
 
 

●評価委員会として大学から意見聴取する事項 
 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
①  運営体制 理事長をトップとした法人運営体制の整備

について、第一期中期目標期間でどれだけ効

果的に進められたのか。 
また５推進本部体制による成果についてお

伺いしたい。 

○理事長(学長)をトップとする少数精鋭の役員体制による
迅速な意思決定、民間企業からの理事の任用による民間感

覚の導入、また、理事長や理事が各本部の本部長を担う事

による役員(執行部)との一体的な推進本部運営、さらには
学長裁量経費や戦略的研究経費の配分による理事長(学長)
のガバナンス強化により、効率的で効果的な経営を実施し

てきた。 
 
＜各推進本部での主な取組＞ 
・教育推進本部において戦略的教育経費の制度を構築した。 
・研究推進本部において戦略的研究経費の再構築、若手研

究者支援の充実を図った。 
・地域貢献推進本部において公立大学の重要な使命である

地域貢献活動について、窓口の一本化やシンクタンク機能

強化をめざして(仮称)「地域連携センター」の設置につい
て検討を開始した。 
・産学連携推進本部において獲得目標を設定した外部資金

獲得を推進した。 
・国際化戦略本部において「大阪市立大学国際化 1st アク
ションプラン」を策定し、国際力強化の PDCAサイクルを
確立した。 
 

年 41 
年 70 
年 101 
年 126 
年 138 

資料１－１ 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
②  全学的な取組

体制 
各学部間での情報共有や情報伝達等、全学

的に新たな取組みを進めるための体制につい

てお伺いしたい。 
 

○各学部間での情報共有体制としては平成 19 年 4 月に教
育推進本部の専門委員会として、教務担当部長及び各学部

研究科より選出された教員で構成する学部・大学院教務委

員会を設置し、教育推進本部で決定された方針に基づいて

学部専門教育及び大学院教育に係る事項についての審議や

情報共有を図っている。 
○全学的な情報共有体制としては平成 18 年 4 月より、大
学運営を円滑に行うため、役員会メンバー(理事長、副理事
長、理事)、教務及び学生担当部長、各研究科長、他各課長
級以上を構成員とする部局長等連絡会を月 1回定例で実施
している。 
○全学的に新たな取組を進める場合は、全学的な検討体制

を設置し、実施方法や内容について実施案を策定し、役員

会で決定した上、部局長等連絡会を通じて周知を図ってい

る。 
○各年度の取組みは毎年、業務実績として集約し、その評

価に基づき未実施項目などは各部局で改善に努めている。 
 

年 164 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
③  国際力の強化 

グローバル人

材の育成 

平成 23 年度に国際化戦略本部を設置され
ているが、国際力の強化について、今後どの

ような取組みをされるのかお伺いしたい。 
また日本人の海外留学が減少する中、市大

での状況はどうなのか、グローバル人材の育

成方針とともにお伺いしたい。 
 あわせて、特に関東圏の大学が検討を進め

ている秋入学について、市大の考えをお伺い

したい。 
 

＜国際力の強化＞ 
○アジアに重点を置いた国際化戦略をすすめていく。将来

的には、アジア地域の大学等と連携して国際的ネットワー

クを構築し、文理融合のアプローチによって、欧米型では

ないアジア独創の学問（例えば防災科学、新エネルギー等）

を打ち立てるとともに、アジアで活躍できる人材を育成し

ていきたい。そうした活動の一貫として、本年、本学初の

海外活動拠点を上海に設置、11月 8日にオープニング記念
イベントを開催する。今後は卒業生のネットワーク強化、

留学生獲得、学生派遣、研究交流の現地プラットフォーム

としたい。 
○本学に世界の学生や研究者、市民が寄り集う、グローバ

ルな交流の拠点を目指す。大阪の国際化への貢献も期待で

きる。まずは優秀な留学生を獲得する一つの方策として、

在阪総領事館推薦枠を確保する入試制度や、短期留学生向

け日本語研修プログラムを平成 25年度から開始する。ま
た、2013年度に世界的に著名な研究者を招聘し、全学を挙
げての国際シンポジウムを開催する準備を進めている。 
 
＜グローバル人材の育成＞ 
○日本人の海外留学者数の減少については、内向き志向と

言われる問題のほかに、厳しい経済環境や就職活動との関

係など、様々な要因が考えられるが、本学学生の海外留学

に対する関心は決して低くないと考えている。 
 

中 138  
中 149  
 
年 138-1 
年 149-1 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
   平成 23年度から国際センターにて海外留学に関する個別

相談を行っているが、英語圏への留学を望む声が多いこと

から、短期語学研修プログラムを今年度新たに 2コース（9
月：ビクトリア、3月：オックスフォード）開設した。 
○グローバル人材の育成方針は、公立大学の使命として、

地域と世界を結ぶ人材（ＯＣＵグローバル人材力）を育成

することを目標としている。具体的には、 
(1)外国語でのコミュニケーション力の養成と運用能力の
育成 
(2)地域についての確かな知識と自己理解と他者理解を深
めたうえでの多文化共生社会確立への指向 
(3)アジアを中心にしてビジネスを展開できるグローバル
人材の育成 
(4)国際レベルの研究に従事する能力を有する学生の育成 
である。これら全学に共通して習得すべき能力のほかに、

各学部のグローバル人材像に基づいた教育を行っていく。 
 
＜秋入学＞ 
○秋入学については、既に理学研究科（前期博士課程・後

期博士課程）、工学研究科（後期博士課程）では導入済で

あり、今後も大学院を中心に検討をすすめていくこととし

ている。 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
④  大学支援組織 

 
 卒業生、在校生、その家族に大学を支援し

てもらうためには、愛校心や母校に対する貢

献欲求をもってもらうことが大切だと思われ

るが、平成 23年度に設置された大学サポータ
ー事務局の取組みについて伺いたい。 

○本学を取り巻く保護者や卒業生、同窓会等のステークホ

ルダーとの連携を強化していくための組織として、平成 23
年 7月に、総務課内に「大学サポーター事務局」を設置し
た。 
○大学サポーター事務局では、昨年度の新入生 
1,560名の 99.0％に当たる 1,544名の保護者から、住所、
メールアドレス等の「保護者情報」の提供を受け、その情

報に基づき、広報誌を送付するとともに、メールアドレス

の提供を受けた 1,167名に中之島講座等の開催のお知らせ
メールを送信した。 
また、2 回生以上の在学生を通じて「保護者情報」の提供
を依頼し、在学生の 12.4％に当たる 605名の保護者から提
供を受け、広報誌を送付するなど、保護者サービスに取り

組んでいる。尚、これらの「保護者情報」の内、本人の同

意を得た 2,085名の名簿については、同窓会及び、本学の
教育研究の支援組織である学友会に情報を提供している。 
○今後、卒業生に対するサービスを実施していくため、平

成 23 年度卒業生から「卒業生情報」の提供を依頼してい
る。なお、平成 24 年 7 月末現在、998 名(卒業生の 2,227
名の 45％)から提供を受け、公開講座開催等のお知らせメ
ールを送信した。 
○平成 24 年 3 月に新たに「大学サポーター・公開講座管
理システム」を構築し、保護者や年々増加する卒業生から

の情報提供、およびそれらの情報管理、情報発信等がより

効率的・効果的に行えるようにした。 
 

年 176-2 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
⑤  優秀な学生の

確保 
少子化が進む中、各大学は優秀で多様な学

生の確保のため、国内外でこれまで以上の取

組みが必要になっている。市大も他大学と合

同で、関西以外で入試説明会を開催している

が、関西以外における学生の確保を含め、優

秀な学生を確保する取組みについての方針を

伺いたい。 
また海外からの留学生の確保についても、

共同学位制度の導入など他大学との連携も含

めた方針を伺いたい。 
 

＜学生確保の取組について＞ 
大阪市立大学や難関国立大学に入学を希望する意識の高い

生徒・既卒生に対して「大学・入試説明（進学ガイダンス）」

の機会を増やす。 
①関西以外での進学ガイダンス 
・「三大学（市立大学、府立大学、関西大学）合同入試説明

会」（福岡・広島・岡山・名古屋） 
※既卒生のコースがあり、多くの既卒生が学習している

予備校を会場として利用 
・「進学ガイタンス」（平成 24年度 新規） 
（名古屋・高松）※既卒生のコースがあり、多くの既卒生

が学習している予備校が主催または後援となっているガ

イダンス 
②関西での主な取り組み 
・高校や外部会場での進学ガイダンスの実施 
・模擬授業を活用した進学イベント「夢ナビライブ」 
 への参画 
・既卒生のコースがあり、多くの既卒生が学習して 
 いる予備校でのガイダンスの実施（予定） 
③その他（入試説明会以外） 
・出前授業の実施 
 教員が高校に出向き模擬授業を実施し、高校生に大学へ

の進学意識、さらに大阪市立大学への進学意識を高める。 
・新たな推薦入試の実施 
 工学部建築学科において高校を指定して意識の高い学生

を募集する推薦入試制度を平成 23年度入試から実施。 
 

中 4 
中 6 
 
年 4-1 
年 6 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
   ＜留学生確保について＞ 

○交流協定校との単位互換やダブルディグリー制度につい

ては積極的に取組んでいきたいと考えており、平成 26 年
度の制度導入をめざして検討をすすめている。また、一定

レベル以上の大学との交流協定の推進により、交換留学生

の受入数を、第 2期中期計画期間中に倍増（15人⇒30人）
することを目指している。 
 
○優秀な留学生を獲得するため、平成 25 年度から在阪総
領事館推薦枠を確保する入試制度を導入するほか、今年度

から各種進学説明会に参加するなど広報活動にも取り組ん

でいる。これらの取組みや目標については、現在策定中の

「留学生計画」に盛込んでいく予定である。 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
⑥  厳正かつ客観

的な成績評価 
 

ＧＰＡ制度の導入について、拡大するとし

つつも、学部により温度差がある。ＧＰＡ制

度は他大学でも導入されており、実習など科

目によって導入判断を行っているところもあ

る。市大ではどのような推進体制で、どのよ

うな判断基準で導入を検討されているのかお

伺いしたい。 
 また学内における成績評価だけでなく、

大学院入学や海外留学時など、学外からＧＰ

Ａ制度による成績を求められることがある。

学生にとってもメリットがあり、国際力の強

化を進める上でも重要な要素でもあると思わ

れるが、これらについてどう考えるか伺いた

い。 
 

○GPA 制度は単位の実質化の一つのツールと考えられて
いる。実際にはいろいろな仕組みや支援と組み合わせて実

質化が実現する。一方、単位互換を始めとして国際間の大

学同士での教育の質保証を実現する観点では、GPAを全学
的に導入しなければ対応できない状況となっている。その

ような状況の中、本学は聴取内容の欄にご指摘いただいた

とおりの現状である。昨年度の教育改善ＷＧ(座長：桐山副
学長)での議論を踏まえて、9月以降、全学共通教育教務委
員会と学部大学院教育教務委員会で、成績表記の改訂とと

もに GPAの表記も行うことについて検討する。 

中 31 
 
年 31 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
⑦  都市科学研究 

都市問題研究 
研究経費 
若手研究者支

援 
 

市大の特色として「都市」がキーワードに

なっているが、都市科学研究について第一期

中期目標期間でどれだけ取組みが進められた

か。 
グローバルＣＯＥ事業により都市研究プラ

ザで都市問題研究が行われているが、都市研

究プラザ以外での各学部での取組み、またそ

れらを全学的にどうとりまとめているのか。 
 また平成23 年度でグローバルＣＯＥ事業
が終了したこともあり、都市問題研究も含め、

研究者に対する支援、とりわけ若手研究者へ

の支援をどう進めていくか。研究経費にかか

る今後の方針も含めてお伺いしたい。 
 

○グローバル COE の事業結果報告を作成しており、都市
科学研究について先端都市論の発信拠点の形成ができ、国

際学術誌の発刊 10 号、都市創造性学会をパリで立ち上げ
た。 
○本事業は都市研究プラザを中心に文・工・生科・創都の

4 学部 5 専攻との共同事業として都市問題に取組み、全学
的に都市研究教育基盤を拡充してきた。これまでに 99 名
の研究者を育成した実績がある。 
○都市問題研究は今後リーディング大学院構想への継承を

包摂都市センターとして計画している。また、若手研究員

の支援としてはポスドク・キャリア開発事業への採択が決

定し、府大・兵庫県立大と共同で事業を推進する。 
○東日本大震災の発生に鑑み、都市防災研究への取り組み

を立ち上げ、重点研究として研究助成を行った。 
○若手研究者支援としては戦略的研究経費として特定研究

奨励金を設定してきた。 
○グローバル COE 事業終了後の研究経費については、学
長裁量経費などで対応する。 
 

中 71.72 
中 73.74 
中 75.76 
中 81 
中 100 
 
年 72 
年 75-1 
年 81-1.2 
年 100-1 
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
⑧  女性研究者支

援 
 
 

女性研究者のワーキンググループでアンケ

ートを行われているが、そこでの要望内容に

ついてお伺いしたい。 
女性研究者が働き続けるためには環境のみ

ならず、制度も必要であり、またその制度を

利用しやすくすることも大切である。 
例えば、育児休業を取得している教員数の割

合把握や、学内保育所の使用率が低いことに

ついて等、制度利用にかかる分析や対策は行

っているのか、お伺いしたい。 

○平成 21年に実施したアンケートでは、以下の要望が寄せら
れた。 
 
【環境整備】 
・温熱環境、換気、消音装置設置等トイレ環境の改善 
・学術情報センター等施設の休日開放 
・総合的に女性の就労支援・キャリア支援を行う 
 センターの立ち上げ 
・託児所・託児システムの確立 
・産休・育休制度に関する情報の積極的周知 
 
【人事制度改善】 
・学内主要ポストへの女性教員の登用 
・介護・育児・出産に係る勤務への考慮 
・非常勤教員の待遇改善（研究紀要投稿可等、 
 専任教員と同等の権利付与） 
 
【その他】 
・妊娠期・育児期における研究経費の繰越等制度改善 
・女性教員の採用増 
・女子学生への優遇措置等 
 
 

中 80 
 
年 80-1 

80-2 
80-3  
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 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
   ＜育児休業制度及び保育園の利用にかかる分析・対策につ

いて＞ 
○教員が育児休業制度を取得した状況について調査してお

り、利用実態を把握している。また、出産・育児に関する

各種制度や給付金制度等を活用いただくために「出産・育

児のためのガイドブック」を作成し、学内ポータル上に掲

載することにより、取得促進に努めている。 
○保育園の運営について、過去の利用実績を含め、運営に

関わる現状分析を行っており、利用実態を把握している。

また、保育園を利用してもらえるよう、ホームページ及び

学内ポータル等を活用しながら周知に努めている。 
○また、保育園の運営に関して、国公立大学を中心に全国

調査を実施したころであり、これらを参考に今後本学とし

て、効果的かつ効率的な育児支援について検討を進めたい

と考えている。 
 
 

 

⑨  地域・社会貢献 
 

地域貢献について、色々取り組まれている

が、取り組んだ結果に対する成果をどのよう

に測定し、受けとめているのか、また今後の

取組みにどのように反映させていくのかを伺

いたい。 

○公開講座においては、講座ごとに受講者アンケートを実

施し、講師へフィードバックするとともに、受講ニーズの

把握を行っている。また、受講者アンケートとあわせて講

師へのアンケートを行っており、これらの結果を分析して

講座の整理、再編や内容見直しを実施している。 
 

中 101 
中 102 
 
年 101-1 
   101-2 

11



 
 

 聴取項目 聴取内容 聴取項目における法人回答 関連項目 
⑩  人工光合成研

究 
人工光合成による次世代エネルギー研究が

注目されているが、現在の状況や大学全体の

中での位置づけについて伺いたい。 

○大阪市からの補助金による「人工光合成研究センター」

の建築が進められている。一方で、当該研究センターを活

用し、研究成果の実用化に向けた企業等との共同研究を推

進することを目的とし、今年度10月から、大阪市都市型産

業振興センター（産創館）と共同で、人工光合成フォーラ

ムを開催することとしている。 

 このフォーラムへの参画を促すために、6 月（大阪：約

300名参加）、7月（東京：約130名参加）に人工光合成セ

ミナーを開催した。 

 

○現時点においては、人工光合成研究の中核を「複合先端

研究機構」が担っている状況にあるが、「人工光合成研究セ

ンター」は全学的産学連携拠点として位置づけており、人

工光合成活用による次世代エネルギーの開発だけでなく、

蛋白質構造解析等から派生する周辺技術の実用化に取り組

む研究者の参画も視野に入れている。 

 
 
 
 
 
 
 
 

中 100 
 
年 100-3 
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平成23年度業務実績報告書に関する
法人の自己評価の妥当性の確認一覧

平成24年8月31日
評価委員会

資料２－１（１）
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年度
計画
No.

平成23年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント 第１回評価委員会での意見 備考

18-2 ・経済学研究科は、新
たに専門性の高い経
済学の修得をめざす社
会人コースを実施す
る。

・社会人大学院生入試は、英語の免除、論文・面接重視を含む、社会人の
特性に見合ったものにしている。従来の少人数演習を中心とした水準の高
い専門教育を実施しているが、社会人専用のコースは新設していない。

おおむね進捗
している

計画は「社会人コースを実
施する」となっているが、社
会人専用コースは設置さ
れず、なおかつ検討中とい
うことであるのに、「おおむ
ね進捗」は疑問である。

翌年度の実施が見込まれる場合は「おおむね進捗してい
る」との判断になるが、経済学研究科における社会人コー
スの実施については実施が見込まれているのかどうか不
明である。

第2回評価委員会における大学からの意見聴取事項とす
る。

80-1 ・女性教員（22年度
12.1％）の積極的採用
について引き続き努め
る。

・教員の採用自体が困難な状況であり、大幅な改善は見込めないが、経営
学研究科で3名の特任教員採用、理学研究科で1名の教授、2名の特任教
員を採用、工学研究科で女性の特任教員1名を専任教員として採用、創造
都市研究科で3名の女性教員採用などの実績もあり、特任教員制度も利用
した女性教員の採用に努めた。

進捗している 取組実績に採用人数があ
るが、採用者全体のうちの
女性教員の採用割合はど
れぐらいなのか。

ここ数年、専任教員採用者数における女性教員の割合は
２０％台であり、、また女性教員の割合も前年度の12.1％
を上回り、13.0％となっていることから、「進捗している」と
判断する。

第１回評価委員会において「進捗している」とのご判断を
得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

88 ・外部からの分析・機械
製作等の受託事業開
始に係る規程整備を行
い、可能な分野から学
外受託事業を開始す
る。

・他学規程の収集、検討を行った。
・受託事業規程(案)を策定したが、規程制定及び実運用の手続きを鑑み、
再度検討を行うこととした。

おおむね進捗
している

計画では可能な分野から
学外受託事業を開始する
となっていて、規定は策定
されたということだが、開始
された事業はあるのか。ま
た開始予定の事業はある
のか。

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会において「おおむね進捗している」との
ご判断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

98-2 ・第二期中期計画へ向
け、大学・社会におけ
る植物園の役割、およ
び今後の植物園運営
の方向性を検討する。

・公開講演・討論会「大阪市立大学植物園－その全学的利用と更なる社会
貢献を目指して－」を理学研究科主催事業として企画し、学術情報総合セ
ンター(10階会議室)で実施した。学長・副学長を始めとする教職員、並びに
植物園に関心をもたれる市民の方々が参加し、活発な議論と意見交換がな
された。
・総参加者数：約150名

特に進捗して
いる

判断根拠にある活発な議
論が交わされたことで「特
に進捗している」とは判断
しがたい。議論の中身やど
ういった方向性が示された
のか教えてほしい。

法人からの、植物園の今後の方向性の具体例（工学部と
の連携により共同研究が始まり、その研究成果を市民へ
還元していく等）の説明をふまえ、「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られる。

【法人の自己評価で妥当】

100-3 ・引き続き複合先端研
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
への還元を図ることと
し、第二期中期計画へ
向けその効果的運営を
図る事務体制のあり方
検討を行う。

・特任准教授3名を配置した。
・研究環境整備に向け、人工光合成研究拠点整備を行うための補助金を大
阪市に要求し、拠点整備予算を獲得した。
・拠点整備に向け、管理運営体制として拠点運営委員会の設置に向け、準
備委員会を立ち上げた。
・平成23年度、人工光合成研究センター整備に係る大阪市補助金を獲得
し、センター設置に着手した。

特に進捗して
いる

事務体制のあり方を検討
するという計画に対し、拠
点運営委員会の準備委員
会の立ち上げだけでは「特
に進捗している」とは言い
難いのでは。

複合先端研究機構の事務体制を整備し、また産学連携
担当により、企業との連携を進めるための折衝が進められ
ているなどの法人からの補足説明をふまえ、「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られる。

【法人の自己評価で妥当】

平成23年度業務実績報告書に関する法人の自己評価の妥当性の確認一覧

Ⅰ-１．教育に関する措置

Ⅰ-２．研究に関する措置

15



年度
計画
No.

平成23年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント 第１回評価委員会での意見 備考

105-4 ・大阪市の人材育成を
図るため、中等教育と
の教育の接続について
あり方を検討する。

＜咲くやこの花中・高との連携事業＞
・23年4月29日、理学部・文学部市大授業受講前見学会(学術情報センター)
・23年7月6日、保護者見学会(40名)と入学者との懇談会(学術情報センター)
・23年7月14日、生活科学部による食物文化科への出張授業
・23年8月3～5日、インターンシップ(2名)及び新任教員研修(1名)受入れ(学
術情報センター)
・23年10月24日、文学部教授咲くやこの花中学高等学校授業見学
・23年11月16日、文学部、歴史フィードワーク実施
・23年11月17日・18日、学術情報センターにおいて職業体験学習受入れ(中
学生3名)
・23年11月24日、創造都市研究科・人権研修(教職員・保護者)
・23年11月24日、数学研究所長出張授業
・24年2月2日、文学部・高校演劇科出張授業
・24年3月8日、理学部・出張授業
・24年3月8日・9日学術情報センターにおいてインターンシップ受入れ(高校
生2名)

学生ボランティア派遣
・8月24～26日、中学校勉強合宿(文学部学生2名)
・8月22日～9月30日、土曜セミナー・文化祭補助・演劇科補助(文学部学生
1名)
・8月27日～2月18日、土曜セミナー補助・中学校国語補助(文学部学生１
名)

特に進捗して
いる

取組実績にさまざまな連携
事業があるが、個々の参加
人数をみると２～３名と少
人数であるのに「特に進捗
している」とは言い難いの
では。

法人回答に対する異議は特になし。 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られる。

【法人の自己評価で妥当】

131 ・新産業創生研究セン
ターは、工学研究科産
学官連携推進委員会
と連携し、オープンラボ
ラトリを年4回以上実施
するとともに、民間から
の共同研究受入額2億
5000万円をめざす。

・オープンラボラトリ4回開催
・民間からの共同研究は平成23年度120件、1.74億円と目標未達となった
が、民間からの受託研究受取額が83百万円あり、合計すると2.5億円を達成
した。

おおむね進捗
している

共同研究と受託研究を合
計した金額を記載している
が、この二つの事業の性質
は合計できるものなのか。

計画では民間からの共同研究受入額を数値目標に設定
しているのに、民間からのニーズが同じということで受託
研究との合計額を実績としているのには問題があるように
思われる。

第2回評価委員会における大学からの意見聴取事項とす
る

139-2 ・都市文化研究セン
ターは、アカデミック・
フォーラム、海外提携
大学との共同セミ
ナー、シンポジウムを
企画、実施する。

・都市文化研究センター所管の重点研究、都市問題研究などの諸プログラ
ムにおいて、国内で大小の国際シンポジウムを企画、開催した。日本学術振
興会「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に応募
し、海外提携大学との共同セミナー、研究者の相互交流をいっそう進めた。
・重点研究、都市問題研究などにおいて、海外(ハンブルク、イリノイ)でシン
ポジウムを開催するとともに、提携大学等の研究者を招いて国内でも国際シ
ンポジウムを開催した。
・日本学術振興会「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログ
ラム」でも、海外(ソウル、上海)、国内で国際シンポジウムを開催し、海外の大
学との共同研究をすすめた。

進捗している 国際交流の進捗につい
て、国際シンポジウムの回
数、内容、交流研究者数
などが飛躍的に向上とある
が、数値データを示してほ
しい。

外国人研究者数や院生・若手研究者等海外派遣の数値
は飛躍的向上しているが、あくまで計画にとっては参考情
報である。国際シンポジウムの回数については、平成22
年度が過年度と比較して、大幅に上回っていて、平成23
年度が減少しているわけではないので、「進捗している」と
判断する。

第１回評価委員会において「進捗している」とのご判断を
得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

Ⅰ-3．社会貢献に関する措置
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年度
計画
No.

平成23年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント 第１回評価委員会での意見 備考

185 ・エネルギー使用量の
1％以上の減を目標と
し、教室管理システムと
連係して照明・空調の
制御を行うなど引き続
き省エネルギー運動を
推進する。

・H23.5｢学内における省エネルギー行動の取り組み｣の啓発文書を各所属
に配布
｢周知文等：あり｣
・H23.6環境省要請の地球温暖化防止のためのCO2削減/ライトダウンキャン
ペーンに協力し、屋内外照明の消灯を実施
「周知文・配布ポスター：あり」
・H23.6.13省エネルギー推進委員会を開催
「委員会規定等：あり」
「資料・議事録等：あり」
・H23.6　省エネルギー啓発ポスターの配布
「周知文・配布ポスター：あり」
・省エネルギー研修会の開催と啓発
「資料等：あり」
・不使用教室の使用禁止と自習室の設定
・パソコンの省電力設定
・学内巡視
・一部エレベータの運転停止を行うなど、引き続き省エネルギー運動を推進
した。
・H23.12｢冬季における節電行動計画｣の策定と啓発文書を各所属に配布
・H23.12.1省エネルギー推進委員会を開催
・H23.12省エネルギー啓発ポスター(18℃)の配布と照明の間引き点灯の実
施
・省エネルギー研修会の開催と啓発
・不使用教室の使用禁止と自習室の設置
・パソコンやプリンタ(コピー機)に省電力設定の実施
・補助電熱ヒーターの使用中止を行うなど、引き続き省エネルギー運動を推
進した。
・夏季および冬季における節電行動計画をホームページに掲載し、節電を
促した。

特に進捗して
いる

・関西電力からの要請によ
り１０％削減を目指したこと
により「特に進捗している」
と判断しているが、エネル
ギー使用量の１％以上を
達成したからではないの
か。

・省エネ対策は、社会の節
電キャンペーンに追押しさ
れているが、評価Ⅳが妥当
と判断できる。

法人回答に対する異議は特になし。 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られる。

【法人の自己評価で妥当】

210 ・ネットワークシステム
の安定運用に努める。

・ネットワークやシステムの管理について、他大学調査を行った。(京都府立
大学、岡山大学、神戸大学)
・他大学調査も参考とし、全学の情報システムの将来像を基本構想にまとめ
た。
 
 


進捗している ネットワークの安定運用と
は具体に何か。基本構想
をまとめただけでは「進捗
している」とは言い難い。

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会において「進捗している」とのご判断を
得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項

Ⅲ．財務内容の改善に関する措置
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 ●自己評価の妥当性についての意見聴取事項 
 聴取項目 聴取内容 聴取項目に対する法人回答 関連項目 

①  経済学研究科
における社会

人コースの実

施 
 

翌年度の実施が見込まれる場合は「おおむ

ね進捗している」との判断になるが、経済学

研究科における社会人コースの実施につい

ては実施が見込まれているのかどうか、お伺

いしたい。 
 

○経済学研究科では、それまで実施してきた社会人特別選抜

制度（1986 年度に創設）は、「50 歳以上」という年齢制限
を設けて（現在、年齢制限は「30 歳以上」となっている）、
「長年の職業生活を通じて得られた経験を学術的業績に仕

上げていただくこと」、あるいは「自分のライフワークとし

て長年研究してきたテーマを論文や著書に仕上げていただ

くこと」を目的としたもので、通称「熟年大学院」として親

しまれてきた制度である。 
 平成23 年度より、この趣旨の社会人特別選抜制度はＢ選
抜として継続しつつ、新たにＡ選抜を設けた。このＡ選抜は

必ずしも社会人専用のコースとして設けられたものではな

いが、既に「学士課程等で経済学を学んだ社会人」のうち、

「経済学の知識を今日的な水準に引き上げる必要」を感じて

おられる方を対象に設置されたものである。 
 23年度・年度計画の「自己評価の判断根拠」欄において、
「入試改革による社会人院生の積極的受け入れは行ってい

るが」とあるのは、このＡ選抜の実施のことを指している。 
 

年 18-2 
 
 
 
 
 

②  民間からの共
同研究 
 

計画では民間からの共同研究受入額を数

値目標に設定しているのに、受託研究との合

計額を実績としているが、改めて「おおむね

進捗している」との判断についてお伺いした

い。 
 

○共同研究の目標額の2.5億円に対して、目標額の約7割と

なる1.74億円とおおむね達成しており、オープンラボラト

リも目標の年4回開催は達成されている。よって「おおむね

進捗している」と判断できると考えている。 

年 131 

 

資料２－１（２） 
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【案】 

 

平成23年度 

公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年 月 

大阪市公立大学法人評価委員会 
 

（ 年 度 評 価 ） 

資料２－１（３） 
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評価にあたって 
 

 

大阪市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法第28条の規定により、次の

とおり、平成23年度の公立大学法人大阪市立大学の業務実績について評価を行いまし

た。 

評価については、法人の自立性、大学の教育・研究の特性に配慮しながら、法人か

ら提出された業務実績報告書、関係資料の点検やヒアリング等に基づき、中期目標の

達成に向けた中期計画の進行状況を確認するとともに、理事長兼学長より法人として

の考え方をお聴きしました。 

評価に際しては、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示すとともに、法人運

営の改善・向上に資するよう、総合的・客観的評価に努めました。 

なお、今年度は平成23年度評価だけではなく、地方独立行政法人法第30条の規定に

より、平成18年度から平成23年度までの第一期中期目標期間の業務実績にかかる評価

についてもあわせて行い、別途とりまとめました。 

 

 

 

大阪市公立大学法人評価委員会名簿 
 氏  名 役 職 等 

委 員 長 松岡 博 大阪大学名誉教授 

委 員 長 

職務代理者 
楠本 正一 大阪大学名誉教授 

委  員 

種田 ゆみこ 公認会計士 

岡野 祐子 関西学院大学法学部 教授 

音田 昌子 ジャーナリスト 

堀  正二 大阪府立成人病センター 総長 
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Ⅰ 全体的評価 
 

平成23年度は、第一期中期目標・中期計画期間の最終年度であり、第一期中期計画

の着実な達成と、第二期中期目標・中期計画期間へスムーズに移行するための準備期

間と位置づけることができる。 

法人においては、教育・研究・地域貢献・産学連携の各推進本部に加え、国際化戦

略本部を新たに設けるなど、第二期中期目標期間に係る重点取組事項を見据え、大学

の諸活動の推進を図る観点から、５つの推進本部体制を整備してきたところである。 

項目別評価の主な取組事項は次章に掲げるとおりであり、平成23年度業務実績に関

する評価は、 ・ ・ ・ ・ ・ と認められる。 

 

昨年の平成22年度業務実績評価結果の全体的評価において、説明責任を果たしてい

くための次年度以降の改善事項として、以下の点について指摘を行った。 

○ 理事長兼学長のリーダーシップによる、法人として一体感のある運営と効果的

で柔軟な組織体制の構築 

○ 大阪市立大学を特徴づける教育及び研究の質の維持・向上を図るため、第二期

中期目標期間においての適正な本務教員の業務負担のあり方 

○ グローバルＣＯＥ1終了後の「都市研究プラザ」支援のあり方をはじめ、大学と

しての戦略的な研究支援 

 

こうした意見・指摘事項に対し、 ・ ・ ・ ・ ・ 。 

（平成22年度評価結果における委員会からの意見・指摘事項への対応一覧に基づき記載） 

 

平成23年度業務実績における取り組みの主要事項としては、次の点を特筆したい。 

○ ３年目を迎えた、経営学研究科による「医療・福祉イノベーション経営」をテ

ーマとした社会人プロジェクトについて、定員を上回る志願者数を確保すると

ともに、受講生へのアンケート結果を講座内容のPDCAサイクルに活かした。 

○ 東日本大震災を受けて学内で具体的支援策を検討・実施するとともに、研究科

の枠を超えた都市防災研究体制を立ち上げた。また、学内の全教職員、学生が

参加する防災訓練を実施した。 

○ 医学部附属病院において、肝疾患診療連携拠点病院2として、肝炎患者支援手帳

「健康手帳エル」を作成・配布した。また、認知症疾患医療センターとして、

                         
1 グローバルCOE：日本の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、世界最高水準の研究基盤の
下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点

的に支援し、国際競争力のある大学づくりを推進することを目的とする文部科学省による事業。 
2肝疾患診療連携拠点病院：厚生労働省の「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガ

イドライン」に基づき各都道府県が選定。大阪府下では、大阪医科大、大阪大、関西医科大、大阪

市大、近畿大の５病院が指定されている。肝疾患に関して一般的な相談や地域の専門医療機関の案

内等を行なっている。 
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東住吉区、平野区と連携して各種認知症関連事業を実施した。 

 

以上のとおり、大学を取り巻く厳しい社会経済状況の中にあって、引き続き特徴的

な取組を推進していることは評価する。 

 

事業や業務実績の評価も６年目になり、学内における評価業務や評価結果の活用に

ついて一定の定着が図られている一方で、依然として「検討」自体を計画とするなど

の不適切な計画設定が見受けられる。また、数値指標を用いて達成水準を設定したり、

取組実績において具体的指標を用いて説明したりといった項目も増加傾向にあるが、

厳密さを追求するあまり他大学との比較ができなくなっているなど、学内における数

値指標の取扱いに課題が残っている。 

グローバルに大学間競争が激化する中にあって、自己の取組のアピールポイントと

なる具体的な数値指標について、社会一般に理解され、比較検証に耐えうるようにす

ることも、市大の強みをアピールする観点から、取り組みが急がれるところである。 

 

その他、各項目における意見・指摘事項については次章に掲げるとおりであるが、

とりわけ、 ・ ・ ・ 。 

 

（国際力の強化を進めるうえでも重要な要素であるGPA制度について） 

 

（女性研究者支援について） 

 

（全学的な取り組みを進めるうえでの体制について） 
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Ⅱ 項目別評価 
１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 
（１）教育に関する措置 

 

主な取組事項 

■ 高度専門職業人教育 

・経営学研究科による「医療・福祉イノベーション経営」をテーマとした社会人プロジェクト

は、定員を上回る出願者数を確保するとともに、受講生へのアンケート結果を講座内容の

PDCAサイクルに活かした。 

 

■ 学生支援体制の整備 

・学生サポートセンターを開設し、学生窓口のワンストップ化を行い、併せて就職関連情報の

一元化を行った。 

・ＷＥＢ履修システムを導入し、履修登録や履修状況確認が自宅等のパソコンからでも可能と

なった。 

 

意見・指摘事項 

◆優秀な学生の確保 

・オープンキャンパス、大学見学、進学ガイダンス、入試説明会など、国内における学生確保

の取組みとともに、海外からの留学生の確保についても取組みを強化されたい。 

 

（２）研究に関する措置 
 

主な取組事項 

■ 人工光合成研究 

・複合先端研究機構において、光合成反応の中核となるたんぱく質複合体の構造を解明した研

究の成果が、国際学術誌「Nature」に掲載されたほか、2011年における10のブレークスルー

「Breakthrough of the Year」の1つとして、科学雑誌サイエンス誌により選出されるなど、

国際的に高く評価され、研究拠点となる人工光合成研究センター設置に着手した。 

 

■若手研究者支援 

・日本学術振興会の「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に文学研究

科、理学研究科が採択され、若手研究者を海外へ派遣した。 

 

■ 理学附属植物園の活用 

・植物園の役割、活用等について、市民参加の公開講演・討論会を開催した。 

・文学研究科との市民講座や工学部との温熱環境調査など、植物園を研究フィールドとし、他

学部と連携した研究に取り組んだ。 
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■ 都市防災研究 

・都市型総合大学としての役割を果たすべく、都市防災プロジェクトを立ち上げ、東日本大震

災の調査研究を通して、都市防災研究を分野横断的に実施し、大阪市をはじめ国内外の防

災・減災と、東日本大震災被災地の復旧・復興に向けた提言を行うこととした。 

 

 

意見・指摘事項 

◆都市に関する研究について 

・都市研究プラザをはじめ、大阪市立大学の特色となる都市科学に関する研究について、全学

的に取組み、またその結果についての広報活動にも努められたい。 

 

◆女性研究者支援 

・女性研究者を支援するための環境整備等については、利用者のニーズを把握し、さらなる改

善に努められたい。 

 

（３）社会貢献に関する措置 

 

主な取組事項 

■咲くやこの花中学校・高等学校との連携事業 

・中等教育との教育の接続について、咲くやこの花中学校・高等学校と連携して、出張事業や

保護者見学会などに取り組んだ。 

 

■産業連携の推進 

・大阪府企業家同友会、和歌山県企業家同友会に加え、奈良県中小企業家同友会とも「産学地

域連携基本協定」を締結した。 

・医薬品・食品効能評価センターにおいて、治験3の実施体制整備や普及啓発などを実施し、昨

年度を大幅に上回る受託件数となった。 

 

■公開講座等の実施 

・例年実施している市民講座や公開授業に加え、平成23年度は「震災を考える日の取組み」と

して、地域防災フォーラムや中之島講座を行った。 

 

■東日本大震災に伴う支援体制 

・災害支援対策会議を設置し、被災地へのＤＭＡＴ隊4や医療救護班、心のケアチーム、教職員、

                         
3治験：新しい薬について、厚生労働省から承認を受けるために行う臨床試験。 
4 DMAT： Disaster Medical Assistance Teamの略（ディーマット）。災害派遣医療チーム。災害
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学生ボランティアを派遣した。また被災学生への入学料、授業料の震災減免措置や被災地に

位置する公立大学への支援を行った。 

 

■ 国際交流の実施体制 

・国際化戦略本部および国際センターを設置し、留学生関係業務も含め国際交流事務体制の一

元化を図った。また国際化アクションプランを策定し、その実現に取り組んだ。 

 

 

意見・指摘事項 

 

 

（４）附属病院に関する措置 
 

主な取組事項 

■ 地域医療機関との医療連携 

・肝炎検査後のフォローアップと、かかりつけ医、専門医との連携推進のため、肝炎患者支援

手帳「健康手帳エル」の作成、配布を行った。 

・認知症疾患医療センターとして、東住吉区、平野区における認知症支援マップの制作支援を

行った。 

 

■病院機能評価の受審 

・病院機能評価認定病院として平成24年３月に日本病院機能評価機構の病院機能評価Ver.６を

受審し、平成24年５月に更新認定された。 

 

■東日本大震災への対応 

・被災地へのＤＭＡＴ隊や医療救護班、心のケアチームを派遣、また原子力災害現地対策本部

へ医師を派遣した。また災害時における大阪府や大阪市との相互協力体制の強化に取り組ん

だ。 

 

 

意見・指摘事項 

◆ 経営改善にかかる取組 

・管理会計システム5を効果的に活用して、引き続き経営改善に取組まれたい。 

 

 

                                                                               
急性期に活動できる機動性を持ったトレーニングを受けた医療チーム 
5管理会計システム：一般的な財務会計処理のほか、医事会計・医薬品関係の物流・人事給与・電子

カルテなど、総合的な病院マネジメント支援を行うための機能を果たす連携システム。 
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評価 

 

 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 
 

主な取組事項 

■ 学生サポートセンターの開設 

・学生サポートセンターを開設し、学生サービス窓口のワンストップ化等、効果的・効率的な

業務運営体制を進めた。 

 

■ 戦略的な予算配分 

・大学の特色を明確にする研究・教育に対して「戦略的研究経費」、「戦略的教育経費」とし

て重点的に予算配分を行い、また「学長経費」や「経営推進経費」を整備した。 

 

■ 大学サポーター事務局の設置 

・同窓会や保護者等、大学を支援する組織に対する体制として、「大学サポーター事務局」を

設置し、効率的な情報提供や情報管理のために「大学サポーター・公開講座管理システム」

を構築した。 

 

 

意見・指摘事項 

 

 

評価 

業務運営の改善及び効率化に関する措置について、 項目中 項目について進捗を

確認し、中期計画の進捗は ・ ・ ・ ・ と認められる。 

 

 

３ 財務内容の改善に関する措置 
 

主な取組事項 

■ 外部資金の獲得 

・研究系外部資金に加え、国等の科学研究費補助金へ積極的に申請を行い、科学研究費補助金

の獲得にも努めた。 

 

教育研究等の質の向上を達成するための措置について、教育・研究の特性に配慮

し、外形的な進行状況の確認を行った。 項目中 項目について進捗を確認し、中期

計画の進捗は ・ ・ ・ ・ と認められる。 
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■ 経費の削減 

・全学的に省エネルギー行動に取り組み、エネルギー使用量の前年度１％以上の節減を達成し、

経費の削減に努めた。 

 

 

意見・指摘事項 

◆外部資金のさらなる確保 

・研究系外部資金や、科学研究費補助金等の外部資金獲得とともに、「はばたけ夢基金」の寄

付金活動についても、さらに努められたい。 

 

評価 

財務内容の改善に関する措置について、 項目中 項目について進捗を確認し、中

期計画の進捗は ・ ・ ・ ・ と認められる。 

 

 

４ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 
 

主な取組事項 

■自己点検・評価の実施 

・平成22年度年度計画に係る取組実績について、自己点検・評価を実施するとともに、平成24

年度から始まる第二期中期目標に基づき、第二期中期計画を策定した。 

 

 

意見・指摘事項 

◆ 業務実績報告書の改善 

業務実績報告書等の数値指標について、市大の強みをアピールするためにも、他大学とも

比較検証できるような設定に努められたい。 

 

評価 

自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項については、 項目中 項目に

ついて進捗を確認し、中期計画の進捗は ・ ・ ・ ・ と認められる。 

 

 

５ その他業務運営に関する重要事項 
 

主な取組事項 

 

■ 安全確保の取組み 
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・ＪＲ杉本町駅東口の新設に伴い、学内への安全なアクセスルートを確保するための整備に着

手し、2008 年にノーベル物理学賞を受賞した特別栄誉教授の南部陽一郎氏の功績を称え、南

部ストリートとして命名した。 

・学術情報センター開館日に教職員、学生、市民が参加する防火・防災訓練を実施した。また

東日本大震災を教訓に、帰宅困難者のため備蓄の準備や緊急時の一斉告知放送体制を備えた。 

・国際センターにおいて「国際危機管理対応マニュアル」を策定し、海外における危機管理体

制整備や危機管理意識の向上に努めた。 

 

 

意見・指摘事項 

 

 

評価 

その他業務運営に関する重要事項については、 項目中 項目について進捗を確認

し、中期計画の進捗は ・ ・ ・ ・ と認められる。 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

３ページ 

平成 23 年度から５本部体制が導入されて

おり、大学のさらなる活性化に向け、各本

部や関係委員会との連携や、経営企画及び

人事部門との連携も重要であると考える。

そこで、理事長兼学長のリーダーシップに

より、法人として一体感のある運営と効果

的で柔軟な組織体制を構築されることが一

層求められる。 

 

○理事長(学長)をトップとする少数精鋭の役員体制と民間企業からの理事の任用に

よる民間感覚の導入、また、理事長や理事が各本部の本部長を担う事による役員(執

行部)との一体的な推進本部運営、さらには学長裁量経費や戦略的研究経費の配分に

よる理事長(学長)のガバナンス強化により、効率的で効果的な経営を実施してき

た。平成23 年度については戦略的研究経費の再構築や、地域貢献活動について集約

する(仮称)「地域連携センター」の設置についての検討、「大阪市立大学国際化1st

アクションプラン」を策定した。 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

４ページ 

平成22年度から取組が開始された「OCUキ

ャリアデザインシステム」において、企業

のデータベースと学生が自ら作成するカル

テを利用した就職マッチングに現在取り組

まれているが、今後は卒業生のフォローア

ップが重要であると考える。また、卒業生

や在学生の保護者は、大学のさらなる発展

に向けたサポーターとしても重要であるこ

とから、それらの方々と大学との繋がりを

保つ対策が必要である。 

 

＜卒業生の就職やキャリア面でのフォローアップについて＞ 

○卒業生に関してはシステム環境が在校生と同様ではないため、すべての面におい

てのフォローアップは難しいものの、既卒者用の情報もシステムに掲載する等、工

夫をするべく努力している。また、数多くの企業から、卒業生の在職状況を収集す

るため、本学求人票のフォームに在籍調査票を追加、その内容をＨＰに公開し、求

人票提出の際に卒業生の情報を入手できるような取組等を開始した。 

○今後は卒業生のシステム環境をどう整えるか、関係部署と調整していきたい。 

 

＜大学サポーター事務局について＞ 

○保護者、卒業生および同窓会等に関する事務を担当するため、平成23年7月総務

課内に「大学サポーター事務局」を設置した。以下、取組実績を記載 

・平成23年度新入生の保護者1,544名(新入生1,560名の99.0％)から住所、 

 メールアドレス等の保護者情報の提供を受け、広報誌を送付するとともに、 

 中之島講座等の開催のお知らせメールを1,167名に送信した。 

・2回生以上の学生を通じて保護者情報の提供を依頼し、 

 605名（在学生数4,888名の12.4％）から提供を受け、広報誌を送付した。 

・本人の同意を得て、同窓会、学友会へ保護者情報 

 （新入生1,509名、在学生576名）を提供した。 

・平成23年度卒業生から卒業生情報を収集するため提供依頼を行った。 

 （卒業生2,227名） 

・保護者、卒業生等からの情報提供および、情報管理、情報発信等に効率的・ 

 効果的に対応するため、「大学サポーター・公開講座管理システム」を 

 構築した。 

 

ＮＯ63 

  64 

 

 

 

 

 

ＮＯ176-2 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

５ページ 

学部・学科の枠を超えた教育体制の推進

や人材育成方針をより明確に示すこと等に

より、社会が求める広い視野と高い専門性

を兼ね備えた人材の育成について、さらな

る強化を図られたい。 

 

○平成23年9月4日、教育推進本部の下に中期計画の検討・実施に係る教育改善ワ

ーキング・グループを設置し、大学院教育の充実も含めた検討を開始し、平成24 年

3月に「中期計画の検討・実施に係る教育改善ワーキング・グループ」報告を作成し

た。 

 

６ページ 

女性研究者支援については、採用における

意識した取組の検討や、女性研究者を取り

巻く環境整備などを中心に、男女共同参画

の視点を加えながら、より一層の取組強化

を図られたい。 

 

○平成 23 年度は女性研究者のための環境整備指針検討ワーキングを継続的に開催

し、女子トイレへの擬音装置増設や平成 24 年度科学技術人材育成費補助事業(女性

研究者研究活動支援事業)応募など具体的な取組を推し進めた。 

○平成24 年は人事部門や施設管理部門を交えた全学的な支援策を展開できるよう、

一層の体制整備に努める予定である。 

ＮＯ80－1 

80－2 

80－3 

 

７ページ 

 研究シーズ集については、記載形式や記

述のわかりやすさの観点でばらつきが大き

いため、位置付けを明確にしたうえで内容

の充実を図り、効果的な情報発信に努めら

れたい。 

 

○平成23年度は、冊子の研究シーズ集を、6年ぶりに改定して発刊した。 

また、HPの研究シーズ集についても内容を一新した。 

ただし、冊子の研究シーズ集については、別途更新した研究者要覧の記載をそのま

ま転載したため、研究実績、産学連携活動、国際交流活動などが記載されている反

面、教員によるバラツキが大きく、見にくいものとなっている。 

今後は、府大との共通フォーマットを決め、わかりやすくてバラツキのない冊子を

できれば両大学を一冊で発刊したい。 

 

ＮＯ93－2 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

６ページ 

全学的な視点で戦略的研究経費の配分など

により、大阪市立大学を特徴づける独創的

研究を推進するとともに、それら研究活動

の広報促進を図り大学のプレゼンスを高め

るよう努められたい。 

 

＜戦略的研究経費の配分による研究推進について＞ 

○平成23年度は、 

・重点研究：継続課題16件、新規課題8件 

・都市問題研究：継続課題14件、新規課題8件 

・新産業創生研究：新規課題8件 

・特定研究奨励費:31件 

の採択を行い、本学を特徴づける独創的研究を推進した。 

○平成24 年度の戦略的研究経費の配分は、採択される各研究課題への研究助成を柔

軟に措置できるよう、これまでの募集(4研究)を一本化する予定である。 

 

＜研究活動の広報促進を図るための具体的な取組について＞ 

○TV、新聞等での本学の教育・研究活動の見える化を図るために各研究科長を中心

とした学部・研究科の先生方と情報共有をはかるための話し合いの場を持つと同時

に、各推進本部長からメディアへの記事化につながる情報提供の仕組みを作った。 

○学長記者懇談会は2回実施、プレスリリースの配信は年間51本実施、そのうち、

記者レク付きのプレスリリースの配信は 3 本実施し、本学の教育・研究活動が広く

メディアに取り上げられた。 

 

 

 

 

 

ＮＯ206 

７ページ 

専門家講座における受講者減少の原因は、

講座数の減少や有料化だけとは考えられ

ず、大学ならではの講座内容の差別化や広

報の強化など、企画や実施方法のさらなる

改善について、全学的視点で検討された

い。 

 

○専門家講座企画委員会において、講座数・内容の見直しを検討し、受講者ニーズ

の高い講座を中心に提供できるよう整理した。 

○（仮称）市民大学検討委員会において、市民講座等の文化交流センターにて開催

する公開講座の一元化及び地域貢献活動の「見える化」について、半期ごとの広報

による効率的な情報発信など、具体的な議論を進めた。 

ＮＯ115-1 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

８ページ 

大都市固有の課題などに対するシンクタ

ンク機能を発揮するため、大阪市等との円

滑な連携を可能とする仕組みの整備など体

制の強化を図られたい。 

 

○第二期中期計画における（仮称）地域連携センターの設置に向けて、4回の準備会

を開催し、継続して検討を行った。また、大阪市の担当者の意見も徴収し、実質性

を持つ組織の検討を行った。 

○研究環境整備に向け、人工光合成研究拠点整備を行うための補助金を大阪市に要

求し、拠点整備予算を獲得した。 

・シンポジウムの開催(2回) 

・出張セミナーの開催(4回) 

・共同研究契約締結予定(5件) 

・都市問題研究として22件を採択 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

８ページ 

平成22年度に導入した管理会計システム

を活用するとともに、必要な施設整備を計

画的に行うことにより、引き続き経営改善

に取り組まれたい 

 

○管理会計システムについては、平成 21 年度及び平成 22 年度の診療科別医業収支

を算定しており、各診療科の経営成績を概括的に把握する一定の水準には到達した

と考えている。現在、経営改善等に、より有効に活用できる水準に向けて、医療分

野の管理会計を専門とする大学教授などの外部有識者からの助言をいただきなが

ら、費用の配賦方法など算定方法について精査を加えており、当年度においては、

算定結果を院内関係者に周知して理解を得るとともに、予算配分における判断基準

の一つとして活用することを考えている。さらに、2年後に予定している病院情報シ

ステムの更新に合わせて、より精度の高い管理会計システムの構築に向けて準備を

進めている。 

○施設整備並びに医療機器整備については、各部署からの要求に基づき、中長期的

な観点から、老朽化の程度や医療安全、療養環境面等における重要性等を基に優先

順位を判断し、計画的に実施している。また、平成23 年度については、目的積立金

を活用して、懸案であった手術室の増設整備を実施し、本年 7 月下旬より運用を開

始したところである。 

○経営改善については、病床利用率の向上、並びに平均在院日数の短縮等に努め診

療収入単価の向上を図ったことに加え、管理的経費の節減に努めたこと等により、

平成23年度においても、およそ10億円の経常利益を計上した。 

 

ＮＯ157 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

９ページ 

大阪市から派遣されていた経験豊かな職

員が市へ復職することにともない、法人化

後採用された経験年数の少ない職員につい

て、様々な分野において専門性を高め、法

人経営を担っていく人材として育成を図ら

れたい。 

 

○法人職員が大学職員としての専門性を高める機会を設けるために、大学職員を対

象とした各種研修会やセミナーに職員を積極的に派遣し、今後の法人経営を担える

人材を育成した。 

・公立大学協会主催「公立大学職員セミナー」 7月：3名 

・八王子セミナーハウス主催「大学職員セミナー」8月：1名 

・立命館大学アドミニストレーター養成プログラム 聴講9月～1月：1名15回 

・桜美林大学アドミニストレーション専攻通信教育課程 H22.9月～2年間：1名 

・コンソーシアム京都主催「大学職員のキャリアデザインSDフォーラム」10月： 

 2名 

・八王子セミナーハウス主催「大学職員セミナー」12月:1名 

 

ＮＯ169 

１０ページ 

新たに設置された産学連携推進本部を中

心として目標額を定めた研究系外部資金の

獲得や、同窓会組織とも連携した「はばた

け夢基金」の寄附金募集活動について、さ

らに努められたい。 

 

＜研究系外部資金の獲得について＞ 

○研究系外部資金の総獲得額30億円の目標額に対して、30.4億円の獲得。 

 

＜はばたけ夢基金寄附金募集活動について＞ 

○平成23年4月に寄附募集実施委員会を開催し、今後の募金活動方針等の検討を行

った。 

○東日本大震災に伴う影響や義援金等の関係から積極的な活動は控えながらも、本

学ＨＰや同窓会報への寄附募集の掲載などの募金活動を実施した。 

○はばたけ夢基金の寄附金額  

    平成21年度   262件  100,215千円 

    平成22年度  1,093件    96,728千円 

      平成23年度     84件    65,063千円 

        計    1,439件   262,006千円 

 

ＮＯ180 
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平成２２年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧 

平成２２年度業務実績評価における 

評価委員会からの意見・指摘事項 

取  組  実  績 
備 考 

１１ページ 

平成 22年度業務実績報告書の記載内容

は、分かりやすいものとなっており改善が

認められる。説明責任を果たす観点から、

より分かりやすい記述に今後も努められた

い。とりわけ、「特に進捗している」と自

己評価している項目については、その判断

根拠として明確になるよう取組実績等を記

載すること 

 

○業務実績報告書を作成するにあたり、昨年度に引き続き第三者への説明責任を果

たす観点から、具体的な内容の記載に努めた。特に「特に進捗している」について

は、計画以上の成果や、類似の取組みの充実等、評価が客観的に判断できるような

記載に努めてきた。 

 

１２ページ 

平成 23 年度に新設された広報戦略会議や

大学広報室を中心に、教育・研究・地域貢

献活動等の情報を各種広報媒体を活用し

て、多様なステークホルダーに向けて、よ

りわかりやすく効果的に発信することによ

り、説明責任を果たすとともに、大学のプ

レゼンスのさらなる向上に努められたい。 

 

○広報戦略会議を立上げ、教育推進本部長、研究推進本部長、地域貢献推進本部

長、産学連携担当理事、学術総合センター所長、国際センター長のもと、11 回開催

し、全学的な広報活動について検討を行なった。 

○広報誌は 4 月「新入生特集号」、8 月「南部先生特集号」、11 月「東日本大震災

被災地への支援活動号」、24年1月「新年の抱負号」の計４回発行、また平成23年

度より新たに大学リーフレットを作成し、保護者、企業、学校、行政、関係先他、

多様なステークホルダーに向けて情報発信を行った。 

 

ＮＯ206 
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