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年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答 第2回評価委員会での意見

6-1

学生の自立的・自律的な
キャリアデザイン力育成を
めざす授業科目を提供す
る。

大学教育研究センターはキャリアデザイン力育成をめざす取組として、①授業科目の提供および②各学部・研究科の
教育体制整備への支援を実施した。①授業科目の提供
●キャリアデザイン力育成をめざす授業科目の提供（大学教育研究センター提供科目）
・前期1科目(「大阪市大でどう学ぶか」）、後期3科目（「現代社会におけるキャリアデザイン」、「ゲームで学ぶ社会行
動」、「ゲームで学ぶ社会行動」）を提供した。
●「大阪市大でどう学ぶか」アンケート調査と授業改善
・授業改善を目的に受講生にアンケート調査実施し(H24.7.25実施、履修登録者116名、回答者96名、履修登録者に対
する回答率88.2％、当日の出席者に対する回収率100%)、その結果をもとに25年度から実施の授業内容の改善を行っ
た。②各学部・研究科の教育体制整備への支援
●ポスドクキャリア開発事業申請
・大阪市立大学、兵庫県立大学、大阪府立大学による地域貢献型高度人材育成事業に参画し、その経過を第3回、第
7回、第9回および第10回大学教育研究センター研究員会議(H24.6.8、同11.9、H25.2.8および同3.8)にて報告した。
●文学研究科FD委員会主催、大学教育授業実習制度の事前事後研修実施への参画
・大学教育研究センターより事前研修への講師派遣(H24.4.25 16:20～17:50、H24.5.11第2回大学教育研究センター研
究員会議にて報告)および実習生1名の実習授業見学3回を行い、後期事前研修ヘの講師派遣（H24.11.13 9:00～
10:30、H24.12.14 第7回大学教育研究センター研究員会議にて報告)、実習生2名の授業実習各3回宛の見学、事後研
修および大学FD論研修（H25.3.10、15:00～17:30）を実施した。
・履修者数「現代社会におけるキャリアデザイン」（後期）
　H19：233人　　H20：241人　　H21：221人　H22：200人　　H23：171人　　H24：137人
「ライフサイクルと教育」（前期）　H19：88人　　H20：250人　　H21：298人
※H 22以降は担当者退職により未開講
「ゲームで学ぶ社会行動」（後期）　H22：88人　　H23：146人　　H24：121人
「日常の中の不思議を探す　演習」（後期）　H22：14人　　H23：8人　　H24：10人
「大阪市大でどう学ぶか」（前期）　H19：122人　　H20：80人　　H21：149人　H22：102人　　H23：129人　 H24：111人

Ⅲ ・大学教育研究センターの授業受講
者はH21をピークに全般的に減少傾
向にある。自己評価Ⅲでよいと考え
るが、問題点は何か。

中期目標では受講者数の増加は目標として設定していないが、極端な受講者数低
下はそれなりの検討が必要と考える。全体的としては減少傾向との指摘だが、実際
のデータは、ほぼ同レベルで推移していると読み取ることが自然と思われる。また、
教員退職により22年度から休止している科目や22年度から開講した加わった2科目
などあり、全体的な傾向を把握するためにはもう少し時間が必要に思われる。以下
現在提供している科目別に状況を説明する。
  なお、H24年度に見られるからいずれの科目も全般的に受講者数のが減少傾向
にある一因としては、この年よりWEB履修制度が始まり、学生が事前により吟味し
て実質的な科目登録を行うようになり、従来のような望ましい登録数よりも過剰に登
録することを控えるようになったことが考えられる（学期途中の離脱率も減る傾向に
あり、むしろ科目登録が実質化しつつある望ましい傾向とも言える）。
●「ゲームで学ぶ社会行動」について
本科目は、キャリアデザインに関する内容を含む科目として、平成22年度よりこの
中期計画・目標に組み入れられた科目である。平成22年度の受講者は88人、平成
23年度の受講者は146人、平成24年度の受講者は121人であり、年度によって変動
している。
●「日常の中の不思議を探す　演習」について
本科目は、キャリアデザインに関する内容を含む科目として、平成22年度よりこの
中期計画・目標に組み入れられた科目である。平成22年度の受講者は14人、平成
23年度の受講者は8人、平成24年度の受講者は10人であり、年度によって変動し
ている。
●「現代社会におけるキャリアデザイン」について
H23年度までは200名を挟んで30～40名程度の差で、年度によって受講者数が上
下に変動してきた。この変動に影響を及ぼしていると思われる要因としては、同一
時間帯に開講される他科目の数や規模およびその年毎の就職動向に対する学生
の危機感の強弱などが考えられる。H24年度がそれまでより少なくなったのは上述
のWEB履修の影響も考えられる。
●「大阪市大でどう学ぶか」について
平成25年度は141名となり、21年度を基準では現状維持、19年度基準では増加傾
向と解釈できる。また年度による変動が大きいことも事実であると認められる。

平成24年度よりWEB履修登録制度が始まり、過剰な登録が控えられる傾向が
あることなどから、実質的な減少ではないと考えられるため、Ⅲ評価と判断す
る。

【法人自己評価で妥当】

8-2
【重点】

博士課程教育リーディング
プログラムとの連動性も考
慮した、教育・育成システム
の構築を検討し、「リサー
チ・アドミニストレーターを育
成・確保するシステムの整
備（リサーチ・アドミニスト
レーションシステムの整
備）」に申請を行う。

・「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステム整備」補助金を医学部・都市研究プラザ・複合先端研究機
構の3部局より申請。結果としては不採択になった。
・「リサーチアドミニストレーター」H25年度新規採択予定なしにつき、代替事業であるCOI（センターオブイノベーション）
への申請準備を行う。
・リサーチ・アドミニストレーターでの資金確保が出来なかったが、従来の産学連携CDの枠組みの中で、研究支援課事
務職員と協働して、外部資金獲得を図った。　例：地域イノベーション戦略プログラム、ポスドクキャリア開発事業

Ⅱ ・リサーチアドミニストレーターという
ポストには、どのレベルの人とどのよ
うな役割を期待したのか。またその予
算が獲得できなかったことによって生
じた問題や代替的措置およびその実
施可能性についてお聞きしたい。（Ⅱ
評価の理由も含めて）

　リサーチアドミニストレーターでは他大学の先行している事例を元に、3分野から
の人材登用を計画していた。
・ポスドクなど研究者出身者
・コーディネータからの産学連携経験者
・研究支援担当の大学職員
統括者としてのシニアリサーチアドミニストレーターと実務者の2段階の職位で全学
的な補助金事業への研究プログラムアレンジ、申請から研究遂行までのプロジェク
ト管理を期待していた。
・予算措置が出来なかったために現行の産学連携コーディネーターがその役割を
担っている。コーディネーターの人数、予算に限りがあるため、業務的には全学的
プロジェクト研究の組成には専担として集中することができずに、中途半端になって
いる。
・代替措置としては、コーディネーターの増強による機能強化が検討可能である
が、予算措置との関係から実現は難しい状況である。

計画は申請すること自体であり、申請自体は行っている。申請した結果不採択
ではあったが、コーディネーターがその役割を担うなどの努力は行っており、Ⅱ
評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

11-1
【重点】

創造都市研究科は、「地域
活性化ニューズレター」発
行、地域活性化に関するシ
ンポジウム、国連貿易開発
会議（ＵＮＣＴＡＤ）と連携し
た国際シンポジウムの開催
などにより、「創造経済と都
市地域再生」の研究展開と
連動した「3セクター（＝公
共・市民・民間部門）協働の
地域活性化人材の育成プ
ロジェクト」を推進する。

創造都市研究科は「重点研究・創造経済と都市地域再生プロジェクト」「3セクター協働プロジェクト」をはじめ正規の履
修モデル以外の教育研究を多数実施している。
（1）重点研究「創造経済と都市地域再生」において、ＵＮＣＴＡＤ（国連貿易開発会議）との国際シンポジウムの準備、世
界的定本となっている同機関のCreativeEconomyの全(要)訳の完成。『創造経済と都市地域再生2』を刊行し、ウェブサ
イト上ではhttp://www.gscc-ceur.jp/を運営して継続的に成果発表を行った。
（2）学術雑誌『創造都市研究』12巻に「創造経済と都市地域再生」特集論文2本を掲載した。
（3）教育プログラム「3セクター協働（＝公共・市民・民間部門）の地域活性化」の成果として24年12月に教員の研究活
動と院生のフィールド研究をニュズレター3号として刊行し、ウェブサイトhttp://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/regional/でも
成果発表を行った。
（4）上記プロジェクトに関係するシンポジウムを５回開催した。
①大阪産業創造館と連携「メタファー分析を通じてメンタルマップ」約50名
②大阪産業創造館と連携「Ｏ２Ｏ による集客」約60名
③大阪市北区と連携「大阪市北区のプラチナ都市構想」約80名
④社協と連携「地域運営の新たな仕組み：『地活協』形成の現状と今後」約80名
⑤市民団体と連携「ここまできた、プロボノ活動」約80名。
（5）教員３、修了生４名が、『地域活性化ニューズレター３』に記事執筆（２月刊行）、教員４、修了生２名が『地域活性化
ニューズレター４』に記事執筆（３月刊行）

Ⅲ 高度専門社会人の育成について
・11-2では、経営、法、生科、医など
では、どの程度の人数の高度専門化
を養成するかを数字で水準を明示さ
れ、平成24年度の実績として、各種
資格試験の合格率が開示されてい
る。しかしながら、11-1の創造都市研
究科の実績として、シンポジウムの
参加人数や、成果発表実績が開示さ
れているだけで、果たして何人くらい
の「高度専門社会人」が養成された
のかが不明である。創造都市研究科
のプロジェクト（重点研究・創造経済
と都市地域再生プロジェクト）などへ
の参加によって、プロジェクト期間内
で「このくらいの人数の専門家が養成
された、あるいは、されることになる」
ということを明示するべきではない
か。

（１）修了生について
　創造都市研究科は、「高度専門社会人」の育成を目的とした社会人向け大学院
で、ミッションそのものが「高度専門社会人」養成であるので、「高度専門社会人」は
（未就職者を除く）修了生のほぼ全員ということになる。
　入学定員が２０１０年度までは毎年修士１２０名・博士１０名、２０１１年度から現在
までに毎年修士１１０名（都市ビジネス３５名、都市政策５０名、都市情報学２５名）・
博士１０名あり、例年、これを上回る入学者があり、修了生の数はこれまでに約１０
００名近く（２０１２年度末までの修了生が９９１名）なる。これを「高度専門社会人」養
成の実績として報告する。
【参考資料】入試パンフレット
http://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/exam_masters/index.html

（２）プロジェクト参加者について
　創造都市研究科では以下のように２つの大きなプロジェクトがある。
　１）「創造経済と都市地域再生（前身のプロジェクトが「創造都市を創造する」）」
　２）「３セクター協働の地域活性化」

　それぞれ、開学より毎年、在学生および修了生にシンポジウム、研究会、研究成
果の刊行機会への参加を促しており、１）では、それぞれ各職場での創造性の発揮
（ベンチャーやクリエイティブ産業の支援含む）やクリエイティブな業務改革の研究を
おこない、
　２）では、公共・市民・ビジネスの３セクター協働による地域活性化、地域ビジネス
の創出などの研究や実践をおこなっている。
　これまで、前身のプロジェクト「創造都市を創造する」まで入れて、在学生および修
了生でシンポジウム、研究会、研究成果の刊行機会へ参加してきた。のべ人数にし
て約１００名ほどが熱心に研究に参加しており、在学生・修了生の約１割はプロジェ
クトで研鑽したという事実がある。それら対象者に限って、「高度専門社会人」という
ことではないが、より高度化ないし特化した高度専門社会人養成の試みである。

高度専門社会人養成につながるものとしてプロジェクトがあり、プロジェクトへの
参加者は約１割ではあるが、社会人が多い中での参加率としては少なくないと
の法人の補足説明により、Ⅲ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

平成24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



年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答 第2回評価委員会での意見

21

学術情報総合センターは、
電子ジャーナル購入方針の
策定、開館日・時間の拡
大、ラーニングコモンズの
整備等により、図書館機能
の充実を図る。

・開館日については月1度の定例休館日を廃止し、授業のある日には休館せず学生の学習スペースを確保するように
した。また要望が強かった土曜日の情報教育ＰＣルームの開室（H24年度：45日）を実現した。
・H24.4より学生の自律的学習を促す共有スペースとしてラーニングコモンズの設置・運用を始め、H24.10には、大型モ
ニター設置やノートＰＣの貸出など更なる環境整備を行った。ラーニングコモンズは平成25年3月末までに約4万6千名
の学生の利用があり広く活用されている。また閲覧エリアにおける無線LANの設置やノートPC貸出サービスなどによ
り、センター内でのネットワーク利用環境が大幅に改善され、ネットワーク接続件数も飛躍的に伸びた。
・電子ジャーナル等の充実のため、電子ジャーナル経費の全学共通化の拡大を図った。・全学共通の電子ジャーナル
等の平成26年度以降のあり方を検討するために研究担当副学長を委員長とする電子ジャーナル等検討委員会を立ち
上げ、平成25年3月末までに基本方針の中間まとめを策定し、役員会及び教育研究評議会で報告した。
・学生選書ツアーを11月に企画、実施した。学生が大型書店に出向いて選書を行った後、学生と協働による選定会議
を開いて購入を決定した。また、学生自らが作成したポップを飾って図書の展示を行った。
・入館者数　H19：562,839人　H20：564,754人　H21：609,426人　 H22：614,708人
H23：603,276人　　H24：637,221人
・貸出冊数　H19：113,121冊　H20：111,744冊　H21：111,623冊　H22：114,192冊
H23：109,732冊　H24：111,171冊
・図書市民利用制度の登録者数　H19：2,789人　H20：2,707人　H21：2,625人
H22：2,536人　H23：2,496人　H24：2,432人
・開館日数　H19：266日　H20：263日　H21：258日　H22：265日　H23：267日
H24：273日
・ラーニングコモンズ利用件数　H24：45,750人
・ノートパソコン貸出件数　H24：4,524件
・ネットワーク接続件数　H20：1,339件　H21：1,479件　H22：1,524件　H23：2,220件　　　H24：14,474件
・機関リポジトリ登録件数　H22:1,313件　H23:1,689件　H24:1,625件
・電子ジャーナル全学共通経費　H20： 849,350円　H21： 8,718,504円
H22：10,209,000円　 H23：12,549,000円　H24：17,327,000円

Ⅳ ・学術情報総合センターの利用実績
からみて、達成水準を大幅に上回っ
ているとは考えにくい。評価はⅣ→Ⅲ
が妥当ではないか。

　ラーニングコモンズについては、開始初年度にもかかわらず約46,000人（168人/
日）の学生の利用があり、ノートＰＣの貸出サービスの利用実績は約4,500件（平成
24年10月開始）、無線ＬＡＮ環境の設置を含むネットワーク環境の大幅な改善がな
され、ネットワーク接続件数も前年度に比し、652％増加した（Ｈ23：2,220件→Ｈ24：
14,474件）。
　これらの各種取組みを積極的に実施し、それらの取組みが、入館者増や利用者
拡大などに結びつき、数値指標としても現れていることから、自己評価をⅣと判断し
た。

定例休館日の廃止や、ラーニングコモンズの設置、ネットワーク環境の改善など
各種取組により、図書館機能が充実し、利用実績向上につながったことを評価
し、Ⅳ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

23
【重点】

学生の海外留学に関する
各種情報を集約し、留学相
談窓口等において情報を提
供するとともに、留学前ガイ
ダンスを開催するなど学生
の海外留学を支援する。特
に英語圏の語学留学プログ
ラムの拡充や、短期語学研
修の単位認定等について
検討する。

・各部局で行っている短期留学の情報を収集し、留学相談等で提供するとともに、一部については募集・受付窓口を国
際センターに一元化した。
・包括協定を締結している旅行業者と協力し、海外研修前の留学ガイダンスを26回開催し、延べ365人参加した。
・新たに国際センター主催でカナダ・ビクトリア大学の短期語学研修を9月に実施し、23名の学生が参加した。
・新たに国際センター主催で中国・上海における就業体験を9月に実施し、8名の学生が参加した。
・新たに国際センター主催で3月に実施する英国オックスフォード大学の短期語学研修について、6月開催の全学共通
教育教務委員会にてAdvanced College English 1単位（全学共通科目）として単位認定することが決定した。
・新たに国際センター主催で、英国オックスフォード大学の短期語学研修を3月に実施し、30名の学生が参加した。
・短期海外研修プログラム参加者数　＊1年以内のプログラム　＊ゼミ旅行、研修は含まずH20:27人 H21:21人
H22:88人H23:103人 H24:158人

Ⅳ ・短期留学研修など、学生の留学支
援については、自己評価のように特
に進捗していると判断される成果で
あると思う。
ただ、学部生6657人、院生1947人に
対し、H24年度の短期海外研修プロ
グラム参加者数の158人という比率
は、他大学の実態と比較してどのよう
なレベルかという指標開示も必要か
と思う。それでないと目標水準の合理
性が判断できない。
・学生の留学については達成水準を
超えており、評価Ⅳが妥当と考える。

・達成水準の数値については、これまで実施してきた短期語学研修プログラムの参
加人数をもとに設定していた。平成24年度から国際センター主催で新たに3プログ
ラムを開始したことに加え、これまで全学的には集約できていなかった部局単位で
開催している語学研修プログラムについても情報収集に努めたため、参加者数の
大幅増となった。
・単純計算では約1.83％の学生が大学主催のプログラムに参加したことになり、グ
ローバル30採択大学などの特に国際化が進んでいる大学に比べると、まだまだ少
ない数値であると考えているが、文部科学省及び日本学生支援機構の統計資料か
ら積算する平成23年度の1年未満の海外留学者数は約1.85％（全学生数2,841,915
人＜学校基本調査＞、1年未満留学生数52,650人＜JASSO調査＞）であるので、
本学はほぼ平均的な数値であると推測している。
・大学院生の海外での学会参加や研究目的での渡航、ゼミ単位での海外研修、個
人レベルでの海外留学については数値の把握が困難なためデータ外となっている
が、これらを加えると大学全体で海外渡航経験のある学生数はもう少し増えると思
われる。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

25

就職ガイダンス、ワーク
ショップ実施回数ならびに
参加人数について前年度と
同じレベルを維持するととも
に、学内企業セミナーへの
優良企業の参加を推進しセ
ミナーの質的充実を図る。

■ガイダンス：今年度より「論理コミュニケーション力講座」をスタートさせ、質的向上を図った。
■セミナー：今年度、大阪労働局（ハローワーク）との共催による求人説明会を開催した。従来から本学が行ってきた求
人説明会のノウハウ（①関西圏の大学等にも広く門戸を開き、②企業から学生への参加呼びかけが可能など）をベー
スに、ハローワークが行う、求人情報提供機能・職業紹介機能と連携させた初めての取組となった。 本質的な意識形
成を促す「21世紀セミナー」は昨年を上回る34日間実施(23年度23日間)。実践に即した企業の考え方を知り、研究する
良い機会となった。
■就職相談：下期がピークを迎えた就職相談年間件数は前年を200件以上を上回る2365件となった。
年度計画に基づき、各種ガイダンス・セミナーは、予定通り実施することができた。
・ガイダンス件数・参加者数　H19:32日・2348人　H20:52日・3242人　H21:37日・3374人　　　　　H22:29日・2996人
H23:34日・3465人　H24:40日・3336人
・合同企業セミナー開催日数・参加企業数・参加者数　H19:38日・473社・3527人　　　　H20:42日・679社・7909人
H21:57日・834社・12603人　H22:40日・611社・14041人　H23:69日・852社・16063人　H24:120日・1062社・18271人
・就職相談件数　H18:382件 　H19:829件　H20:1417件　H21:2001件　H22:2603件 　　　H23:2100件　H24:2365件

Ⅲ ・ガイダンス・セミナーは達成水準を
大幅に上回っており、評価Ⅲ→Ⅳが
妥当ではないか。

数的水準においては大幅に上回っているが、質的内容に関しては計画していたレ
ベルでのガイダンス・セミナーの実施であった。全体を総合的に判断し、Ⅲとした。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

26

学生等に対しカウンセリン
グルームの認知度を高め、
必要な学生が利用できるよ
う引き続き啓発に努めると
ともに、インテークを行う保
健師を活用し効率的にカウ
ンセリングにつなげ、利用
率の向上を図る。

・ホームページへのカウンセリングルームだより掲載や、リーフレットの作成等、カウンセリングルームをより周知啓発
するよう努めた。学生が訪れやすい雰囲気となるよう、インテーク面接室を明るく改装した。
・障がい学生支援室でのサポートの紹介や、逆に障がい学生支援室から紹介を受けてカウンセリングルームに来所す
る等、障がい学生支援室との連携をはかった。
・インテークで学生の主訴を充分聞き取ることにより、カウンセラーに適切につなぐだけではなく、神経精神科の特別診
療等を紹介した。
・神経精神科医師と連携し、必要なカウンセリングの調整を行った。・必要に応じ、心の相談センターやDV相談機関
等、他機関にも適切なコーディネートを行った。・心の安定を取り戻すための保健相談を実施し、学生だけでなく、保護
者、教員からの相談にも必要に応じ対応した。・発達しょうがい学生に、必要に応じて対応し、障がい学生支援室、大学
教育研究センターと連携をはかった。
・平成25年度カウンセリングルームのインテーカーに臨床心理士を配置し、インテーカーの役割を充実させられるよう
調整した。
・平成25年度神経精神科の診察体制充実のため診察回数を6回から10回に増やせるよう調整した。
・カウンセリングルームの利用状況　H19:304回　37人　H20:427回　51人
H21:530回　48人　H22:303回　48人　H23:517回　64人　H24:587回　85人

Ⅲ ・カウンセリングルームの利用は達
成水準を大幅に上回っており、評価
Ⅲ→Ⅳが妥当ではないか。

 本学としても、カウンセリングルームの充実は、非常に重要と位置づけている。
 平成24年度の目標数値の設定に当たっては、設定時期が平成23年度途中であっ
たため、直近の年間実績として平成22年度の実績を元に設定した。結果として、平
成23年度の実績と平成24年度の達成水準の開きが大きい設定となった背景を踏ま
え、自己評価をⅢと判断した。
　平成25年度は量だけではなく質の充実もはかっており、インテークや精神保健相
談のできる臨床心理士の配置や、神経精神科の診療回数を6回から10回に増やす
等の取り組みを行っており、今後とも高い評価を付することができるよう努力してい
く。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

30
【重点】

複合先端研究機構は、若手
研究者育成の環境を整備
するための外部資金獲得を
めざす。また、人工光合成
研究の若手研究者や研究
資金の確保により、基本的
方向であるハイブリッド人工
光合成の実証と先端研究
化を図り、早期実証を行う
ための方法を検討し、早期
実用化をめざす。

・神谷教授の光合成研究が科研費基盤研究Sに採択された。
・外部資金（受託研究、共同研究、科研費、寄附金）獲得総額／件数：196,689千円／22件
・企業との共同研究を7件行った。このうちの4件については、特に後期博士課程学生への援助を前提とした研究を行っ
ている。
・特任教員の任用を増加し、（8名）ハイブリッド人工光合成研究を加速している。
・リーディングプログラム等は採択に至らなかったが、大学院卒業生を企業との共同研究を通じ共同研究員としてイン
ターンシップを行った。（博士修了者1年間／修士2年間）
・光合成フォーラムに協力した
・実証的研究である酵素系による水素とメタノール発生という最先端の研究をすすめるため、人工光合成研究センター
とも連携した新たな人材を配置するべく準備をすすめた。
・光エネルギー変換指標については中長期的課題であることが判明したため、引続き確立にむけて研究に取組んだ。
※獲得金額は直接経費と間接経費を含む。※科研費には分担を含む
・受託研究　H22 5,392千円／2件　H23 80,559千円／4件　H24 72,136千円／5件
・共同研究　H22 15,088千円／2件　H23 13,760千円／5件　H24 19,850千円／7件
・科研費　H22 9,248千円／4件　H23 20,796千円／7件　H24 102,703千円／9件
・寄附金　H22 9,000千円／1件　H23 0千円／0件　H24 2,000千円／1件

Ⅳ ・複合先端研究機構の活動実績は達
成水準を大幅に上回っており、評価
Ⅳは妥当と考える。

ご意見のため回答無し。 異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

Ⅰ-２．研究に関する措置



年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答 第2回評価委員会での意見

37 大阪市職員人材開発セン
ターが実施している技術職
員のスキルアップを目的と
した研修に、工学研究科か
らの講師派遣を継続すると
ともに、技術職員の管理能
力育成のための新たな研
修制度について検討する。
あわせて、本学学生の高度
専門職教育プログラムとの
マッチングを図る。関係学
部においても、大阪市職員
人材開発センターとの連携
強化を図り、研修等を通じ
て大阪市職員の能力向上
を支援する。

・大阪市職員人材開発センターと2回の打合せを行うとともに、大阪市技術職員研修・人材育成検討会で説明し、具体
的な課題などについて議論した。
・とくに、研究指導による研修、実務と理論の相互研修、海外派遣研修の3つの研修について検討することとし、具体的
な検討は平成25年度に実施することとした。
・H24年度の大阪市技術研修に講師1名(のべ5名)を派遣し、講義半日1コマとグループワーク研修1日4コマを行った。
受講者は隣接都市協議会および近畿市長会、関西広域連合の推薦者を含む97名であった。
・研修受講者数　H22:301人　H23: 84人　H24: 97人

Ⅱ ・大阪市職員人材開発センターの人
材育成の仕組み作りは遅れており、
評価Ⅱは妥当と考える。

ご意見のため回答無し。 異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

43-2
【重点】

各学部研究科は、地域拠点
として、市民生活に貢献す
るため、各種セミナーや相
談事業に加え、ボランティア
支援等の連携を強化する。

・各学部・研究科において、公開講座や相談事業の実施、地域活性化事業などに取り組んだ。
（経済）経友会講座に市民受入れ
（法）無料法律相談(196件)、中小企業法律相談(60件)を実施。
（工）都市防災研究の実績をベースとして、市民を対象として、防災に関するセミナーを開催した。
（生科）児童・家族相談を継続して実施（117件・1092回）したほか、QOLプロモーター育成プロジェクトを中心に、地域貢
献活動を推進。
（創都）（財）大阪市北区商業活性化協会との包括提携規約により北区内の商店街の団体とともに、地域貢献・地域連
携活動とくに『商店街調査研究支援助成金事業』を行ってきており、24年は「《地域連携》芝田町商店街・上田学園との
「ファッションタウンプロジェクト」を実施した他、北区新聞「きたまち・ふれあいタイムズ」の発行（4号～6号）、「創造都市
キタサイト」運営を行った。プロジェクトに関係する組合員数（概数）は約80軒。
・住吉区民セミナー「人はなぜ歌をうたふのか」（6月）168人
・住吉区民セミナー「しない！させない！子どものいじめ、自殺、そして虐待」（12月）51人
・三大学連携公開講座「未来をひらく『コドモのチカラ』」（9月）139人（大阪市住吉区役所後援）
・住吉区民セミナー開催数／参加者数　H19:2講座／216人　　H20:2講座／245人　H21:2講座／165人　　H22:2講座／
246人　H23:2講座／164人　　H24:2講座／219人

Ⅲ ・各種セミナーや法律相談など達成
水準よりやや低いがⅢの評価で妥当
と考える。

ご意見のため回答無し。 異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

44-2
【重点】

生活科学部において、QOL
プロモーター育成の理念を
活用し、23年度の成果であ
る「指導案形式のプログラ
ム」の大阪市教育委員会等
の講習会、研修会などにお
ける全市的展開をめざす。
また、地域リーダーとしての
自覚と地域のまちづくり意
識の醸成をめざし、地域の
中学校と連携し地域貢献活
動を継続するとともに、
PTA、地域住民、住吉区役
所などとの協同活動として
展開する。

・学部横断的なフィールドワーク活動としてQOLプロモーター育成事業を継続的に行っている。
・地域における清掃活動を1回開催し、17名の学生が参加した。
・生活改善推進員ならびに幼稚園教諭の育成プログラム　第二次食育基本法施行をうけて、大阪市教育委員会初等
教育部ならびに私幼稚園連盟より推薦を受けた市・私立幼稚園教諭等の協同により開発した幼児とその保護者を対
象とする食育プログラムを市立幼稚園３園、私立幼稚園２園にて実施した。次年度に向けて食育の担い手として、食生
活改善推進員ならびに幼稚園教諭の育成プログラムを検討していく。
・高齢者の自立支援を目指した食と運動講座　高齢化率35％の堺市泉北ニュータウン在住６５歳以上の在宅高齢者を
対象に、教材を兼ねた地域レストランの昼食を用いた楽しい食事指導（会食）ならびに室内でできる運動指導を行い、
主観的幸福感を高めつつ介護予防を図るという計画のもと、日々の食事と運動管理についての基本を学習し生活実
践を促した。次年度のリーダー育成講座に活かしていく。
・高齢者による介護予防講座　地域在住の元気な高齢者による高齢者支援を目指して食と運動に関わる基本を学習
し、他者へ伝達していくスキルを習得し、参加者自身の健康管理および要支援高齢者への働きかけへと繋ぎ、地域活
性化の一助を担うマンパワーを育成するという計画のもと、老研式活動能力指標の社会的役割が向上し、献立の品目
数が増加するなどの改善がみられ、学習事項について他者への伝達意欲が高まるなどの成果がみられた。
・QOLプロモータ育成プログラム活動数　H19:　36回 H20:　38回 　H21:　24回
H22:　30回 H23:　26回 　H24:　35回
・生活改善推進員ならびに幼稚園教諭の育成プログラム　　“たべものに親しむ”４歳児　126名　保護者　126名　　“つ
くって食べよう”５歳児　 157名　保護者　157名　　保護者食育講座　　 ５歳児の母親　134名
・高齢者の自立支援を目指した食と運動講座　　“食と運動講座”　　会食群15名　配食群14名　計 29名
・高齢者による介護予防講座　　“高齢者による介護予防基礎講座”　22名

Ⅱ ・依頼された研修会が実施されな
かった点について、代替的措置とそ
の実施可能性についてお聞きした
い。（Ⅱ評価の理由も含めて）

　大阪市主催研修会等が未実施となっているのは、判断根拠にも記載したように
「市の計画の見直しによる」、及び連携していた中学校が独自活動に切り替えたこ
とにより連携が途絶えたことによる。
　このことにより、啓発的地域活動から、地域活性化支援など、本学の特質をより活
かせる活動への展開を住吉区と協議している。
　なお、住吉区などと大学との包括協定にも基づきつつ、住吉区の人口減少地域に
おける地域活性化に大学院または学部演習等として貢献できないか、協議を始め
ている。

研修会が未実施だったことを除けば、評価できる成果があるが、以前より取り組
んでいる項目であり、昨年度までの進捗と比較して自己評価したという法人の
補足説明をふまえ、Ⅱ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

47
【重点】

民間を中心とした外部資金
の獲得増を図ると共に、リ
サーチアドミニストレーター
の体制整備にかかる補助
金を大阪府立大学と共に申
請し、統合後を見越した産
学連携体制の再構築を図
る。また、都市研究プラザ
や複合先端研究機構など
の研究拠点において、重点
的な都市科学分野の共同
研究など産学連携活動の
具体化に取り組む。

＜産学連携推進本部＞
・「リサーチアドミニストレーター」申請済み、結果としては不採択。・「リサーチアドミニストレーター」H25年度新規採択
予定なしにつき、代替事業であるCOI（センターオブイノベーション）への申請準備を行う。・民間との共同・受託研究の
契約件数：276件・民間との共同・受託研究受入額：3億1百万円・技術相談件数：430件
＜都市研究プラザ＞
受託及び共同研究について、数件の申請及び先方との協議を行ったが、1件のみの契約に留まった。受託及び共同研
究とは別に、大型の外部資金である「平成24年度博士課程教育リーディングプログラム」及び平成25年度新学術領域
研究（研究領域提案型）への申請を行った。産業創生研究プロジェクトの成果として、①全国の美術館のギャラリートー
ク（作品解説）をインターネットで配信するCURATORS TVを4月に開設し、前例のないメディアとして国内外からの評価
を得ている。②都市のかかえる就労・福祉・居住などの問題について、包摂型の都市政策に関する提言、地域コミュニ
ティの形成、人材の育成をめざす「一般社団法人インクルーシブ・シティネット」を4月に立ち上げ、活動を開始している。
＜複合先端研究機構＞・共同研究や受託研究といった外部資金の獲得を積極的に推進した。・人工光合成研究拠点
を遂行する将来的な人材の発掘、人工光合成フォーラムへの参加など人工光合成研究センターの整備に全面的に関
わった。
＜複合先端研究機構による外部資金獲得実績＞※獲得金額は直接経費と間接経費を含む。※科研費には分担を含
む
・受託研究　H22 5,392千円／2件　H23 80,559千円／4件　H24 72,136千円／5件・共同研究　H22 15,088千円／2件
H23 13,760千円／5件　H24 19,850千円／7件・科研費　H22 9,248千円／4件　H23 20,796千円／7件　H24 102,703千
円／9件・寄附金　H22 9,000千円／1件　H23 0千円／0件　H24 2,000千円／1件
＜都市研究プラザ＞（受託・共同研究）　H19:3件　H20:0件　H21:2件　H22:2件
H23:1件　H24:1件

Ⅳ ・人工光合成研究が大型科研費を獲
得したことによって見かけ上は目的
の金額を達成できているが、リサー
チアドミニストレーター申請の不採択
など、自己評価 IV は高すぎるのでは
ないか。
・複合先端研究機構の活動・学部資
金の獲得状況は、Ⅳ評価が妥当であ
るが、都市研究プラザの活動実績は
Ⅲ評価であろう。
都市研究の獲得金額は？

達成水準に記載している６項目の内、５項目の目標を達成している。
　その内、産学連携本部における「民間との共同研究と受託研究の契約数： 達成
率138％」、「技術相談件数：143％」、複合先端研究機構における「獲得件数：
275％、獲得金額：179％」の３項目が達成水準を大幅に上回る成果であり、これら
を総合勘案し、自己評価をⅣと判断している。
　なお、「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」について
は、達成水準が申請すること自体であるため、計画どおりの進捗と判断している。
　また、都市研究プラザの獲得金額は、51,753,400円である。

リサーチアドミニストレーター確保のための補助金申請は、不採択であったが、
計画どおり申請を行っている。また受託研究・共同研究の契約数も大幅に達成
水準を上回っており、産学連携活動の取組は進んでいると評価できることから、
Ⅳ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

Ⅰ-3．社会貢献に関する措置



年度計
画No.

平成24年度計画 取組実績

法人
自己
評価

コメント コメントに対する法人回答 第2回評価委員会での意見

48 現有特許管理ソフトの本格
運用を開始し、現行管理方
法との整合性等を検証し、
共有可能なデータベースの
構築を行う。また特許出願
に関する研修等を実施す
る。さらに学内論文発表（卒
論、修士論文など）における
新規性喪失防止ガイドを設
定する。

・特許出願件数（国内／海外）：64件／15件
・特許登録件数（国内／海外）：9件／4件
・特許活用件数：49件
・e-ラーニング参加者数：0人
・新規性喪失防止のガイドラインは策定済み。
・知財連続講座6回を開催、参加者25名。
・特許出願・登録件数　H19:20/9　　　H20:34/3　H21:25/8　　　H22:45/6　H23:63/3　　　H24:79/13

Ⅱ ・e-ランニング参加者数が０人になっ
た理由、今後の対応についてお聞き
したい。
・特許出願・登録の促進は好ましいこ
とだが、件数の増加により、出願費
用・維持費用が大きな負担となってく
る。特に海外出願については、さらに
大きな負担を強いられことになる。し
たがって、大学経営の財務状況か
ら、少なくとも維持すべき出願数、年
間の出願数、マーケティング等でライ
センスすべき年間件数・目標収入な
ど数値によるガイドラインを定めたう
えで、特許出願件数向上をめざすと
ともに、知財そのものの質を高めてい
く努力が必要かと思うが、このような
数値目標設定についてどう考えてい
るか。

・e-ラーニングの参加者数が０人であったのは、学内ポータルサイトそのものに課
題があったことによる。そのため、e-ラーニングの実施を一旦中断し、今後について
検討をしているところである。

・特許出願については、中期計画において年間出願件数を80件～120件を維持す
ることとしている。第２期中期計画期間の早期において下限の80件を達成すること
を念頭においている。そのため、第１段階として出願件数を確保し、第２段階におい
て出願内容の質の向上を図ることを考えている。現在は第１段階である。
　次に、出願については、企業との共同出願と単独出願を想定しており、前者は費
用を企業負担としている。後者については、大学負担であるが、特許出願後に、企
業との共同研究を成約を目指し、契約時に当該特許を譲渡することも含め、その際
の企業から受領する金額をもって、当初の出願費用をまかなうことを想定している。
　また、仮に共同研究を希望する企業が現れなかった場合については、審査請求を
せず、特許を放棄し、出願時の費用負担以上の負担を回避している。
　最後に、海外出願については、ＪＳＴ(科学技術振興機構）の「外国特許出願支援
制度」を活用し、原則支援による補助金を得たもののみ出願することとしており、出
願時の費用をコントロールしている（平成24年度実績約250万円）。

e-ラーニングの参加者については、改善させるための対策を検討している。ま
た新規性喪失防止ガイドラインの策定や特許出願・登録・活用件数は達成水準
を上回っていることから、Ⅲ評価と判断する。

【Ⅱ評価からⅢ評価に変更】

50
【重点】

中小企業家同友会との包
括連携を拡充し、ホームドク
ター制度の会員数を増加さ
せる。また、うめきた（健康
科学）、人工光合成拠点（新
エネルギー）を核としたセミ
ナー等を開催する。

・ホームドクター利用会員数：234社
・セミナー等の開催数／参加者数：32回／1,500人平成25年1月にOSTEC（一般財団法人大阪科学技術センター）と産
学官連携基本協定を締結した結果、OSTECの賛助会員企業約50社がホームドクター制度会員となった。府大市大産
学連携共同オフィス事業での取組成果。
・ホームドクター制度会員数累計　H22:135　　H23:166　　H24:234

Ⅳ ・ホームドクター利用会員数：234社と
いう記載はあるが、ホームドクター制
度の活用実績はどうなっているの
か。ホームドクター利用会員数基準
の判断でなく、利用実績で自己評価
すべきではないか。

　ホームドクター制度はかかりつけ医の中小企業技術相談版であり、会員企業が
必要とするときに簡単に相談できる仕組みである。
　従って、府大市大の共同オフィスではホームドクター制度の普及に重点を置いて、
地域産業界からのニーズに対応できるように体制を作ることが重要と考えている。
その結果として会員企業からの相談件数増加に繋がると計画している。
　平成24年度ホームドクター会員企業からの技術相談は８２件であった。

昨年度は大幅に会員数が増加しており、また会員の3分の１を超える利用実績
もあるため、Ⅳ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

59-2 5大がん及びその他のがん
について「がん地域連携ク
リティカルパス」の推進を図
るなど、医療連携の強化を
進める。

■ 5大がんの地域連携パス
・乳がん地域連携パス　運用実績: 73件
・大腸がん地域連携パス　 運用実績：実数把握が困難（地域医療連携室を経由しない運用のため）
胃がん、肺がん、肝がんの地域連携パスについて、整備が完了した。
■その他の地域連携パスの運用・1月から新規に前立腺がん術後連携パスの運用を決定

Ⅲ ・胃がん、肺がん、肝がんの地域連
携パスは、まだ運用が開始されてお
らず、評価はⅢ→Ⅱが妥当か。Ⅲ評
価とした理由は何か。

5大がん全ての地域連携パスの運用を開始することではなく、5大がんのうち運用で
きるものから開始するという趣旨で達成水準を設定した。
　胃がん、肺がん、肝がんについても、大阪府統一型がん地域連携パスに基づき、
市大病院用がん地域連携パスを作成しており、今後市大病院医療連携「Face to
Faceの会」を通じて、学習会並びに交流会の開催、また、関係医療機関へ計画的
に働きかけを行い後方支援病院の拡充を図り、パス運用に向けて進めていく。

法人の回答について特に異議はなし。

【法人自己評価で妥当】

61-2 学長裁量経費について、全
学的視点から大学の特色と
なる教育・研究・地域貢献
やその充実に関し当初予算
化されていない緊急経費に
対して予算配分できるよう
に措置する。

学長裁量経費については、直接的に教育・研究・地域貢献等に係る事項として、第9回高校化学グランドコンテスト等に
対して予算配分を行った。
・学長裁量経費　H19:24,300千円　H20:40,692千円　H21:37,910千円　H22:37,231千円　H23:31,946千円　H24:22,053千
円

Ⅲ ・学長裁量経費は年々減少しており、
評価はⅢ→Ⅱが妥当か。内容的に
Ⅲ評価とすべきものを示してほしい。

実績金額が年々減少しているのは、他の経費と同様に本経費の予算額そのものが
縮減されている影響もある。
（予算額の推移)
H19年度：48,512千円、H20年度：45,601千円、H21年度：42,092千円、H22・23年度：
40,293千円、H24年度：30,000千円）

（学長裁量経費の採択例）
・第9回高校化学グランドコンテスト：1,550千円
・経済学研究科の共同研究「健康格差と都市の社会経済構造」で予定されている
国際ワークショップ開催費：1,750千円
・大学史資料室及び恒藤記念室の共同によるシンポジウム開催及び研究
　叢書(第3集)刊行：1,160千円

予算額の減少に伴い、学長裁量経費の実績金額は減少しているものの、この
経費により高校化学グランドコンテストのような特徴的な取組を継続的行ってい
るという法人の補足説明をふまえ、Ⅲ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

63-1 都市研究プラザ、複合先端
研究機構、抗疲労研究拠点
の支援体制を整備する。

・複合先端研究機構ならびに抗疲労研究拠点の支援体制を整備すべく、人員増加を要請していたが、組織改編含めて
本年度での人員確保はできず。
・複合先端研究機構のうち、人工光合成センター拠点準備として委員会立ち上げ。共同研究講座の受入体制は整っ
た。
・抗疲労研究拠点としてうめきたに「健康科学イノベーションセンター」平成25年7月開設予定。

Ⅱ ・複合先端研究機構ならびに抗疲労
研究拠点の支援体制を整備すべく、
人員増加を要請していたが、組織改
編を含めて本年度での人員確保がで
きなかったという記載がある。「支援
体制」というのは具体的にどのような
内容なのか、新たに人員を増加させ
るのでなく、いずれかの部局に機能
付与することにより、支援体制を構築
することは、できないのか。（Ⅱ評価
の理由も含めて）

「支援体制」とは、全学的プロジェクトとして研究環境の整備と外部資金獲得の た
めの支援を行うことであり、その中でも最も大きなウェイトを占める、事務的、技術
的支援等を行うための人員の配置については平成24年度中に達成できなかった。
　平成25年4月より複合先端研究機構では、外部資金を活用して新たに研究補佐
員4名を配置し、教員の研究活動の支援を行う一方で、事務担当である研究支援課
では、平成25年6月より複合先端研究機構および人工光合成研究センターの体制
整備のため、事務職員1名、技術職員2名、専任コーディネータ1名を配置している。

平成24年度中はできなかったが、25年度に入り、支援体制が整備されたため、
Ⅱ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

69 地方独立行政法人法等に
より公立大学法人の制約と
なっている事項について検
討を行い、撤廃の必要性に
つき、提携する公立大学法
人等と意見交換を行う。

・公立大学法人の制約となっている事項について、撤廃の必要性等について具体的検討を進めた。
・公立大学協会等の会議の際に、他の公立大学法人等と公立大学法人の制約撤廃についての意見交換を行った。
・地方独立行政法人法等により公立大学法人の制約となっている事項について、撤廃の必要性等につき具体的検討
を引き続き行う。
・大阪府立大学等と連携、公立大学協会や東京拠点を活用した取り組みを引き続き強化していく。

Ⅱ ・公立大学学長会等において本格的
議論はされていないが、検討を始め
ていれば評価はⅢでもよいと考える。

自己評価の判断根拠を補足に追記したとおり、意見交換は実施しているものの、具
体的な検討には至っていないことから達成水準には至らず、自己評価を「Ⅱ」として
いる。

本格的議論ではないものの、意見交換は行われているので、意見交換を行うと
いう年度計画をふまえ、Ⅲ評価判断する。

【Ⅱ評価からⅢ評価に変更】

82-2 安全保障貿易管理体制を
整備するとともに、教職員
の意識高揚を図る。

・4月より安全保障貿易管理規程を施行、10月までに2件の相談受付実績あり（うち1件はCISTECに相談）。
・7月に安全保障貿易管理担当のCDを採用。
・25年3月までに安全保障貿易管理委員会を立上予定であったが、設置時期が次年度に繰越となった。
・1月に勉強会実施済み：参加者15人。　他の行事と日程が重なり、目標に対し参加者数減少となった。
・HPへの該非判定ルール掲載。

Ⅱ ・4月より安全保障貿易管理規程を施
行。教員への安全保障貿易管理の
必要性が浸透していないという記載
があるが、大学において安全保障貿
易管理に関わる事例とはどのような
ものか。民間企業でサンプル供与・
製品輸出などでは、頻繁に当該規程
に関わる事例が発生する、もし、大学
においても当該規程に関わる案件が
多いとすれば、教員への浸透もさるこ
とながら、承認システムに組み入れ
た運用が必要ではないか。
・教員への安全保障貿易管理の必要
性が浸透していないということについ
て、Ⅱ評価の理由も含めて、今後の
対応をお聞きしたい。

大学における安全保障貿易管理は大きく分けて2つあり、指定国からの留学生・研
究者の受入と海外への研究情報提供(サンプル・メールデータ・PCの持出など)がこ
れに該当する。
　海外からの留学生・研究者の受入は研究支援課にて事前チェックできる体制に
なっているが、教員の海外とのメールデータの送信、PCの持出などについては、十
分に認識浸透ができていない。今後、教員の危機管理意識を向上させるべく、説明
会や研修会など、実施していく。

平成24年度は教員の意識向上にかかる対策が十分ではなかったが、次年度以
降さらに取り組んでいくという法人回答をふまえ、Ⅱ評価と判断する。

【法人自己評価で妥当】

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項

Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に関する措置

Ⅰ-５．病院に関する措置


