の便が悪いことや近隣学校等のバスによる団体利用の
ニーズなど、以前より駐車場設置は大きな課題であった。しかしながら予
算の厳しい中実現困難であったが、今回、職員の手作業により大型バスも
複数台駐車できるような広大な駐車場が整備されたものである。
・実績として、年間入園者数も前年度比16.9％増の42,516人となり、駐車
場についても年間3,884台の利用があり、1,963,500円の収入があった。以
上により当初目標を大きく上回る成果があったと考える。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

100

・２１世紀ＣＯＥプログラ
ムなど学外からの支援を得
て形成された研究体制で
あって、本学の特色となる
研究教育拠点と位置づけら
れるものについては、その
評価を踏まえつつ、その維
持発展のための必要な支援
を行う。

100
-2

・文部科学省「戦略的大学
連携支援事業」の活用をは
じめ、大阪府立大学と共同
して産学連携事業を実施す
る。

7月に「府大・市大産学官連携共同オフィス」（本部は府大、分室は市
大、サテライトオフィスは池田銀行内）を開設し、府大・池田銀行と三
者連携会議を通じて、大学発ベンチャー育成のための投融資ファンド等
の検討を開始した。
9月に産学官連携活動の戦略的統括を行う「大阪府立大学・大阪市立大
学産学官連携委員会」を立ち上げた。
10月に「第9回（池田銀行）TOYROビジネスマッチングフェア2008」で府
大と共同出展ブースを出展した。
12月に「環境ビジネスシーズ発表会」（おおさかATCグリーンエコプラ
ザ主催）に共同出展ブースを出展した。
21年1月に「大阪市立大学(OCU)ニューテクガイド2009」に「府大・市大
産学官連携共同オフィス」の相談ブースを出展した。
3月に同オフィスのホームページを開設した。

ウ

・大阪府立大学とは、平成19年度から包括連携協定を締結し、両大学の理
念、特色を活かした連携活動を行っている。平成20年度は、各種シーズ発
表会の共同出展をはじめ様々な機会を活用した出展ブース、相談ブースの
設置など多数の共同取組を実施した。
・また、新たに文部科学省の産学官連携戦略展開事業の戦略展開プログラ
ムとして「府大・市大産学官連携共同オフィス」を開設し、また府大・池
田銀行と三者連携会議を通じて、大学発ベンチャー育成のための投融資
ファンド等の検討、今後の産学官連携活動の戦略的統括を行う「大阪府立
大学・大阪市立大学産学官連携委員会」の立ちあげなどの新規の取組みも
開始するだけでなく、さらに一部ではシーズとのマッチングについても進
みつつある。
・以上により、質的・量的にも当初目標より大きくな成果を上げたと判断
する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

100
-3

・平成19年度に立ち上がっ
た複合先端研究機構におい
て、都市圏における環境の
再生に向けて、理系研究科
横断・融合的な研究を行
い、その成果の社会への還
元を図る。

・「次世代エネルギーの開拓と産業応用」「都市圏の環境保全と地盤防
災のための地下水資源の健全な活用法の構築」「都市圏における環境・
生態系の時空間変動」などの課題を設け、理系研究科横断的研究組織を
構成して研究を開始した。この間2回の国際シンポジウムのほか日韓国
際ワークショップなどを開催し、さらに多くの学術的会議においてその
成果を公にした。
・12月にグリーンエコプラザによる「環境ビジネス発表会」、「太陽光
エネルギーの有効利用」シンポジウム開催により研究成果発表を行っ
た。
・JST事業の「科学技術による地域活性化戦略」に関する調査研究に応
募して採択された。

ウ

・環境問題等が社会で注目される中、都市環境研究を横断的に担う複合先
端研究機構では、多数のシンポジウムやワークショップ、学術的会議にお
いてその研究成果の公表を行い、大きく社会に貢献した。さらにJST事業
の「科学技術による地域活性化戦略」に関する調査研究に応募して採択さ
れている。
・成果の公表のみならず、外部の公募事業にも採択されるなど大きな成果
をあげていることから、当初目標を大きく上回る成果をあげたと判断す
る。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

105

・出張講義、大学での公開
講義、高校教員との意見交
換、研究室見学、全国の高
校への学部情報の発信と情
報収集など双方向的な高校
との連携を、大学コンソー
シアム大阪との連携をも図
りつつ推進する。

105
-3

・引き続き新しい高大連携
のあり方について検討す
る。

文学部において、平成20年度から高校生などを対象とする「文学部を知
りたい人のための市大授業」を実施することとし、4月29日、11月30日
に行った。また学術情報総合センターも、市大授業の参加者の自由見学
を受け入れるなど充実を図った。

・文学部市大授業参加者　2日 12講座 173名受講
ウ

・ 「高大連携のあり方検討」が当初計画であったが、検討にとどまら
ず、文学部における新たな事業展開や、ＦＤシンポジウムにおける高校進
路指導教員による講演など密接な連携を推進する各事業を実施した。
・ さらに各学部に高大連携委員会等を設置して高校からの依頼に対応す
る体制整備を図るとともに、広報担当がイニシアティブをとり高校への広
報を推進するなど、当初目標を上回る成果を上げたと判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）大学コンソーシアム大阪との連携についての記述が
見当たらず、高大連携のあり方についてどのような検討が
なされたのか、今後の方向性に関する結論が得られたのか
が不明瞭。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 7



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

106

・市民を対象とした無料法
律相談所、中小企業支援法
律センターなどの取組をさ
らに推進する。

106

・法学研究科において、市
民を対象とした無料法律相
談を継続するとともに、中
小企業支援法律センターの
取組を引き続き推進する。

学部生が主となって実施している市民を対象とした民事関係の無料法律
相談は、ここ数年減少方向であったが、広報活動（ホームページの充
実、街頭ビラの配布）により平成20年度は件数が増加した。また、法科
大学院の教育の一環として実施している事業主を対象とした中小企業支
援法律センターの無料法律相談は、相談日が週1日となったが件数は増
加しており、件数的には表面化していないが受付できない相談者が出て
きている状況である。

・無料法律相談件数
⑰233件
⑱204件
⑲212件
⑳257件
・中小企業法律相談件数
⑰102件
⑱74件
⑲121件
⑳123件

ウ

・市民を対象とした民事関係の無料法律相談は、近年、市役所などの公的
機関をはじめ、他大学などでも多数開催されるようになってきたことか
ら、ここ数年減少方向にあったが、学生の広報活動（ホームページの充
実、街頭ビラの配布）により平成20年度は件数が増加した。
・また、中小企業支援法律センターの無料法律相談については、予算削減
のため相談日を半減せざるを得ず、相談件数目標についても相当の減少を
見込まざるを得なかったが、実績としては相談件数は昨年度より増加して
おり、受付待ちがでるなど好評を得ている状況にある。以上により、当初
目標を大きく上回る成果があったと判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

111

・公共図書館、専門図書館
等との情報検索や相互貸借
など相互協力を推進し、行
政の情報化及び地域情報化
推進に際し、学術情報総合
センターに蓄積された技術
等のノウハウを移転する。 111

・大阪府立大学学術情報セ
ンターとの相互協力事業の
調整や大阪市立図書館との
相互協力事業の本格実施な
ど、さらなる相互協力の推
進をめざすとともに、大阪
市のＩＴ関連の各種審議会
に参画する。

・平成20年4月：大阪市立図書館との相互協力事業を本格稼働させた。
・大阪府立大学学術情報センターとの相互協力事業を引き続き実施し
た。
・平成21年3月：関西大学と相互協力事業に関する覚書を締結した。
・学術情報総合センターの教員が、大阪市はじめ他の地方公共団体や関
係機関のIT関連の各種審議会等に参画し、情報化の推進に貢献した。

・大阪府立大学との相互利用実績
⑲府立大学学生等の市大利用　95件
　市立大学学生等の府大利用　15件
⑳府立大学学生等の市大利用　366件
　市立大学学生等の府大利用　22件
・市立中央図書館との相互利用実績
⑳市立中央図書館の図書を市大で利用　111件
　市大学術情報総合センターの図書を市立中央図書館で利用　73件（文
献複写28件を含む）

ウ

・ 「大阪府立大学との相互利用の調整、市立図書館との相互協力事業」
などが当初目標であったが、従来からの大阪府立大学との相互利用実績を
大幅に増加させたこと（110件→388件）や市立図書館との相互協力事業を
本格稼動させた。
・ これに加え、関西大学も含めた三大学連携による相互利用事業も年度
内に覚書を交わし、２１年度から本格実施できることとなり、当初予定に
比して質量とも大幅に推進できたと判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）市立図書館との相互協力事業を本格稼動させた点
は評価するものの、大阪府立大学との相互利用に関しては
府立大学学生等の市大利用実績と市立大学学生の府大利
用実績にギャップがあり、改善を要する。

117

・大阪市等の生涯学習担当
部局等と共同で生涯学習関
係講演会の開催を推進す
る。

117

・文化交流センターは、生
涯学習関係講演会の開催を
引き続き推進する。

市立総合生涯学習センター・本学連携講座として「情報時代の生き方～
私たちの暮らしはどう変わるのか～」を、2月18日～3月4日全3回にて開
講した。80名の募集に対し、150名の応募があった。

・生涯学習等関係講演会の開催状況
⑰3回
⑱3回
⑲3回
⑳3回（延べ114人）

ウ

・ 市立総合生涯学習センターとの連携講座については、従来より内容等
双方綿密に協議し毎年受講者数の増を図ってきた。
・ 大阪市の厳しい状況の中、２０年度については市立総合生涯学習セン
ター側の予算削減という事態となり、事業の存続すら危ぶまれたが、調整
を重ね、講師謝礼無償化という画期的な新たな取組モデルで実施にこぎつ
けた。また、受講者数についても大幅な増となり（18年度47人→19年度58
人→20年度114人）今後の事業展開に弾みがつき、大幅に進捗していると
判断する。

法人自己評価で妥当

119

・住民相互の学習の促進を
図るなど、多様な生涯学習
支援の方法を検討する。

119

・文化交流センターは、生
涯学習支援の方策を引き続
き検討する。

・平成20年5月センター企画講座では、「商都大阪の近代建築で学ぶ金
融と環境」と題し、講義だけでなく、会場となった市内の近代建築物の
見学・解説も併せて行ない、市民への提供内容の多様化と充実を図っ
た。（2008年サミット財務大臣会議大阪推進協力委員会共催）
・上記5月講座を皮切りとして、文化交流センター企画講座（5月講座、
11月講座）を、当センター定期講座としては初めて有料講座を実施し
た。（1回500円）

・有料講座のべ受講者数、受講料収入額
⑳のべ937人、468,500円

ウ

・ 生涯学習支援の方策についての検討は従前より継続して行い、ニーズ
に応じた講座内容の改革や広報の充実を行い、年々進捗を図ってきた。
・ 大学運営の厳しい状況を踏まえて、今年度は年度当初より企画講座の
内容の充実とともに新たな外部資金獲得の方策について検討をすすめ、は
じめて企画講座の有料化に取り組み、事業の財源の一部を確保した。
・ また、２００８年サミット財務大臣会議大阪推進協力委員会共催で企
画講座を実施し、定員の約２倍の応募があるなど大きな成果をあげた。以
上により質的に大幅に事業が推進できたと判断する。

法人自己評価で妥当

121

・社会人学生に対して選抜
方法（入試）、履修指導・
研究指導などについてのき
め細かな対応を行う。

121

・長期履修学生制度の平成
２１年度実施に向けた準備
を行う。

・H20.7.28開催の教育研究評議会等において長期履修規程等が承認され
た。
・各研究科において検討を行った。法・医・生活科学の各研究科におい
て平成21年4月から導入を開始。

No.17と同じ

・学生数
⑰117名
⑱ 96名
⑲100名
⑳ 89名

ア
ウ

・ 長期履修学生制度の規程を策定し各学部・研究科での実現へ向けての
年度内の基盤整備が当初目標であったが、年度当初からの集中した議論に
より、早期（７月）に規程整備が整ったことを受けて、文系・理系あわせ
て３研究科において２１年度当初から実施できることとなった。加えて、
別途新たな社会人教育の取組を２１年度から、法学研究科や経営学研究科
において具体化できることとなり、当初目標を大幅に上回る成果を上げた
と判断する。

法人自己評価で妥当

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 8



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

122

・市民の健康増進のために
健康・スポーツ・身体運動
に関連した公開講座を開設
する。

122

・都市健康・スポーツ研究
センターは、引き続き公開
講座を実施していく。

・H20.7.4に第4回健康・スポーツ科学セミナーを実施した。
・H20.12.22に都市健康・スポーツ研究センター企画講演会を実施し
た。
・H21.1.16に第5回健康・スポーツ科学セミナーを実施した。

･公開講座の実施状況
⑰－
⑱48名
⑲38名  56名
⑳63名

ウ

・ 「公開講座の実施」が目標であり、スポーツ科学セミナーを２回実施
したことにより当初目標は達成できたと考える。
・ ２０年度はオリンピックイヤーでもあり、本学出身の出場選手、小林
寛美氏を客員研究員として招聘するとともに、氏を講師としてセンター企
画講演会を開催し好評を博するなど、機に応じた取組を実施した。国際レ
ベルのアスリートを招聘する取組は今後も継続していく予定であり、これ
までの状況と比して大幅に充実したことにより特に進捗していると判断す
る。

法人自己評価で妥当

126

・新産業創生研究センター
は、産業界のニーズに呼応
する共同研究を積極的に展
開し、新事業、新産業の創
出を支援する。

126
-2

・NEDOフェロー（産業技術
フォローシップ事業）の導
入の検討をはじめ、新産業
創生研究センターの組織の
活性化を図る。

NEDOフェローへの応募は不採択であったが、4月に独立行政法人工業所
有権情報・研修館より大学知的財産アドバイザー1名の派遣受け入れを
行った。
「産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）」の予算で産学連携
コーディネーターを新たに2名採用した。

ウ

・新たに大学知的財産アドバイザー事業、産学官連携戦略展開事業に採択
されたことにより、大学知的財産アドバイザー1名の派遣を受け入れると
ともに、産学連携コーディネーターを新たに2名採用するなど、体制の大
幅な強化により組織の活性化を図った。
・大学全体の経費縮減と人員削減の中、外部の公募型事業の採択により要
員の大幅増を図ることができたため、当初目標を大きく上回る成果を上げ
たと判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

136

・都市研究プラザは、地域
社会に溶け込んだ活動を通
じて都市に関する学術的研
究と政策的研究を推進し、
地域社会への提言を行うこ
とにより、都市・大阪のシ
ンクタンクとしての役割を
果たす。

136
-2

・平成１９年度に立ち上
がった複合先端研究機構に
おいて、都市圏における環
境の再生に向けて、理系研
究科横断・融合的な研究を
行い、その成果の社会への
還元を図る。

・「次世代エネルギーの開拓と産業応用」「都市圏の環境保全と地盤防
災のための地下水資源の健全な活用法の構築」「都市圏における環境・
生態系の時空間変動」などの課題を設け、理系研究科横断的研究組織を
構成して研究を開始した。この間2回の国際シンポジウムのほか日韓国
際ワークショップなどを開催し、さらに多くの学術的会議においてその
成果を公にした。
・JST事業の「科学技術による地域活性化戦略」に関する調査研究に応
募して採択される。その調査に基づき、大阪市が強化する産業分野及び
その海外の動向の分析・調査に着手した。

ウ

・環境問題等が社会で注目される中、都市環境研究を横断的に担う複合先
端研究機構では、多数のシンポジウムやワークショップ、学術的会議にお
いてその研究成果の公表を行い、大きく社会に貢献した。さらにJST事業
の「科学技術による地域活性化戦略」に関する調査研究に応募して採択さ
れている。
・成果の公表のみならず、外部の公募事業にも採択されるなど大きな成果
をあげていることから、当初目標を大きく上回る成果をあげたと判断す
る。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

・関西経済連合会、関西経
済同友会、大阪商工会議所
などの経済団体や、近畿経
済産業局、大阪市経済局、
大阪産業創造館や大阪ＴＬ
Ｏとの連携強化の方策につ
いて取りまとめる。

・関西経済連合会、関西経済同友会、大阪商工会議所等の経済界や近畿
経済産業局や大阪府立大学等大学と連携して、4月7日に「食の知の拠点
形成懇談会」を立ち上げ、「食の知の拠点グランドデザイン(案)」を協
議し、その成果として本学、大阪府立大学、同志社大学、関西大学が連
携し、文部科学省の戦略的大学連携支援事業に応募した。採択には至ら
なかったが引き続き検討会を開催し協議している。
・本学と大阪産業創造館が連携して年数回「オープンラボ」を開催し、
毎年1月に共同で「大阪市大ニューテクガイド」を開催して本学のシー
ズを民間企業に紹介している。
・大阪ＴＬＯについては、ＴＬＯの今後のあり方を検討するために「大
阪TLO推進連絡会議」及び「大阪TLOあり方検討WG」を立ち上げ、他大学
や関係官庁、関係自治体と連携し、その強化策を検討している。
・「大阪TLO推進連絡会議」及び「大阪TLOあり方検討WG」において大阪
ＴＬＯの今後のあり方を検討し、21年度以降の大阪ＴＬＯの事業形態を
確定した。
・大阪商工会議所、大阪府、大阪市、堺市、大阪大、大阪府立大、市立
工業研究所等と連携して、文科省・経産省の事業である地域中核産学官
連携拠点事業に「大阪グリーンエネルギーインダストリー拠点」として
21年3月末に共同申請した。
・関経連、大阪商工会議所、大阪府、兵庫県、大阪市、神戸市、大阪
大、神戸大、大阪府立大、兵庫県立大、大阪バイオサイエンス研究所等
と連携して、文科省・経産省の事業であるグローバル産学官連携拠点事
業に「関西バイオメディカルクラスター」として21年3月末に共同申請
した。

134

・関西経済連合会、関西経
済同友会、大阪商工会議所
などの経済団体や、近畿経
済産業局、大阪市経済局、
大阪産業創造館や大阪ＴＬ
Ｏとの連携強化を図る。

134
-1

・大阪ＴＬＯについてはその存続も含めて検討されていることから、単な
る連携ではなくてその在り方に踏み込んで検討し一定の方向性を見出し
た。
・また新たに、これまで関西では類例を見ない、自治体、大学、経済会の
連携を伴う文科省の産官学連携拠点整備事業に申請を行う（当該申請は平
成21年度に採択が決定されている）など、連携強化策の取るまとめにとど
まらず実際に連携事業を実施するに至っているため、当初目標を大きく上
回る成果を上げたと判断する。

ウ

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 9



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

140

・韓国の全南大学、中国の
上海財経大学との共同研究
プロジェクトを平成１８年
度以降推進するとともに、
東南アジアや南太平洋地域
を中心とした開発途上国な
どに対する教育支援プログ
ラムや、技術援助など国際
活動に参加する。

140
-2

・新規ＪＩＣＡ研修に向け
ての予備交渉を進める。

ＪＩＣＡの研修を実施。6月30日～9月1日に中東地域より5名の研修員を
受け入れ、「太陽光エネルギー発電技術コース」の研修を行った。

イ
ウ

・JICA研修については、研修用カリキュラム・テキストの作成、担当講師
などの内部調整、設備備品の準備など、非常に労力を要するため、当初計
画では「予備交渉を進める」ことを想定していたが、予備交渉並びに事前
受入準備を完了し、平成20年度中に研修員の受け入れまでを行った。
・研修参加者に対しては、担当教員と大学院学生が日常生活を含めて懇切
丁寧な対応を行い、宗教的配慮の必要な国々から参加された研修員からも
大変好評を得た。
・また、ＪＩＣＡの研修担当者からは、全て英語のテキストを用意するな
ど他大学に比して研修内容が非常に充実しているとの評価も得ていること
から、当初目標を大きく上回る成果を上げたと判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

141

・本学法学研究科とドイ
ツ・フライブルク大学との
間で相互に展開されてきた
日独シンポジウムをさらに
発展させる。

141

・法学研究科は、ドイツ・
フライブルク大学との日独
シンポジウムをフライブル
ク大学で開催する。

平成20年度に予定されていた日独法学シンポジウムの開催に向け、ドイ
ツ・フライブルク大学法学部スタッフとも連絡を密にしながら、準備と
研究に努力を注いできた。平成21年2月18日から21日までにドイツのフ
ライブルク大学にて「法発展にとっての法解釈学（Rechtsdogmatik）の
意義」というテーマで第7回目の同シンポジウムが開催された。

ウ

・ 日独シンポジウムの開催が目標であり、基本的な目標は実施すること
により達成できた。
・ さらに、このシンポジウムの開催にあたっては、事前に日独双方で研
究組織を立ち上げ、相互の連携も密接に行われ、多大な時間と労力をかけ
た事前準備が行われた。その成果として、きわめて質の高いシンポジウム
となり、言葉の壁をこえた活発な議論がなされ大きな成果を得た。
・ 加えて、今回の成果を踏まえて次回のシンポジウム開催への準備も双
方で開始するなど、当初予定していた内容を超えて大きく進捗したと判断
する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）「シンポジウムの質が高かった」、「大きな成果を得
た」という点について、来場者の声やアンケート等の裏づけ
がないと従来の開催に比して「特に進捗している」と評価す
るのは難しい。

144

・留学生の受入れにあたっ
ては、学内共同利用施設の
外国語（英語、中国語、朝
鮮語）版の案内やホーム
ページ作成など、国際化対
応サービスを平成２０年度
を目途に充実する。

144

・「外国人留学生のしお
り」を全文英訳を行うとと
もに、ホームページの留学
生向け案内を英語版に翻訳
する。

・昨年度、主要部分の3カ国語翻訳を行った「外国人留学生のしおり」
の全文英訳を行い、日本語版、3カ国版、英語版として、留学生等に提
供している。
・全文英訳した「外国人留学生のしおり」をもとに、留学生向けホーム
ページの英語訳を行った。

ウ

・ 「しおり」や「ホームページの英訳」という目標であったが、「しお
り」については英語版だけでなく、３カ国語版を作成し、様々な国の留学
生に配慮した。またホームページ英語版についても、単に英訳するだけで
なく、内容を一新し留学希望者にもわかりやすいものに充実させた。以上
により、当初目標より高い質の成果が得られたと判断する。

法人自己評価で妥当
（意見）留学生向けホームページの一層の充実を期待した
い。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

137

・国際的に共通する都市の
課題について本学独自の研
究に取り組む。

・都市研究プラザは、国際
的に共通する都市の課題に
ついて、G-COE事業推進を
通して、本学独自の研究を
進める。

・国際ジャーナルの発行準備
 ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ社から「City，Culture＆Society(CCS)」を2010年から年4回発行。
その前段としてｴﾙｾﾞﾋﾞｱ社発行の「Cities特集号」として、2009年9月発行
予定で作業中。
・刊行物
 URP GCOE DOCUMENTの発行
 ・Ｎｏ.3「世界創造都市ﾌｫｰﾗﾑ2007」（日本語版／英語版）
 ・Ｎｏ.4「ゼミナール都市　再生と創造」（日本語版／英語版）
 レポートシリーズの発行
 ・No.1「The Forefront of Support for the Homeless, Winter 2008」
 ・No.2「The Forefront of Support for the Homeless, Spring 2008」
 ・No.3「A Workshop on Social Inclusion and Cultural Creativity」
ニューズレターの発行
 ・第1号（2008年11月）
 ・第2号（2009年2月）

○G-COE事業による研究推進
　・四天王寺と都市大坂研究会　(月1回開催)
　・近世大坂研究会　(随時開催)
　・比較都市文化史研究会　(随時開催)
　・大阪型近代長屋スポット保全研究会　(随時開催)
　・Ａ＆Ａ（アートとアクセス）研究会　(随時開催)
　・社会包摂ユニット研究会　（月1回開催）
　・こりあんコミュニティ研究会　(随時開催)
　・アートマネッジメント研究会　(月1回開催)
　・上田貞治郎古写真ｱｰｶｲﾌﾞ編纂室研究会　(随時開催)
○都市問題研究の推進　（７件）
○重点研究の推進　（１件）
○外部資金による研究　（文科省科研：６件、新学術領域研究２件）
　
○国際ジャーナルの発行準備
ｴﾙｾﾞﾋﾞｱ社から「City，Culture＆Society(CCS)」（仮題）を2010年から年4回
発行。その前段としてｴﾙｾﾞﾋﾞｱ社発行の「Cities特集号」として、2009年9月
発行予定で作業中。

平20：都市問題研究（プラザ所管）
18～20年度事業 1件
19～21年度事業 2件
20～22年度事業 4件
  計　7件

137 ウ

・都市研究プラザは本学を代表するG－COE拠点として、国際的に共通する
都市の課題についての研究を積極的に進めており、平成20年度も取組実績
に示したような多種多様な事業に取組み、計画を進捗させてきた。
・加えて２０年度は、世界的な国際学術出版会社であるエルゼビア社から
の国際ジャーナルの刊行が認められ、本学の研究成果を広く世界に発信で
きる基盤を整備したことは、次年度以降の本学都市研究の推進に大きな役
割を果たすこととなることから、質的・量的にも当初目標を大幅に上回る
成果を上げたと判断する。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 10



法人の自己評価の妥当性の確認について 資料１－２

中
NO 中期計画

年
NO 平成20年度年度計画 平成20年度取組実績 ①基準 ②　①の判断理由 備　　　考

145

・学生交流のためのボラン
ティア組織への支援を拡充
する。

145
-2

・留学生向けの行事につい
て、日本人学生と留学生と
の相互理解を深める方策を
学友会と引き続き協議し、
その充実を図る。

・本学が行っていた「留学生のつどい」「新入留学生歓迎交流会」に学
友会の支援を得、協力・共催という形で実施した。
・平成19年度から実施している「日帰り研修会」に今年度から学友会か
ら支援を得、実施した。
・平成20年12月16日に「旧留学生のつどい」を内容を充実のうえ「学生
国際交流会」として学友会と共催として実施した。
・平成21年度の「新入留学生歓迎交流会」の実施方法等について学友会
と協議し、共催とすることとした。

・留学生のつどい参加者数
⑰
⑱121名
⑲200名
⑳202名
・新入留学生歓迎交流会参加者
⑰74名
⑱56名
⑲76名
⑳90名

ウ

・ 「留学生交流の学友会との協議と充実」について、学生の国際交流を
推進している学友会との協議という枠を超え、これまで本学主催で行って
いた「留学生のつどい」を「学生国際交流会」として、と共催で実施する
ことにより、単に留学生のみの交流の場であったものが、留学生と日本人
学生双方の交流の場へ大きく飛躍した。加えて、学生だけでなく、学友会
や振興会等他の支援組織や教職員、ＯＢ等の参加もあり留学生および相互
交流が行われるなどの相乗効果も得た。
・ 学友会との連携については、上記交流会だけでなく、「新入留学生歓
迎交流会」の共催、「日帰り研修」への学友会からの支援など、これまで
以上に密接な連携協力のもと実施し、大幅な質的充実が図られたと判断す
る。

法人自己評価で妥当

153

・地域における基幹病院と
して、平成２１年度以降地
域医療機関との医療連携や
交流を更に積極的に展開・
充実する。
　特に、大阪市立病院群を
はじめとする医療機関との
診療・教育・研究における
連携を強める。

153

・医療機関情報院内配信シ
ステム整備の調査・検討を
行うとともに、病院情報誌
の発行及び地域連携パスモ
デルを作成する。

・医療機関情報の病院内配信について調査・見当にとどまらず収集体制
を確立させることができ、逆紹介等の院内ニーズに応えることができて
いる。また、診療科別のニーズに合わせた案内文等を配布する場合にも
活用することができる。
 (詳細情報登録件数　病院552施設、診療所3600施設、訪問看護ステー
ション336施設)
・乳がんの抗がん剤地域連携パスを21例実施した。
・周術期栄養連携パスの試行運用を3例実施した。
・さらに肝疾患診療連携拠点病院の認定を受け、国からの補助金を活用
し、肝疾患診療連携医療機関の情報を収集すると共に大阪府の5大学病
院と連携した情報誌「おおさか肝疾患ネットワーク」を発行することが
決まった。
・最新版の病院情報誌(第4版)のレイアウト等は完成しており、各診療
科の最新の情報を集約するだけとなっている。

ウ

・医療機関情報の収集体制を確立させることができ、逆紹介や診療科別の
ニーズに合わせた案内文等を配布する場合等に活用することができるよう
になった。 (詳細情報登録件数　病院552施設、診療所3600施設、訪問看
護ステーション336施設)
・地域連携パスモデルとして、乳がんの抗がん剤地域連携パスを21例を実
施し、周術期栄養連携パスについては、試行運用として3例実施してい
る。
・肝疾患診療連携拠点病院の認定を受け、国からの補助金を活用し、肝疾
患診療連携医療機関の情報を収集すると共に大阪府の5大学病院と連携し
た情報誌「おおさか肝疾患ネットワーク」を発行することが決まるなど、
中期計画上の取組についても大きく進捗している。
以上により、当初計画を大きく上回る成果を上げていると判断する。

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

187

・継続的な施設の点検と評
価を行い、全学的視点で効
果的なスペース配分など施
設の有効活用を推進する。

187
-2

・キャンパス整備計画検討
委員会を設置し、キャンパ
ス整備の将来計画及び施設
の有効活用を検討する。

・キャンパス整備計画検討委員会を開催し、キャンパス整備の将来計画
及び施設の有効活用を「キャンパスプラン２００８」に取りまとめた。

・委員会開催日
　・H20.4.30　第2回
　・H20.5.28　第3回
　・H20.6.25　第4回
　・H20.7.23　第5回
・キャンパスプラン２００８
　・H20.8.12　 執行役員会
　・H20.9.22   教育研究評議会
　・H20.10.27  教育研究評議会
　・H20.11.11  執行役員会 承認
　・H20.11.17  教育研究評議会 承認

ア
ウ

・ 「キャンパス整備計画検討委員会を設置し、将来計画等を検討する」
としていた当初計画について、検討にとどまらず将来予定していた計画の
策定について「キャンパスプラン２００８」として早期に取りまとめ、学
内機関会議で決定した。予定より早期に計画策定まで行ったことにより特
に進捗していると判断する。

「特に進捗している」ではなく「進捗している」が妥当
（意見）「キャンパスプラン２００８」のホームページや学内広
報への公開を検討されたい。

162

事務局としては、「特に進捗している」ものとご判断いただい
ても良いと考えております。

法人自己評価で妥当

・平成18年度に設置した産学官連携推進委員会のもと、連携にかかる外
部への活動と、契約の精査、手続を含めた内部体制の充実を徹底した。
具体的には、①教員を中心としたリエゾン活動の周密化
　　　　　　②共同研究の受け入れ体制の整備　　である。
①については、事業課より教員にアプローチし、直接ヒアリングするこ
とにより、研究分野を調査した。その結果得たシーズを体系的に把握す
ることで、共同研究へのマッチングへとつなげた。また、研究者と情報
を共有しながら共同研究先と契約の交渉を進めることで、研究者の知的
財産と権利を確保することを周知し、さらなる研究の発展へとつなげ
た。
②については、共同研究についての一連の手続をフローチャート化し、
文書にて手順を説明することにより、手続の明確化と迅速化を図った。

・共同研究契約（平成21年3月末現在）
件数
⑰21件
⑱21件
⑲29件
⑳36件
金額
⑰ 92,871,612
⑱ 71,765,264
⑲ 77,725,791
⑳108,736,189
知的財産の創出
⑲１件

・引き続き、共同研究を基
本とし、健康・予防医学研
究の推進として、医薬品、
食品等も含んだ特色ある研
究体制、治験体制を充実さ
せる。

・都市・大阪の観点から、
健康・予防医学研究の推進
として医薬品、食品等も含
んだ特色ある研究体制・治
験体制を充実させる。ま
た、産官学の連携による共
同研究やトランスレーショ
ナルリサーチを推進し、充
実させる。

162 ウ

・産学官連携推進委員会のもと、教員を中心としたリエゾン活動の周密
化、共同研究の受け入れ体制の整備などを行い、連携にかかる外部への活
動と、契約の精査、手続を含めた内部体制の充実を図った。
・その結果、共同研究契約件数、金額とも昨年度より大きく増加している
ことから、大きな成果を上げたと考える。

①基準欄

ア　当該年度中に予定より早期に実施した場合

イ　中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合

ウ　成果の質、又は量が当初の目標を上回る場合 11



法人の自己評価の妥当性の確認について（法人自己評価「進捗している」及び「おおむね進捗している」） 資料１－２（別紙）

18

・経営学研究科の社会人特別プ
ロジェクトや経済学研究科の社
会人を対象とした大学院教育の
実績を踏まえ、社会人教育の活
性化の観点から、経営又は会計
の分野における本学独自の専門
職大学院のあり方や、産業構造
の変化と技術革新に対応できる
専門知識・技術を身につけた人
材を育成するための理系をも含
めた多様な専門職大学院のあり
方について、検討を進める。

18-1

・経営学研究科と経済学研究科
での専門職大学院についての協
議を継続する。

専門職大学院は、専任教員の純増を前提としており、専任教員の純減が急速に進行したため、
実質的な検討を中断している。経営学研究科においては、特任教員を利用しながら、現状の人
員で可能な、社会人プロジェクトの改革案を作成した。

おおむね進捗している

大学からの説明によると、専門職大学院は教員確保の問題により、実
施は困難であり、現行の体制で対応可能な新たな社会人大学院を検討
したということであれば、当初の計画に対しては、「実施にあたっての課
題がある」として評価し、代替案については別途評価するということが
素直ではないか。

44

・学生の学習をサポートするた
め履修案内等の学習に必要な情
報の通知にＩＴを活用する。

44

・大学のＩＴ化（情報）計画及
びＩＴ化にかかる規則、導入・
運用方法等について必要なルー
ルを検討し策定する。

・大学の様々な情報のＩＴ化にかかる全体的な計画や必要なルール等を検討し策定することと
なっていたが、以下のとおりの個別の取り組みにとどまった。
　・学務企画課が主体となって携帯電話を使用した休講情報の提供開始（平成20年11月)
　・ＷＥＢ履修を実現させるための方法検討（予算要求）

おおむね進捗している

209

・学術情報総合センターは教務
事務システム等、大学が行う各
種情報システムの構築に参画
し、助言、指導を行う。

209-
2

・全学認証システム等の基盤シ
ステムについて、職員課ＩＴ担
当と協力してシステム開発に当
たる。

・全学認証システムの導入状況等について、他大学調査を行った。
・全学認証システムについて、最新技術等の情報入手に努めた。

進捗している

80

・女性研究者の支援を図る体制
を整備する。

80-3

・女性研究者の要望を集約し、
その結果を研究推進本部におい
て公表しつつ、今後の支援策に
ついて検討する。

・H20.11.19開催の研究推進本部会議において女性研究者要望調査の内容の検討を行い12月に
調査を行った。
・1月中旬に調査を締め切り、研究支援課で集約の後、H21.3.6研究推進本部会議において集約
結 果 を 取 り ま と め 、 次 年 度 以 降 の 支 援 策 を 検 討 向 け 準 備 が 整 っ た 。 進捗している

計画上の支援策の検討にはいたってないことからすると「進捗してい
る」と言ってよいのか。

105

・出張講義、大学での公開講
義、高校教員との意見交換、研
究室見学、全国の高校への学部
情報の発信と情報収集など双方
向的な高校との連携を、大学コ
ンソーシアム大阪との連携をも
図りつつ推進する。

105-
5

・大阪府教育委員会が実施す
る、教員を対象とした「土曜自
主講座」において、大学コン
ソーシアム大阪と連携し、講座
を提供する。

土曜自主講座については、府教委が実施しなかった。教員免許状更新講習の担当を決め、実施
に向けて、実施委員会を立ち上げて準備を行い、文部科学省へ申請を行い、受講受付を開始し
た。

おおむね進捗している

教員免許状更新講習は、教員を対象とするが、計画とは関係ない事項
なのではないか。
府教育委員会が実施しなかったというのが、実施できなかった理由とい
うことであれば、率直に評価すべきではないか。

115

・より専門的な研究成果を市民
に還元するために、平成１９年
度を目途に公開講座の充実を図
るとともにエクステンションプ
ログラム等の検討を行う。 115-

1

・文化交流センターは、現行の
公開講座等について引き続き点
検し、統一的視点からの再編に
努める。

20年度
公開講座99回、のべ受講者数7866人

・開講回数、延べ受講者数
⑰123回、12,855人
⑱106回、11,601人
⑲ 93回、9,331人
⑳ 99回、7,866人

進捗している

年々、回数、受講者数が減少するなかで、既存公開講座の統一的視点
からの再編を検討したのかが明らかではない。

116

・地域の科学技術の振興と市民
の科学への関心を高めるため、
ホームページで科学に関する相
談窓口を設置する。

116

・理学研究科において、相談を
受け付け回答するためのコン
ピュータシステムを検討し、
テーマを絞った相談窓口を試行
的に開設する。

試行的な開設に向けホームページの雛形を作成し，開設に向けての検討を行ったが，実施する
には問題点があり，問題点をクリアする必要がある。ホームページの開設を含め，地域の科学
技術の振興と市民の科学への関心を高めるための他の方策についても検討した。

おおむね進捗している

年度計画上の相談窓口の開設については、問題点があると考え、他の
方策に変更するならば、評価としては「実施にあたって課題」となるので
はないか。

118

・学術情報総合センターの図書
市民利用制度を平成２０年度ま
でに拡充する。 118

・具体的な「新図書市民利用制
度」の実施要項の項目を検討
し、「図書市民利用制度」の必
要な拡充を行う。

・図書市民利用制度の対象者について検討を行い、大学院修了生に対する利用サービスの具体
案を作成した。
（新制度の実施に向け、今後、大学院修了生に対する利用サービスの具体化を図り、平成21年
度下半期にサービス開始を行う予定である。）
・医学分館における図書市民の利用範囲について検討を行った。

進捗している

年度計画は制度の拡充であり、新制度の実施が２１年度にずれるなら
ば、手順による評価としては「おおむね進捗」ではないか。

いずれも財源確保が不可欠の課題である。

（No.44）中期計画と年度計画の内容にかなりの差異がある。

（No.209-2）当初スケジュールでは、Ｈ２０には財源の見通しを立てたう
えで、全学認証システムの早期導入を図る予定であったが、財源の目
途が立たず個別システムの導入にとどまったということであるならば、
手順で言えば「進捗している」とは言えず、「おおむね進捗」ではない
か。

（Ｈ２１年度文科省補正予算により、財源の見通しは立った。）



法人の自己評価の妥当性の確認について（法人自己評価「進捗している」及び「おおむね進捗している」） 資料１－２（別紙）

125

・インターネットを利用した
「誰でも、いつでも、どこでも
学習」を実践できるシステムの
構築をめざし、平成１９年度を
目途に検討を行う。 125

・平成１９年６月に設置した
「ＩＴ化検討委員会」における
ＩＴ化の課題等の再精査の結果
に基づいて今後検討を行い、更
に充実したインターネットを利
用した学習システムを構築して
いく。

・平成14年度からインターネット講義を開催している。
・英語教育開発センターのイングリッシュカフェ(自習室)において、TOEICの自学自習システム
を開設している。

・インターネット講義科目数・受講者数
⑰2科目27名受講
⑱1科目21名受講
⑲2科目25名受講
⑳3科目33名受講

進捗している

取組実績は従来の事業を記載しており、年度計画上の新たな学習シス
テムの構築はなされていないのであれば、「進捗」の評価はしがたいの
ではないか。

130

・測定・解析、装置制作等に関
わる外部からの依頼の受入れを
拡充することにより、産学連携
の促進を図る。

130

・研究推進本部及び理系研究科
は、測定・解析、装置制作等に
関わる外部からの依頼の受入れ
拡充の方策をまとめる。

・11月17日の教育研究評議会においてキャンパスプラン２００８が決定されるとともに、平成
25年までに理系学舎・実験棟が建設され、理系共同実験室が整備されることとなった。これに
伴い大型実験施設及び共同利用研究施設の集約化が可能となり、それを運営する組織の一元的
管理体制を検討することが可能となり、併せて共同利用促進のために学外決裁システムの開発
が必要となり、その体制の検討に入った。

進捗している

年度計画とは異なる取り組みに変化していると思われるため、「進捗」と
する評価でよいのか。

138-
2

・引き続き、国際的な研究支援
のための体制の構築を検討し、
体制（案）を策定する。

・都市研究プラザにおいて、引き続き以下のような都市研究・都市政策の国際的ネットワーク
を構築し事業を展開している。
・国際交流基金「創造都市に関するアジアの若手人材養成事業」への協力　　7／29～8／7
・延世大学との学術交流協定の締結　2008年8月
・日韓交流西成スタディツアー（韓国ｿﾙｾﾑ・ｲﾙﾄ) 　10／28
・延世大学「都市再生研究プロジェクト」研修チームの受入れ10／14～23
・チュラロンコン大学芸術学部ＤＣ生研修ツアー受入れ 3／15～22
・オックスフォード大学との学術交流協定の締結　2009年3月
・外国人招聘研究者との連携
　　 ｸﾗｺﾌ工科大学、英ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ大学、英国ﾐｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ、HECﾓﾝﾄﾘｵ-ﾙ
・都市研究プラザの海外サブセンター（上海、バンコク、ジョグジャカルタ、ロサンゼルス、
香港、メルボルン）での活動

進捗している

事業の実施についての記述であり、年度計画上の達成については「進
捗」でよいのか。

205

・新たな長期計画を策定しホー
ムページ等で公表する。

205

・中期目標・中期計画の達成状
況を踏まえて、新たな長期計画
について検討する。

社会情勢が短期間でめまぐるしく変化する現状では、中期目標・中期計画を上回る長期の計画
策定はそぐわないとの判断により、「計画」ではなく「大学憲章(仮称)」の策定について検討
を行うものとし、21年3月教育研究評議会において「大阪市立大学憲章起草委員会」の設置につ
いて了承された。

進捗している

「長期計画」を「大学憲章」と、趣旨としては合致する部分があるかもし
れないが、計画における「長期計画」と「大学憲章」との間には、違いが
あるのではないか。中期計画期間に「長期計画」は策定しないという判
断であるならば、長期計画を検討するという計画に対しては、評価とし
ては「実施にあたって課題がある」と整理し、別途「大学憲章」について
評価すべきではないか。

138-
1

・国を越えて活躍できる人材の
育成と、国際的な相互理解、情
報の交流による研究ネットワー
クの形成のために、外国の提携
先大学との共同研究について、
研究科の実情に配慮しつつ、平
成２０年度までに検討する。

138

事業の実施についての記述であり、年度計画上の達成については「進
捗」でよいのか。

進捗している

下記の大学と大学間学術交流を行った。
・上海市大学　研究者派遣5人受入5人、学生派遣9人
・サンパウロ大学　研究者派遣1人
・ サ ン ク ト ・ ペ テ ル ブ ル グ 大 学 研 究 者 受 入 1 人 、 学 生 派 遣 5 人 受 入 5 人
・メルボルン大学　研究者派遣1人
・ハンブルク大学　研究者派遣2人受入2人、学生受入8人
外国人招へい研究者事業において、中国より3人、オランダより1人、アメリカより1人研究者を
受け入れた。
アジア・日本研究フェローシップにより中国から1人、韓国から1人、研究者を受入し、中国へ1
人派遣した。

・海外からの客員研究員の受入数
⑰51人
⑱42人
⑲29人
⑳31人
・大学間学術交流の相手国数、大学数、研究者数、学生数
⑰5カ国、5大学、研究者派遣9人、受入11人、学生派遣15人、受入17人
⑱4カ国、4大学、研究者派遣9人、受入6人、学生派遣11人、受入16人
⑲5カ国、5大学、研究者派遣10人、受入7人、学生派遣4人、受入26人
⑳ 5 カ 国 、 5 大 学 、 研 究 者 派 遣 9 人 、 受 入 8 人 、 学 生 派 遣 13 人 、 受 入 4 人

・研究推進本部において、外国
の提携先大学との共同研究につ
き、研究科の実情に配慮しつ
つ、課題の整理を引き続き行
う。



評価結果（案）に対する法人の意見及び評価結果への反映（案）
資料１－３

該当箇所 評価結果（案）の記述 法人からの修正案 修正理由等 評価委員会の対応（案）
2ページ
下から8行
目

・計画と取組実績の関係が判然とし
ない事項が散見された。

・計画と取組実績の関係が判然とし
ない事項が見受けられた。

・法人評価委員会において、法人
（理事長）から回答させて頂いたこと
により、多くの項目について委員の
皆様の了解が得られたと考えており
ます。

法人の修正案を採用する。

2ページ
下から3行
目

・それをもって計画の進捗を認めて
いる例が散見された。

・それをもって計画の進捗を認めて
いる例があった。

・法人評価委員会において、法人
（理事長）から回答させて頂いたこと
により、多くの項目について委員の
皆様の了解が得られたと考えており
ます。

法人の修正案を採用する。

3ページ
下から3行
目

・本評価 は、第１期中期目標期間
の評価を行う際に参照することとなる
が、

・認証評価機関による評価を、第１
期中期目標期間の評価を行う際に
踏まえることとなるが、

・文脈上、法人評価委員会による評
価と紛らわしいと考えます。
・平成18年10月に確認した「各年度
終了時の評価の考え方」における
『評価の基本指針』の「教育・研究に
関する事項については、それぞれ
の特性に配慮し、認証評価機関に
よる評価を踏まえることとし、中期目
標期間中においては外形的な進行
状況の確認を行うこととする。」と表
現を統一するほうが望ましいと思わ
れます。

法人の修正案を参考に、以下のと
おり修正する。
「この認証評価機関による評価を、
第１期中期目標機関の評価を行う
際に踏まえることとなるが、」

5ページ
下から5行
目

・特別研究（重点研究、都市問題研
究、新産業創生研究）に科学研究
費補助金採択に向けた若手研究者
に対する支援として特定研究奨励
費を新設し、配分した。

・戦略的研究として科学研究費補
助金採択に向けた若手研究者に対
する支援を目的とした特定研究奨
励費を新設し、配分した。

・特定研究奨励費を戦略的に新た
に設置したことをわかりやすく表現
するほうが適切であると考えます。

法人の修正案を採用する。

7ページ
上から1行
目

・文科省「戦略的大学連携支援事
業」の活用をはじめ、府立大と共同
して産学連携事業を実施。

・文科省「産学官連携戦略展開事
業」に採択され、府立大と共同して
産学連携事業を実施。

・実際に採択され、各種取り組みを
行った事業名を表記するべきである
と考えます。

法人の修正案を採用する。

7ページ
上から5行
目

・「産学官連携戦略展開事業」資金
で産学連携コーディネーターを新た
に２名採用

・産学連携コーディネーターを新た
に２名採用

・事業名称が重複表記されており、
簡潔に表記するほうが適切であると
考えます。

法人の修正案を採用する。



評価結果（案）に対する法人の意見及び評価結果への反映（案）
資料１－３

7ページ
上から22
行目

・本格的なエクステンションプログラ
ムなどを検討されたい。

・履修証明制度などに積極的に取
組まれたい。

・現在の教員資源で新たなプログラ
ムに取組むことは非常に困難であ
り、大学としては、近鉄文化サロン共
催講座の実施や、新たに履修証明
制度に取組んでいくことがこれに相
当すると考えております。

以下のとおり修正する。
「公開講座のブラッシュアップなどを
検討されたい。」（「、本格的なエクス
テンションプログラム」を削除）



(1)　業務実績全般に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

コメント コメントに対する法人回答 備考

・評価委員会が昨年度評価で求めた「客観的に計画の進捗達成状況
を把握できる数値」はどの程度達成されているのか。

・実績数値については、今年度新たに大学全体の様々な取組実績数
値の推移を記載したデータ集を作成した。
なお、各項目については、244項目中68項目（28％）に数値を記載して
いる。（平成19年度　63／284　22％）

※昨年度指摘事項
各項目の確認により、なお改善の必要性があると判断し、委員会意見
として採り上げる。

・数値目標の掲げ方は難しいところではあるものの、大阪市民に対して
大学の目指す方向性をより包括的かつわかりやすく伝える必要がある
と考える。

・いただいたご意見について、作成要領の徹底を図るなど次年度以後
の報告書作成に反映させる。
・実績数値については、今年度新たに大学全体の様々な取組実績数
値の推移を記載したデータ集を作成した。
なお、各項目については、244項目中68項目（約28％）に数値を記載
している。（平成19年度　63／284　（約22％））

中期計画期間の中間年度を過ぎ、計画の達成水準を客観的に把握
することが、着実な計画の進捗に不可欠であるという観点から、委員会
意見として採り上げる。

・「検討を行った」との記述項目が多いが、どのように評価したら良いか
迷うところである。検討・調査の結果が蓄積し活用が図られている状況
についても、可能な範囲で触れていただきたい。

・次年度以後の参考とする。 様々な調査研究・検討による報告や提言が蓄積されていることについ
て評価するが、今後具体的に実施されていくことを期待し、委員会意
見として採り上げる。

・判断根拠の文言が統一されていない。
・評価手順の記入要領がほとんど採用されていない。
（実績と判断根拠が全く同じ文言である。）

・いただいたご意見について、作成要領の徹底を図るなど次年度以後
の報告書作成に反映させる。

評価作業の基本的事項であり、適正な自己評価の実施の必要性を再
認識するという観点から、委員会意見として採り上げる。



(1)　業務実績全般に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

コメント コメントに対する法人回答 備考

・長期計画に代わる「大学憲章（案）」（No.205）など、当初の計画にな
かった事項を実績として突然出してきて、「進捗している」という自己評
価をするのは無理があると思う。

（No.205に関して）
・昨年度第1回の法人評価委員会の際に、「現行の長期計画は、平成
元年から約20年間（平成22年頃まで）の計画として策定したが、その間
社会情勢の変化により、別途「大学改革基本方針」を平成15年2月に
策定した。さらに法人化に伴い、平成18年度から6年間（平成23年度ま
で）の「中期計画」を策定している。以上により現状では長期計画が立
てにくい状況になっており、次期中期計画の策定時期にあわせて必要
性も含めて議論することとなる。」と回答したように、平成20年度年度計
画にある「中期目標・中期計画の達成状況を踏まえて、新たな長期計
画について検討」した結果、「長期計画」は現状にそぐわないという結
論に達し、大学憲章（仮称）を策定することを決定したため、進捗して
いると評価した。
この大学憲章（仮称）は「長期計画」ではないが、長期にわたって大学
教職員の指針となるものであり、この大学憲章（仮称）に基づいて、次
期の中期計画を策定することになることから、「大学の将来を導く指針
の策定」という点において、当初の計画から大きく外れたものではない
と考える。

計画と取組実績の整合性に疑義のある項目が散見され、適正な評価
作業を行う上で、計画の本来目指すべき目標や達成水準の把握が不
可欠であるという観点から、委員会意見として採り上げる。
また、計画からの乖離は、計画策定時以降の状況変化に伴い、計
画が遂行できない課題等が出てきた表れとも考えられる。委員会と
しても、必要に応じて中期計画の修正を認めるべきであるという観
点から、委員会意見として採り上げる。

・中期計画上未完了の事項であるにも関わらず、「20年度　年度計画
未設定」の項目があるが、その趣旨がよくわからない。

・すべての中期計画に対し、毎年度年度計画を設定することはしてい
ない。中期計画の項目のうち、類似した項目や既に完了した項目など
については、平成20年度年度計画を設定しなかった。こうした年度計
画未設定の項目については、本来業務実績報告書に取組実績の記
載は必要ないが、関係が深いと思われる取組実績があるものについて
は、あくまで参考までとして、その項目ＮＯ．を記載している。
・なお、平成21年度年度計画については、「達成」年度の 終年にあ
たることから、平成20年度年度計画未設定であった項目も含めてこれ
までの中期計画の達成状況を全体的に再度見直し、年度計画の設定
を行っている。

中期計画全体における、年度計画の位置付けを再確認し、適切な進
捗管理を行うという観点から、委員会意見として採り上げる。



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

4-4

・新ホームページへの移行及び随時更新、広報
誌の発行や大学見学企画などを実施する。

●ホームページ関係
・新ホームページへの移行、一部改修、随時更新
(平成20年4月～)
・動画による広報活動(平成20年4月～)
・教職員向けページへのパスワード導入(平成20
年7月)
・学長通信（教職員向け情報発信）の開始(平成
20年10月～)
（以下、略）

進捗している

96

・新広報体制のもと、全学広報と学部広報との連
携を図りつつ、メール等を通じて広報関連情報を
提供していく。

・広報企画補佐会議の開催(平成20年5月、平成
21年3月)
・広報事務担当者連絡会議の開催(平成20年5
月)
・『広報活動マニュアル』の一部改訂・関係者への
配布(平成20年5月)
・『広報活動マニュアル』改訂版の作成(平成21年
3月)
・広報戦略会議の開催(平成20年6月・11月)
・広報関係者間におけるメールによる情報提供・
意見交換(随時)

進捗している

【Ⅱ－５の意見・指摘事項に反映】
・大学HPを、ステークホルダーを意識した構造に見直してはどうかと考える。
せっかくの地道な努力が、見せ方で損している印象を受ける。ニュースの構成
やディレクトリ等が「縦割り」。
・「大学の地道な取組を外部にどう伝えていくか」ということが課題であると強
く感じた。しかし、他大学のホームページと利害関係者の優先順位が異なっ
ており、最近の取組などを探しづらい。例えば、「現在のホームページを外部
はどう評価しているのか」ということを参考にしてはどうか。

＜大阪市立大学のHP＞
教職員の方へ|取引業者の方へ|採用担当者の方へ|卒業生の方へ|教職員募集
|教員免許状更新講習|商(経営)学|経済学|法学|文学|理学|工学|医学|看護学|生
活科学|創造都市|施設一覧・・・
（他大学の例）
<名古屋市立大学のHP>
本学を志願する方へ|市民の方へ|在学生の方へ|卒業生の方へ|教職員の方へ
／学内向け情報
<関西大学のHP>
関西大学で学びたい方へ|企業・教育関係の方へ|在学生の方へ|保護者の方へ
|卒業生の方へ|教職員の方へ|初めてご覧になる方へ
<東京大学のHP>
受験生の方へ|在学生の方へ|留学生の方へ|卒業生の方へ|社会人・一般の方
へ|企業の方へ

大学広報・ホームペー
ジ



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

【Ⅱ－１－(1)の意見・指摘事項に反映】
・そもそも計画の水準が低く、実績的にも「特に進捗している」という状況では
ない。「組織としての教育の質が体系的に学生に伝授できるか」という部分を
もう少し意識してほしい。

22

・大学教育研究センターは引き続き、学生の理解
を高め、教育効果を上げるため、本学の教育の質
の組織的向上と教員の指導技術の向上につなが
るように、ＦＤ研究会、ＦＤワークショップの実施及
び企画内容の工夫を行う。

・H20.4.22に「数学・理科基礎調査の結果に基づ
くＦＤ研修会」を開催した。
・H20.6.4開催の医学部看護学科・看護学研究科
ＦＤ委員会のＦＤ活動に協力した。
・H20.7.25に第5回大学教育研究セミナーを開催
した。
・H20.9.29に第15回教育改革シンポジウムを開催
した。
・H20.10.3に「大阪市立大学・大阪府立大学連携
ＦＤセミナー」を開催した。
・H20.10.30に第6回ＦＤ研究会を開催した。
・H20.11.28に第6回ＦＤワークショップを開催し
た。同日、多人数の授業で学生参加型授業を実
施する授業応答システムのデモンストレーションも
実施した。
・H21.1.30に第7回ＦＤワークショップを開催した。
・H21.2.10開催の商学部ＦＤ研修会に協力した。
・大学教育研究センターにおいて、「大阪市立大
学ＦＤ憲章 (仮題)」の検討を行っている。

・ＦＤ研究会の開催回数、参加人員
　⑰1回111名
　⑱1回96名
　⑲1回83名
　⑳1回74名
・公開授業の実施回数、参加人員
　⑰7回  一部参加人数の把握なし
　⑱3回　一部参加人数の把握なし
　⑲2回  学生190名　教員9名
　⑳0回
・ＦＤワークショップの開催回数、参加人員
　⑰1回15名
　⑱1回23名
　⑲1回23名
　⑳2回34名

特に進捗して
いる

ＦＤ活動の企画内容の
工夫



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

学友会との連携による
大学院生への支援

27

・引き続き、学友会と連携し、大学院生の学会活
動等に対する支援を行うとともに、そのあり方につ
いても検討を行う。

・学友会の支援事業により、多くの学生が国内外
での学会発表にかかる旅費等の補助を受けた。
・文学研究科では、大学院教育改革プログラム
「国際発信力育成インターナショナルスクール」の
一環として、外国語による発表を行う学生のため
に、英語発表のためのトレーニングプログラムや
英語論文ライティングセミナーを提供した。
・学生支援課では、日本学生支援機構が実施し
ている大学院生向けの留学支援のための奨学金
の募集周知を行っている。

・学友会 大学院学生旅費等補助事業 補助件数
⑰258件
⑱167件
⑲98件
⑳75件

進捗している 【Ⅱ－２の意見・指摘事項に反映】
・大学としてあり方の検討が必要ではないか。

44

・大学のＩＴ化（情報）計画及びＩＴ化にかかる規
則、導入・運用方法等について必要なルールを
検討し策定する。

・大学の様々な情報のＩＴ化にかかる全体的な計
画や必要なルール等を検討し策定することとなっ
ていたが、以下のとおりの個別の取り組みにとど
まった。
・学務企画課が主体となって携帯電話を使用した
休講情報の提供開始（平成20年11月)
・ＷＥＢ履修を実現させるための方法検討（予算
要求）

おおむね進捗
している

209-2

・全学認証システム等の基盤システムについて、
職員課ＩＴ担当と協力してシステム開発に当たる。

・全学認証システムの導入状況等について、他大
学調査を行った。
・全学認証システムについて、 新技術等の情報
入手に努めた。

進捗している

【Ⅰ、Ⅱ－５の意見・指摘事項に反映】
・新たな取組を実施していくにあたり、ＩＴ化を含む抜本的な業務改編が必要
であるとの法人の認識はあるが、課題のため大学全体の改編が遅れ、それ
が個別の各業務に影響を及ぼしているのであれば、今後どのようなスケ
ジュール感をもって課題整理に努めていくのかを明らかにすべきであり、その
間、個々の業務において、どのような改善措置を講じるのかもあわせて考慮
すべきである。
・財源確保が不可欠の課題ではないか。

大学のＩＴ化・全学認証
システム開発（業務改
編・ＩＴ化関連）



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

53

・全学的な学生支援体制の再編にあわせ、学生
担当委員会において、学生相談窓口の設置につ
いて、引き続き検討を行う。

・平成20年10月の学生担当委員会および平成20
年10月、11月の教育推進本部会議で当面の体制
を組み、学生支援を行うことの検討を行った。
・具体の組織体制については、再編後の学生支
援組織の検討内容を踏まえ、大学全体の動きに
合わせ、今後検討していくこととした。
・当面の体制として、将来の学生支援組織体制の
再編に向け、学生ニーズの掌握に努めるため、
各種の相談窓口への案内体制強化にむけた準
備を行い、「学生総合案内窓口」の4月からの設
置を決定した。
・また、学内の他の相談窓口組織と全学的な相談
窓口組織体制について、協議を行った。

おおむね進捗
している

57-2

・教育推進本部は、組織的できめ細かい学習相
談の実施に向け、教育相談室の運営計画を策定
する。

・教育推進本部会議等において学生相談セン
ター（仮称）の設置について検討を行っている。
当面「総合案内窓口」の開設を目指すこととした。

進捗している

【Ⅰ、Ⅱ－１－(1)の意見・指摘事項に反映】
・新たな取組を実施していくにあたり、ＩＴ化を含む抜本的な業務改編が必要
であるとの法人の認識はあるが、課題のため大学全体の改編が遅れ、それ
が個別の各業務に影響を及ぼしているのであれば、今後どのようなスケ
ジュール感をもって課題整理に努めていくのかを明らかにすべきであり、その
間、個々の業務において、どのような改善措置を講じるのかもあわせて考慮
すべきである。

学生相談体制の整備
（業務改編・ＩＴ化関連）
※昨年度意見・指摘事
項



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

59

学生への経済的支援 【Ⅱ－１－(1)の意見・指摘事項に反映】
・成績優秀な学生ではなく、近年注目されている経済的困難を抱える学生を対
象とした奨学金や授業料等の減免、減額について、どのような対応を行ったか、
あるいは今後行う予定かについて伺いたい。
・計画策定当初想定していなかった事態への対応の観点から、例えば、奨学
金の充実にあたっての財源として、緊急アピールとして寄附を集めるのもひと
つの方策と考える。

（法人回答）
・授業料の減額、免除のあり方については、より広く多くの学生に対して支援す
るため、従来の4区分から2区分へと平成19年度から制度を変更した。従来の授
業料減免区分は、全額免除、四分の３免除、半額免除、四分の１免除の4区分
であった。平成19年度からは、全額免除と半額免除の2種類とされた。
・ 申請者のうち、減免の対象に至らなかった者については、従来どおり、分納を
認めている。
・ 平成18年度以前入学者のうち、授業料減免を希望する学生については、経
過措置を適用している。
・ 授業料の減免とならなかった者のうち、並行して給与奨学金を希望する旨の
申請のある学生に対しては、他の給与奨学金を優先して、適用することを配慮
しているなど、経済的に困窮している学生への支援を行っている。
・ 授業料減免と本学独自の奨学金である「大阪市立大学奨学金」（給与奨学
金）の重複を避けることにより、より多くの経済的に困窮した学生の修学援助が
可能となっている。
・入学料については、従来どおりの全額免除、半額免除の2区分であり、現在ま
で制度の変更は行っていない。
・ 平成20年度における本学の授業料減免予定額としては、授業料収入見込額
の7.6％としており、他の公立大学を例に取ると、横浜市立大学では、1.5％、北
九州市立大学では、3.79％であると聞いている。また、近隣の国立大学は、
5.8％となっている。
・ 総じて見れば、本学の学生が特別不利な状況となっていない。
・経済的支援については、今後充実させる方向で検討していく。

進捗している・成績優秀な学生に対するインセンティブ付与の
あり方について、学生担当委員会において検討
した「学長による顕彰」の制度創設について、教
育推進本部会議で基本了解が得られ、平成21年
度からの実施が可能となった。
・教育推進本部会議で基本了解が得られた成績
優秀者への「学長による顕彰」実施に向け、表彰
人数や時期についての詳細を引き続き検討して
いる。

・引き続き、成績優秀者に対するインセンティブの
あり方について学生担当委員会等において検討
を行う。



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

研究紀要等の水準向上
（外部査読等）

90

・各研究科は、引き続き研究紀要等の信頼性を増
し、高水準なものとするため、現行制度を検証す
る。

レフリー制、外部査読制度の導入、複数教員によ
る査読など、論文水準と信頼性の向上に取り組ん
だ。

進捗している

外部評価・ピアレビュー

92

・各研究科において、学外から選任した評価委員
による評価やピアレビュー（各専門分野の研究者
による相互評価）を定期的に受ける。

学外者によるピアレビューについて、定期的に取
り組んでいる。

進捗している

101

・地域貢献推進本部は、近鉄文化サロン阿倍野と
の共催講座を開始するなど、教職員が一体となっ
て地域貢献をより積極的に推進する。

・地域貢献推進本部は教職員をメンバーとする小
委員会を設置し、近鉄文化サロン共催講座の開
講テーマ等について検討を行った。
・次年度実施予定の教員免許状更新講習の開催
について検討を行った。

（近鉄文化サロン共催講座）
20年度上期   16講座実施　1,637名受講
20年度下期   21講座実施　  730名受講

進捗している

102

・各学部・研究科において、それぞれの地域貢献
推進の体制の下、地域貢献をより積極的に推進
する。

各地域貢献組織において、各種無料相談、公開
講座、高大連携活動などの活動に積極的に取り
組んだ。

進捗している

地域貢献の推進 【Ⅱ－１－(3)の意見・指摘事項に反映】
・社会貢献、地域貢献活動を積極的に推進されているのは評価に値するところ
であるが、可能であれば「地域・社会貢献ハンドブック」あるいは専用ウェブサイ
トのような形で、市民向けの分かりやすい形態での情報提供を検討されてはい
かがか。
・近鉄文化サロン共催講座の本格実施は評価する。文化交流センターでの公
開講座参加数は減っているため、ブラッシュアップが必要ではないか。

【Ⅱ－１－(2)の意見・指摘事項に反映】
・各学部、各研究科の特殊性は理解するがその取組だけに任せておいてよい
のか。全学としての姿勢が必要ではないのか。



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

・関西経済連合会、関西経済同友会、大阪商工
会議所等の経済界や近畿経済産業局や大阪府
立大学等大学と連携して、4月7日に「食の知の拠
点形成懇談会」を立ち上げ、「食の知の拠点グラ
ンドデザイン(案)」を協議し、その成果として本学、
大阪府立大学、同志社大学、関西大学が連携
し、文部科学省の戦略的大学連携支援事業に応
募した。採択には至らなかったが引き続き検討会
を開催し協議している。
・本学と大阪産業創造館が連携して年数回「オー
プンラボ」を開催し、毎年1月に共同で「大阪市大
ニューテクガイド」を開催して本学のシーズを民間
企業に紹介している。
・大阪ＴＬＯについては、ＴＬＯの今後のあり方を
検討するために「大阪TLO推進連絡会議」及び
「大阪TLOあり方検討WG」を立ち上げ、他大学や
関係官庁、関係自治体と連携し、その強化策を検
討している。
・「大阪TLO推進連絡会議」及び「大阪TLOあり方
検討WG」において大阪ＴＬＯの今後のあり方を検
討し、21年度以降の大阪ＴＬＯの事業形態を確定
した。
・大阪商工会議所、大阪府、大阪市、堺市、大阪
大、大阪府立大、市立工業研究所等と連携して、
文科省・経産省の事業である地域中核産学官連
携拠点事業に「大阪グリーンエネルギーインダスト
リー拠点」として21年3月末に共同申請した。
・関経連、大阪商工会議所、大阪府、兵庫県、大
阪市、神戸市、大阪大、神戸大、大阪府立大、兵
庫県立大、大阪バイオサイエンス研究所等と連携
して、文科省・経産省の事業であるグローバル産
学官連携拠点事業に「関西バイオメディカルクラ
スター」として21年3月末に共同申請した。

特に進捗して
いる

・関西経済連合会、関西経済同友会、大阪商工
会議所などの経済団体や、近畿経済産業局、大
阪市経済局、大阪産業創造館や大阪ＴＬＯとの連
携強化の方策について取りまとめる。

134-1

【Ⅰに反映】
・大阪駅北地区（梅田北ヤード）ナレッジキャピタル構想など、市立大学として存
在感を出せる参画をしてほしい。

経済団体や本市部局等
との連携強化



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

145-1

・留学生ボランティアグループと今後の支援のあり
方を含め、各種行事の充実に向け協議を行う。

・昨年度の留学生委員会で了承された「留学生住
宅総合補償」を全留学生へ4月から適用してい
る。
・平成20年5月に実施した「新入留学生歓迎交流
会」に留学生ボランティアグループの協力を得
た。

・新入留学生歓迎交流会参加者
⑰74名
⑱56名
⑲76名
⑳90名
・住宅総合補償制度の適用数
⑰0名
⑱6名
⑲5名
⑳21名

進捗している

特に進捗して
いる

留学生支援（業務改編・
ＩＴ化関連）

・本学が行っていた「留学生のつどい」「新入留学
生歓迎交流会」に学友会の支援を得、協力・共催
という形で実施した。
・平成19年度から実施している「日帰り研修会」に
今年度から学友会から支援を得、実施した。
・平成20年12月16日に「旧留学生のつどい」を内
容を充実のうえ「学生国際交流会」として学友会と
共催として実施した。
・平成21年度の「新入留学生歓迎交流会」の実施
方法等について学友会と協議し、共催とすること
とした。

・留学生のつどい参加者数
⑰
⑱121名
⑲200名
⑳202名
・新入留学生歓迎交流会参加者
⑰74名
⑱56名
⑲76名
⑳90名

・留学生向けの行事について、日本人学生と留
学生との相互理解を深める方策を学友会と引き
続き協議し、その充実を図る。

145-2

【Ⅰ、Ⅱ－１－(3)の意見・指摘事項に反映】
・「事務の集約化とも関わるので、大学全体の動きにあわせる必要がある」（ほか
にもいくつかその例がある）、というのでは、何もできない。各論的に必要のもの
の集積が全体の動きを決定するのではなかろうか。

（法人回答）
・現在、本学における留学生を含む国際交流関係業務は、次のとおりとなって
いる。
① 諸外国からの留学生の受入れ等は、各学部が行っている。
② 本学学生の海外への留学や交換留学等の国際交流関係業務は、研究支援
課が行っている。
③ 留学生に対する奨学金・各種証明等の日常支援業務は、学生支援課が
行っている。
④ 本学教員で組織し、そのあり方を検討する委員会においても、研究支援課
が「国際学術交流委員会」を担当し、「留学生委員会」は学生支援課が担当し
ている。

・このようにそれぞれの業務によって、担当する課が異なり、他大学のように留学
生支援を含む国際交流関係業務を一本化した組織が、現在本学にはない。
・この様な状況を打開するため、現在、各学部を含む学内の業務を集約化し、
留学生を含む学生サポート業務を一本化し、学生に対するサービス向上を目指
しているところである。現状では、留学生の保証のみを他の業務から切り離して
先行して進めることは、難しい状況である。



(2) 個別の取組に関する事項

平成20年度業務実績報告書に関する各委員意見 資料１－４

事　　　項 年度計画No. 平成20年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント・備考

・文化交流センターの実施講座は無料としていた
が、今年度から一部有料とした。また、近鉄文化
サロン共催講座は開催日数に応じて企画料を収
入することとしている。
(有料化した講座名および金額)
センター企画講座　受講料　1講座1人　500円
(受講料収入　468,500円)
市民講座　受講料　6講座1人　2,000円　(受講料
収入160,000円)
（講座企画料収入）
近鉄文化サロン阿倍野共催講座　705,000円
・学生納付金の適正な金額設定の検討を行うとと
もに、収納確保については、平成19年度より授業
料の納付方法を振込用紙による納付から、口座
振替による納付に変更した。この変更により、納
付期限までの徴収率が上昇し、学生納付金の安
定的な収入確保を図ることができた。

・学生納付金
⑰5,166百万円（決算）
⑱5,212百万円（決算）
⑲5,256百万円（決算）
⑳5,252百万円（予算）

（法人追加回答）
「外部資金等獲得活用委員会」「寄附募集検討委
員会」「理学部附属植物園における年間パスの導
入」については、記載に適当な年度計画がなかっ
たため、概要欄に記載している。
なお、各活動概要は以下のとおり。
「外部資金等獲得活用委員会」
・2回開催
・主な検討内容
　研究にかかわる外部資金、エクステンション・広
告料、寄附金収入等、外部資金獲得の方策につ
いて検討した結果、寄附金獲得に重点を置いて
いくことを決定し、実施にあたっての実務委員会と
して新たに「寄附募集検討委員会」を設置した。
「寄附募集検討委員会」
・2回開催
・主な検討内容
　寄附の募集方法、募集期間、目標金額等、寄
附募集計画の概要を決定した。
（以下、略）

【Ⅱ－３の意見・指摘事項に反映】
・外部資金の獲得については、概要に書かれている「外部資金等獲得活用委
員会」（19年度業務実績評価特筆事項）を中心に、その活動をより活性化して、
さらなる取組を進めてもらいたい。

178

自己収入の確保 ・学生納付金の適正な金額設定により、安定的な
収入確保を図るとともに、エクステンションプログラ
ムの提供など自己収入増の可能性を追求する。

進捗している



(3)評価結果（案）に対する各委員意見及び評価結果への反映（案）

資料１－４

該当箇所 評価結果（案）の記述 委員からの意見等（修正理由） 評価委員会の対応（案）
全般 ・「外部査読」「ポスドク」（以上6ページ）、「ＨＣＵ」（8ページ）などの専門

用語の内容を明確にわかりやすく示すべきである。
・「ＰＤＣＡサイクル」（10ページ）「ステークホルダー」（11ページ）などの語
句についても、わかりやすく表記すべきである。

・ご意見を踏まえ、専門用語につい
ては、用語説明の欄を設ける。
・その他必要に応じて、語句を言い
換えたり、本文中に補足説明を付
す。

4ページ
上から5行
目

■大学教育研究センターの諸活動
・初年次教育のあり方についての検討「初年次教
育・学士課程教育の検討について」取りまとめ）
・教育上の効果を測定する方法、教育活動改善へ
の支援についての検討（授業アンケート調査に関
する報告書を取りまとめ、検証を実施）
・カリキュラム、授業科目のあり方を含めた教育的
支援デザインづくりに関する研究

・キャリア形成支援のための研究

・項目の立て方について、各学部・研究科、入学者追跡調査委員会、学
生担当委員会、教育推進本部、学術情報総合センター等も教育の支
援、改善に取り組んでいる現状を鑑みると大学教育研究センターの活動
として独立した項目を立てることにはやや無理があるのではないか。ま
た、他の項目が内容別に立てられていることとも整合性に欠ける。
・取組事項として「検討」が多いので、記載方法を再検討してはどうか。

・ご意見を踏まえ、以下のとおり修正
する。

■大学教育研究センターにおい
て、「初年次教育・学士課程教育の
検討について」「授業アンケート調
査に関する報告書」を取りまとめる
など、大学教育の諸課題に対する
研究・検討を実施

5ページ
下から3行
目

■Ｇ－ＣＯＥ事業を通じた都市研究
プラザの諸活動
・ウェブ、シンポジウム、フォーラム、講演会などの
開催を通じて対外的に発表
・国際学術誌「SCIENCE,CULTURE&SOCIETY」
の発刊準備

・「G-COE事業を通じた都市研究プラザの諸活動」では、何が特色かが
不明確。都市に関する学際的・多角的研究と国際的都市研究ネットワー
クの強化に取り組んでいる点をアピールしてはどうか。

・ご意見を踏まえ、以下のとおり修正
する。

■Ｇ－ＣＯＥ事業を通じた都市研究
プラザの諸活動
・延世大学・オックスフォード大学との学術交流
協定締結、メルボルンサブセンター開設、国際シ
ンポジウム開催など、国際的都市研究ネットワー
クの強化
・国際学術誌「SCIENCE,CULTURE&SOCIETY」
の発刊準備

6ページ
上から1行
目

■複合先端研究機構における諸活
動

・「諸活動」の内容がより明確にわかるよう、以下のように修正してはどう
か。

■複合先端研究機構における理系研究科横断・融合的な研究の実施

・ご意見のとおり修正する。



(3)評価結果（案）に対する各委員意見及び評価結果への反映（案）

資料１－４

6ページ
下から1行
目

■産学官連携の推進
・文科省「戦略的大学連携支援事業」の活用をは
じめ、府立大と共同して産学連携事業を実施。
　府大・市大産学官連携共同オフィスを開設し、府
立大、池田銀行と大学発ベンチャー育成の投融資
ファンドの検討を行い、モデル店舗での技術相談
営業を21年度当初から開始
　 「産学官連携戦略展開事業」資金で産学連携
コーディネーターを新たに２名採用
　 戦略的統括を行うための府大・市大産学官連携
委員会の設置
・「大阪市立大学シーズ集2008」をＨＰで公開した
ほか、現場教員によるアドバイザリー制度を導入し
ながら、新産業創生研究センターにおける研究
シーズ再発掘プロジェクトの開始
・文科省、経産省事業のグローバル産学官連携拠
点事業に「関西バイオメディカルクラスター」を関経
連、大阪商工会議所、大阪府、兵庫県、神戸市、
大阪大、神戸大、府立大、大阪バイオサイエンス
研究所等と共同申請（選定）
・地域中核産学官連携拠点事業に「大阪グリーン
エネルギーインダストリー拠点」を大阪商工会議
所、大阪府、堺市、大阪大、府立大、工業研究所
等と共同申請（選定）

・取組事項の表記のバランスとして、産学官連携の推進に関する記述が
突出して多い印象を受ける。

・ご意見を踏まえ、以下のとおり修正
する。

■産学官連携の推進
・文部科学省「産学官連携戦略展開事業」に採択
され、大阪府大と共同して産学連携事業を実施
　 「府大・市大産学官連携共同オフィス」を開設
し、大阪府大、池田銀行と大学発ベンチャー育成
の投融資ファンドの検討を行い、モデル店舗での
技術相談営業を21年度当初から開始
　 戦略的統括を行うための「府大・市大産学官連
携委員会」の設置
・「大阪市立大学シーズ集2008」をＨＰで公開した
ほか、現場教員によるアドバイザリー制度を導入し
ながら、新産業創生研究センターにおける研究
シーズ再発掘プロジェクトの開始
・文部科学省・経済産業省「グローバル産学官連
携拠点事業」に「関西バイオメディカルクラスター」
を、大阪市をはじめとする自治体、経済団体、大学
等と共同申請（選定）
・文部科学省・経済産業省「地域中核産学官連携
拠点事業」に「大阪グリーンエネルギーインダスト
リー拠点」を、大阪市をはじめとする自治体、経済

団体、大学等と共同申請（選定）
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