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項目 第二期中期計画 年度計画 取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員コメント

22-1

学生サポートセンターは、各種学
生サービスを効果的に実施し、そ
の検証を行うとともに、障がい学生
支援室において、障がい学生から
の相談窓口を一元化して支援のた
めのコーディネイトを行い、また、
ボランティアセンターを通じて、学
生のボランティア活動に対する支
援を拡充するなど、学生生活全般
に対する支援の充実を図る。

学生サポートセンター円卓会議の提言の進捗状況に
ついて報告し、教員の意見を聞く場として学生サポー
トセンター運営会議を設置するとともに、サポートセン
ターの事務職員によるワーキンググループを立ち上
げ、提言を実行し、学生サービスの充実を図る。ま
た、学生のニーズ、意見を集約するための学生生活
実態調査の実施に加え、全学ポータル上で学生が各
種意見・要望を言えるサイトを作成する。

<達成水準>
・学生サービス充実検討委員会開催回数：5回
・学生生活実態調査の実施及び集約
・全学ポータルに学生の自由意見・要望欄を設置
・学生サポートセンター運営会議開催：2回以上
・ワーキンググループ開催：計10回

　学生サービス充実検討委員会に代わるものとして円卓会議の提言を検討、実行するために学生
サポートセンター内に３つのワーキンググループを設置し、合計32回の会議を行い検討した。　ま
た、本年9月に教員の意見を聞く場として、学生サポートセンター運営会議に代わりサポートセン
ター懇談会を設置し3回開催した。ポータルサイトに学生から自由に意見を聞くためのアンケート
ページである「学生アンケート（ご意見・要望等）」欄を常時開設し、意見や要望とそれに対する回
答をポータルサイトのお知らせ掲示板に随時掲示した。
　学生生活実態調査を全学ポータルの利用及び調査票により実施（調査期間：10月1日～11月11
日）し、対象者（全学の学部生、大学院生）に対し、1,250件の回答を得（回答率：14.9％）、集約を行
ない、報告書を作成した。　また、「学生サポートネットの構築（提言）」を踏まえて、学生なんでも相
談窓口を3月に暫定設置し、学生サポートセンターの機能充実を図った。平成26年度から本格実施
する。

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・学生サポートセンターWG開催回数：640％（32回）
・学生生活実態調査の実施及び集約：実施済
・全学ポータルに学生の自由意見・要望欄を設置：実施済
・学生サポートセンター懇談会開催：150％（3回）
・ワーキンググループ開催：（学生サポートセンターWGに集約）

（補足）
学生が各種意見・要望を言えるサイトを作成するに留まらず、回
答の掲示や、学生なんでも相談窓口の暫定設置を行ったことな
どから、年度計画が特に進捗している。なお、「学生サービス充
実検討会議委員会」を改め「学生サポートセンターＷＧ」、「学生
サポートセンター運営会議」に代わり「学生サポートセンター懇談
会」を設置したことを踏まえて、達成水準に対する実績を記載し
ている。

・「学生何でも相談窓口」の暫定設置を行い、学生サポート
センターの機能充実に努めているが、大学側が行ってきた
学生サポートについて、学生がどのように受け止めている
か、その評価、要望について知りたい。
・学生を調査対象とするだけでなく、学生サポートセンター
WGや懇談会に、学生（ボランティア・自治会メンバー・アル
バイト職員など）にもメンバーに入ってもらうことは考えてい
ないのか。（学生による学生サポーター）

33
（重点）

戦略的研究経費の再構築や大学
院教育の充実検討も踏まえ、長期
的展望に立って、若手研究者の確
保・育成のための制度について検
討し、実施する。さらに、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る。

女性研究者支援策の実施と、若手研究者の確保・育
成のための制度について検討を進めるとともに、女性
研究者及び若手研究者支援のための補助金獲得に
努める。

＜達成水準＞
女性研究者及び若手研究者支援のための補助金
(平成25年度科学技術人材育成費補助事業)への応
募

　平成25年度科学技術人材育成費補助事業(文科省)である「テニュアトラック普及・定着事業」及
び「女性研究者研究活動支援事業」に計画どおり応募し、採択された。
　両事業の着手により、「若手研究者の確保・育成」及び「女性研究者を取り巻く環境整備」への取
組の強化に着手した。

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・女性研究者及び若手研究者支援のための補助金(平成25年度
科学技術人材育成費補助事業)への応募：実施済

(補足)
文科省補助金を獲得し、「若手研究者の確保・育成」及び「女性
研究者を取り巻く環境整備」への取組強化を年度中に着手でき
たことや、機関型外部資金の各種事業運営支援を強化すること
ができるプロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の設置などから、
年度計画が特に進捗している。

・「女性研究者及び若手研究者のための補助金」は科研費
を獲得し、事業計画に着手できたことは評価できるが、科
研費は恒久的な財源ではない。恒久的財源についての見
通しが示されていないので、評価Ⅳはやや甘いように思わ
れる。
・プロジェクトマネージメントオフィス（ＰＭＯ）を設置されてい
るが、その機能（役割分担）と人的体制について説明願い
たい。

29
【重点】

都市研究プラザはＧ－ＣＯＥ終了
後も本学の中心的課題である都市
研究の拠点として外部資金を積極
的に獲得し、現場プラザを中心とし
た都市の政策課題への参画や、
海外サブセンターを活用した都市
研究国際ネットワークの推進ととも
に、国内外の優れた若手研究者の
養成を図る。

都市研究プラザは、グローバルCOE事業を継承し、あ
らたな発展をめざして若手研究者を採用、外部資金
獲得準備、国際学術誌発行、国際学会AUCの開催、
国際シンポジウム開催、現場プラザ・海外サブセン
ターの活動等に取り組む。

＜達成水準＞
・若手研究者を年2回公募・採用、育成
・学内外の研究機関と連携し、大型外部資金獲得に
向けた申請を実施
・国際ジャーナルCCSの継続発行
・国際学会（AUC）に関連する国際学術イベントを2回
以上開催
・国際シンポ・イベントを5回以上開催、ドキュメント・レ
ポート等を3誌以上発行
・現場プラザにおいて、地域と連携し5件以上の共同
事業を実施
・海外サブセンターと共催し、3件以上のイベントや共
同事業を実施
29

①平成25年度若手研究者を2月及び8月に募集し、4／1付8名、10／1付4名及び継続研究員8名を
含めて、20名（延べ人数）を採用。国際学会での発表等研究実績をあげている。
②平成25年度博士課程教育リーディングプログラム（複合領域型：多文化共生社会）／文学研究
科に連携・協力して申請。平成25年度「地（知）の拠点整備事業」に協力、事業採択に寄与。
③文科省の平成25年度テニュアトラック定着・普及事業に、拠点部局として申請、採択される。
④文科省の平成26年度からの全国の共同利用・共同研究拠点の認定に「先端的都市研究拠点」
として申請並びにスタートアップ支援事業に申請し、内定を受ける。
⑤平25年度国際ジャーナルCCSは、13号～16号（年4号）を発行。平25年度は契約見直しの年であ
るが、継続更新の見通しである。
⑥5／31・6／1の両日、キングスカレッジ・ロンドンに於いて第2回都市創造性学会（AUC）を開催。
世界各国から当該分野の第一線の研究者や実践者が集い、最新の研究発表や新たな都市論構
築に向けた議論が展開された。平成26年の第3回は大阪で開催すべく準備活動を行っている。
⑦国際シンポ・イベントを7回開催。国内向けイベントは、22回開催。主催（共催）以外の後援等のイ
ベントは、44回開催。ドキュメント・レポート等の発行は、レポート2を発行。なお、予算不足のために
来年度発行のドキュメントを数点予定している。
⑧豊崎プラザ・CCA（阿波座）・船場アートカフェ・西成プラザ等の現場プラザにおいて、地域と連携
して共同事業を5件以上実施。
＜特別研究員（若手）の応募者数（採用者数）＞
H20：　計43名（計36名）　　H21：　計41名（計34名）　H22：　計31名（計23名）H23：　計20名 (計17
名）　　H24：　計15名（計11名）　H25：　計25名（計15名）
＜国際シンポ・イベント開催回数＞H20：　 5回　　H21：　10回　　H22：　16回H23：　11回　　H24：
10回 H25： 　7回
＜研究成果物発行数＞（B＝書籍、D＝ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ、R=ﾚﾎﾟｰﾄ、N＝ﾆｭｰｽﾚﾀｰ）H20：　B1+D2+R3+N4
H21：　B1+D2+R4+N4　　H22：　D1+R4+N4H23：　D6+R4+N4　　　　 H24：　B3+R3+N4　　　 　H25：
B1+R2+N4

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・若手研究者を年2回公募・採用、育成：実施済
・学内外の研究機関と連携し、大型外部資金獲得に向けた申請
を実施：実施済
・国際ジャーナルCCSの継続発行：実施済
・国際学会（AUC）に関連する国際学術イベントを5回以上開催：
100％実施
・国際シンポ・イベントを5回以上開催、ドキュメント・レポート等を
3誌以上発行：100％実施
・現場プラザにおいて、地域と連携し5件以上の共同事業を実施：
100％実施
・海外サブセンターと共催し、3件以上のイベントや共同事業を実
施：100％実施

(補足)
取組実績及び達成水準に対する実績や次のとおり、年度計画が
進捗している。・ドキュメントの発行については、原稿は用意され
ているが、今年度予算不足により次年度発行予定である。

・将来性のある研究分野、有望な若手研究者に研究資金
を傾斜配分するなどの措置をとることは良いことであるが、
重点研究指定や研究者の選考、さらに評価にあたっては、
各学問分野やテーマの特質に十分に配慮してなされるべ
きであるが、その点についての実情を知りたい。
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【重点】

戦略的研究経費について、中期的
研究推進戦略を策定し、財源確保
も含めて抜本的見直しを行い、本
学を特徴付ける研究の創出に予
算配分する。

新たな戦略的研究経費の仕組みを定着させ、本学を
特徴付ける研究の創出に予算配分する。また、新重
点研究(A)および重点研究（A）の成果報告について
は、各課題につき複数名の専門的知識を有する学外
者（外部有識者）の書面による評価を実施する。

＜達成水準＞
・前年同水準の応募者数の確保（H24：79研究）
・評価結果の公表

　新たな仕組みを定着させ、本学を特徴付ける研究の創出に予算配分した。
≪改善点≫
　配分予定額見直しによる採択予定枠の拡大。
　文系・理系毎の採択枠創設による応募意識啓発。
　選考委員への文系及び理系研究科教育研究評議員増員による審査・評価の充実(H24:8人→
H25:14人)。　重点研究Aの終了課題について、研究代表者による成果報告会（プレゼン）と外部評
価を新たに導入。

＜戦略的研究経費総額＞
H20：　137百万円　　H21：　129百万円 H22：　121百万円H23：　121百万円　　H24：　100百万円
H25：　100百万円

＜応募(採択)件数＞H24：　79(32)件　　H25：　78(41)件

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・前年同水準の応募者数の確保：99％
・評価結果の公表：実施済

(補足)
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画が進捗
している。・応募(採択)数は制度移行した前年実績を維持してお
り、新たな仕組みを定着させた。

○法人の自己評価がⅣの項目（年度計画が特に進捗している）

1



項目 第二期中期計画 年度計画 取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員コメント

36-1
（重点）

大阪市はもとより、広く社会と市民
のためのシンクタンクとしての機能
をより効果的に発揮するため、シ
ンクタンク拠点を形成し、データ集
積を図るとともに、各種課題と教員
の研究のマッチングや関係教員に
よる研究プロジェクトの編成を支援
する。

地域連携センターの体制を強化し、行政・地域ニーズ
とのマッチングを図るシンクタンク機能を充実させる。

＜達成水準＞
・行政や地域との連携を深め、地域のニーズを集約・
学内シーズのHP公開

　平成25年6月24日（月）に大阪市住之江区役所、住吉区役所、西成区役所との連携協定を締結し
た。今後、この連携協定のもと、より一体となって地域課題に取り組むことで、大学・自治体のさら
なる相互発展を目指す。
　同日、協定締結を記念して「地域防災の取り組み・課題と大学の役割」をテーマとした、本学都市
防災研究グループ（ODRP）と各区長による公開討論会が行われた。各区長からの報告では、区の
課題や取り組み、大学との連携事例が紹介された。
　文科省補助事業である、大学COC事業においては、フォーラムを府大と共催で3回開催した（（11
月）110人（2月）150人（3月）200人）。　また、西成区との連携協定をもとに10月8日、三区との連携
協定に基づく事業の一環として、大阪市社会福祉研修・情報センター（西成区出城）で、「西成情報
アーカイブ」企画運営事業を受託し実施した。　フォーラム１回（10月50人)、スタディツアー2回（11
月20人、12月20人）、教育機関人材研修1回（1月10人）、シンポジウム1回（3月30人）を開催した。
西成情報アーカイブのリーフレットを発行した（3月）
　総務省「域学連携」地域力創出モデル実証事業にて、小学校への出張講義（2回）、合宿（7回）や
ワークショップ（2回）を開催し、延べ49名の学生が50日の活動に参加した。
　プロジェクトマネジメントオフィスと連携し、今後も行政と地域での連携事業を展開していく。

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・行政や地域との連携を深め、地域のニーズを集約：実施済
・学内シーズのHP公開：実施済

（補足）
プロジェクトマネジメントオフィスを設置し、採択されたCOC地
（知）の拠点整備事業の学内外を含む横断型プロジェクトをコー
ディネートし、また、地域実践プログラム実施に向けて文部科学
省・大学コンソーシアムの講演に参加、COC採択他大学の視察
およびアンケート調査の実施、フォーラム開催（11月・2月・3月）
などを行ったことにより、特に進捗していると言える。

・達成水準の定量化が難しく、評価Ⅳの判断が難しいが、
Ⅳ評価の根拠は、
（１）文科省平成２５年度「大学COC事業」に採択されたこと
（２）このCOC事業関連について、具体的に種々の取り組み
をしたということ
の２点と考えていいか。
・プロジェクトマネージメントオフィス（ＰＭＯ）を設置されてい
るが、その機能（役割分担）と人的体制について説明願い
たい。
・地域との連携について、具体的に諸種の活動を展開した
ことを評価したい。

42
（重点）

都市健康･スポーツ研究センター
は、「健康･スポーツアカデミー」の
充実に努め、「健康･スポーツ」に
関連した国内・外における健康運
動科学を推進する研究および事業
展開を通じて産官学の諸機関と有
機的連携を図り、市民の健康保
持･増進とスポーツ振興を支援す
る。

都市健康・スポーツ研究センターは、昨年と同程度の
公開講座を実施し、市民の健康保持･増進とスポーツ
振興を支援するため、産官との連携を推進する。

＜達成水準＞
・公開講座数／受講者数：5件／200人
・新たな実践的活動の検討

新たに住吉区スポーツセンターと連携して、「いきいきドック」を企画・開講した。
公開講座等
・大阪ガス健康づくり教室（大阪市）「現代人に学ぶ養生訓　歩いて健康」講師（参加者256名）
・健康・スポーツアカデミー企画「アーチェリー技術クリニック」開催（参加者12名）
・文化交流センター公開講座「9月防災講座」において「一次救命処置の実際」の講師（参加者29
名）
・大正区女性会公演会において「動くことは健康につながる」の講師（参加者200名）
・健康・スポーツアカデミー企画「いきいきドック」開催（参加者9名）
・健康・スポーツアカデミー企画「サロン ド スポルト（トップアスリートのまなざし）」開催（参加者33
名）
・住吉区防災フェスタ（防災運動会）において「パネル展示および体力測定・筋肉量測定」を実施
（参加者13名）
・茨木市運動講演会「転ばぬ先の…？筋力アップでロコモ予防」講師（参加者89名）
・健康・スポーツアカデミー企画「第12回健康・スポーツ科学セミナー」開催(参加者66名）
・健康・スポーツアカデミー企画「いきいきドック」開催(参加者1名）
・文化交流センター専門家講座「スポーツコース」において「知れば体を動かしたくなる！メタボに
運動が効くワケ」の講師(参加者55名）
・住吉区　災害時、地域や施設はどう動く！？～福祉避難所の運営と地域の要援護者の課題から
～「パネル展示、体力・筋量測定」（住吉区民センター）（参加者10名）
・住吉区社会教育関連学習会において「健康長寿をめざせ！～暮らしに運動とスポーツを～」の講
師（参加者30名）
＜公開講座　受講者数＞
H20：　3件（242人）　　H21：　6件（466人） H22：　6件（339人）H23：　5件（147人）　　H24：　5件（406
人）　 H25：12件（803名）

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・公開講座数／受講者数：240％（12件）／402％(803人)
・新たな実践的活動の検討：実施済

(補足)
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画が特に
進捗している。

・‘いきいきドック’の参加者は１－９名と少ないが、ドックの
内容とキャパシテイはどのようなものか。予定どうりの参加
者が得られているのか。
・公開講座数／受講者数とも大幅に増加した背景は何か。
・公開講座を多数開設し、多くの受講者を得たことは、社会
貢献として評価できる。
ただ、公開講座を開設することにはそれなりの負担を伴う。
公開講座開設によって、教員の負担、大学本来の教育・研
究活動への影響などについても言及して欲しい。
　大学が市民へのサービスを提供することはもちろん良い
ことではあるが、多ければ多いほどよいということでもない
ように思われる。望ましい提供水準（開設数など）、提供形
態（無料か、有料かなど）についての検討は十分行われて
いるのか。

85

災害時に迅速・的確に対応し、学
生、教職員の安全を確保するた
め、自衛消防隊を再編し、各部局
の特性に応じた防災組織の構築
や、効果的な防災訓練の実施な
ど、防災対策を充実する。

災害対策本部の業務分担を整理し、シミュレーション
訓練の手法を検討するとともに、防災訓練では特定
の教員に偏ることのないよう、幅広く避難誘導等を経
験する。また、災害時の迅速な状況把握のため、安否
確認システムの導入を検討すると同時に防災意識の
醸成を図るため、期限に達する備蓄食料等を有効に
活用する。

＜達成水準＞
・防災訓練参加者数：4,000人
・災害対策本部の業務分担、マニュアルの検討作成

　震度4以上5未満の地震発生時（第0ステージ）に対応する緊急連絡員体制を作り、マニュアル、
装備の準備を行った。
　学内組織の再編に合わせて、自衛消防隊の再編成を行った。消火訓練、AEDを利用した救護訓
練、トランシーバー・メールを利用した通信訓練を複数回実施した。
　防火・防災総合訓練では、従前、曜日が固定され、特定の教員が避難誘導を担当していたが、今
年度、初めて昼休みを利用して、杉本地区全学を対象とした発災時（第1ステージ）の防災訓練を
実施し、約4,000人の参加を得、未経験の教員が避難誘導訓練に従事することができた。本部隊本
部班において、大阪市危機管理室や住吉区役所の協力を得、相互に情報交換を行う通信訓練
や、各地区隊の情報を集約し、統括に判断を仰ぐ等より現実に近い訓練を行った。
　期限の迫る備蓄食料を訓練に協力した学生に配布し、防災意識の醸成に寄与した。
　期限の近づいた保存水を冷やしてオープンキャンパスで配布することにより、熱中症予防に寄与
し、また、本学が防災への取り組みを行っている大学であることを高校生とその保護者に喧伝し
た。
　杉本地区全学から若手で構成される、災害対策特命ワーキンググループを結成し、震災発生後
一定時間を経過後（第2ステージ）における地域の収容避難所対応、学生ボランティア、通訳ボラン
ティアの組織化を含む、災害対策本部マニュアルを完成させた。
　特命ワーキンググループで、災害対策本部シミュレーション訓練を計画し、想定される事象に対
し、それぞれの災害対策本部の役割に従って、幹部職員を中心に実施することにより、各々の役
割と行動を確認した。
　警戒段階（第0ステージ）、発災時の初動対応（第1ステージ）、発災後一定時間経過後（第2ス
テージ）の3つをまとめた大阪市立大学災害対策マニュアルを作成し、全教職員に配布周知した。
大阪880万人訓練では、全学に協力を依頼し、通信訓練を実施した。
　防災管理点検を実施し、ロッカーの固定等の不備について所属に改善を求め改善結果の報告を
受けた。　学生の家族にも安否を伝える機能のある安否確認システムが、次年度年度当初より、
登録可能になるよう、調整、準備を行い、説明会を実施した。
＜防災訓練参加者数＞
H20：　1,500人　　H21：　3,000人　　H22：　3,000人H23：　4,000人　　H24：　4,000人　　H25：　4,000
人

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・防災訓練参加者数：100％
・災害対策本部の業務分担検討、災害対策本部マニュアルの検
討作成：実施済

（補足）
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画が進捗
している。・災害対策本部マニュアルを完成し、全教職員に配布
周知した。
・シミュレーション訓練を幹部職員を中心に実施した。

・防火・防災訓練の内容が、
（１）杉本地区全学を対象にしたこと
（２）未経験の教員が避難誘導訓練に参加した
など、従前に比して充実したことが、Ⅳ評価の根拠になって
いるのか。
しかしながら、（１）（２）については、本来そうあるべきであ
り、Ⅳという評価は甘く、Ⅲ評価ではないか。
・順調に進捗していると評価される。
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項目 第二期中期計画 年度計画 取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員コメント

7
【重点】

大学院教育においては、理学研究
科における「科学のプロの育成」
等、専門性の高い研究者等を養成
する。また、大学院のあり方を全学
的に検討し、全学的共通教育の実
施や他研究科との相互単位取得
の促進など、柔軟なカリキュラム編
成をはじめとする、大学院課程に
おける教育・研究支援等の充実策
を検討、実施する。

大学院のあり方を全学的に検討し、全学的共通教育
の実施や他研究科との相互単位取得の促進など、柔
軟なカリキュラム編成をはじめとする、教育・研究支援
等の充実策を検討する。各研究科においても、柔軟な
カリキュラム編成をはじめとする、大学院課程におけ
る教育・研究支援等の充実策を実施し、専門性の高
い研究者等を養成する。

<達成水準>
・柔軟なカリキュラム編成・大学院課程における教育
・研究支援等の充実策の検討

　将来の大学院共通教育科目に通じる文部科学省のグラントであるポストドクターキャリア開発事業の一
部である工学部の「技術経営特論」「技術経営論」を全学大学院生が受講できることとした。
　文部科学省の平成25年度「博士課程教育リーディングプログラム」に本学と大阪府立大学が共同で実
施する「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム」が採択された（高度な学術的研究成果
を産業の開拓に強力に結び付ける高い企業マインドをもち、「基礎から実用展開への生きたリンク」を構
築できる、産業界で活躍するグローバルリーダーの養成に力点を置いている）。
　学部・大学院教務委員会においては、大学院共通教育と試行科目の提案と検討を行い、大学院のあり
方を全学的に検討している。
　また、各研究科において、他研究科との相互単位取得、分野横断型の授業の実施などとともに、海外
派遣、外国人研究者招聘、研究指導体制など、各種充実策を実施し、専門性の高い研究者等の養成に
努めた。
（商）カリキュラム検討委員会を設置し、必要に応じて改善。他研究科との相互単位取得の促進を図って
いる。
（経済）相互単位取得を認めるカリキュラムを編成。
（法）分野横断型の教育に必ずしもなじまないところがあるが、意欲的な学生には強く薦めてもいる。
（文）インターナショナルスクール事業による各種支援、頭脳循環プロ並びにROVの後継事業にもとづく
院生等の若手研究者の海外派遣、都市文化研究センター（UCRC）の研究員として大学院生等若手研究
者を受け入れ、専修免許状、学芸員、専門社会調査士の資格の取得のためのカリキュラムの提供等を
実施。
（理）日本学生支援機構 平成25年度留学生交流支援制度（短期派遣）短期研修・研究型プログラムに
「理学の国際交流ネットワークによる大学院学生短期海外研究プログラム」が採択され、推進中。後期博
士課程学生のドイツへの派遣、外国人研究者を招聘しての国際ゼミナール（8件）、外国人講師による英
語論文の書き方に関する講義、後期博士課程学生に奨励奨学金制度の設置等を実施。
（工）他研究科間相互単位認定は既に実施されており、一定の実績が現れている。
（生科）コースごとに修士での指導教員以外のアドバイザー、副査、仮副査などによる指導を実施。
（医）臨床医科学専攻において医師免許を有しない者についても出願、海外留学生を対象とした大学院
博士課程10月入学制度の導入を決定し制度化。
（看護）平成26年度から博士後期課程の新設科目として「がん支援特講」及びその領域特別研究Ⅰ・Ⅱ・
Ⅲを決定。
（創都）希望者に応じたアドホックな対応を行う。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・柔軟なカリキュラム編成：実施済・大学院課程における教育・研
究支援等の充実策の検討を実施：実施済

（補足）取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・文科省の平成２５年度「博士課程教育リーディングプログ
ラム」に「システム発想型物質科学リーダー養成学位プロ
グラム」が採択されたことについて、評価されるべきであ
り、Ⅳ評価ではないか。
・大学院研究科における相互単位取得などは、それほど難
しい課題と思われない（他大学で当たり前のことでは？）の
に、なぜいままで進まなかったのか。

11-2
【重点】

創造都市研究科における「創造経
済と都市地域再生」の国際的研究
展開と結合した「公共・民間・市民
の3つのセクター協働による地域
活性化人材の育成」、経営学研究
科における社会人プロジェクトや、
法曹養成、医療人育成など、各研
究科において都市や地域の活性
化を担う高度専門社会人を育成す
る。

経営学研究科における「社会人プロジェクト研究」や法
学研究科法曹養成専攻における「中小企業向け法律
相談」を通じた臨床教育、理学研究科における「化学
人材育成プログラム」、生活科学研究科における
「QOLプロモーター育成プログラム」、創造都市研究科
における「3セクター協働の地域活性化」など、都市や
地域の活性化を担う高度専門社会人を育成する。

＜達成水準＞
・(経営)社会人プロジェクト：10人
・(法)法曹養成：60人・(生科)QOLプロモーター育成：10
人
・(医)がん専門医育成コース：5科目・資格職合格率：
90%(社会福祉士、看護師　等)
・（創都）3セクタープロジェクト：10人（関係院生、　修
了生）

　経営学研究科の社会人プロジェクト研究「医療福祉マネジメント」、法学研究科の「中小企業向け法律
相談」を通じた臨床教育、文学研究科の専門社会調査士資格取得のためのカリキュラム、理学研究科の
「科学のプロ（社会で活躍する博士課程修了学生）」育成プロジェクト、生活科学研究科の「地域ケアを担
うPh.D臨床栄養師の養成」、創造都市研究科の教育プログラム「3セクター協働（＝公共・市民・民間部
門）の地域活性化」、医学研究科の「7大学連携先端的がん教育基盤創造プラン（第二期がんプロコー
ス）」（※文科省採択事業）、看護学研究科の看護師国家試験合格率100％の達成など、各研究科は地
域の活性化を担う高度専門社会人の育成を図っている。

＜平成25年度　各種資格試験合格率＞
・司法試験合格率　　　 　　　33％（合格者35名/受験者106名）※1
・管理栄養士合格率 87％（合格者32名/受験者 37名）
・社会福祉士合格率　　 　　 91％（合格者10名/受験者 11名）
・医師国家試験合格率　 　　92％（合格者69名/受験者 75名）
・看護師国家試験合格率　 100％（合格者47名/受験者 47名）
・保健師国家試験合格率　 96％（合格者54名/受験者 56名）
※1　合格率は全国14位

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・(経営)社会人プロジェクト：90％（9人）
・(法)法曹養成：75％（45人）
・(生科)QOLプロモーター育成：100％
・(医)がん専門医育成コース：100％
・資格職合格率：　　各達成率：
管理栄養士： 96％
社会福祉士： 101％
医師国家試験： 102％
看護師国家試験：111％
保健師国家試験：106％
（司法試験を除く）
・（創都）3セクタープロジェクト：200%（20人（関係院生、修了生））

(補足)取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。なお、法曹養成については競争率2倍以上を確
保することを考慮する必要がある。

・高度専門社会人の育成について、司法試験や公認会計
士試験など資格試験がらみのものについてはある程度、
教育の成果は分かるが、創造都市研究科や、経済学、経
営学研究科での社会人教育の成果はどうか。これらにつ
いては、卒業生の追跡調査が必要なのではないか。

14-2
【重点】

全学共通教育、専門教育、大学院
教育の各分野において英語等を
使用した授業を拡充するとともに、
外国語によるコミュニケーション能
力、異文化理解・活用力を持った
グローバル人材を育成するコース
等を実施する。

各学部研究科は、外国語・外国人教員による授業を
拡充し、語学研修・外国語による論文指導・国際学術
交流支援の充実等により、グローバル人材の育成を
図る。

・(商)メルボルンホーソン語学学校派遣：8名
・(文)インターナショナルスクールプログラムの推進
・(理)海外研修を含む大学院科目「海外特別研究」の
新設（前期および後期博士課程）

　各学部研究科において、次のような各種取組みを実施し、グローバル人材の育成を図った。
（商）　学研究科のメルボルンホーソン語学学校への学生の派遣、インドネシアでの現地企業との学生の
共同研究活動の実施（経済）　英語をメディアとした講義科目の設定
（法）　博士論文の外国語での提出についての体制整備の検討
（文）　外国人研究者によるインターナショナルスクール（IS）集中科目の開催（英語での講義と英語での
ディスカッションの実施）
（理）　大学院生の積極的な海外研修を促すために新設された「前期海外特別研究」および「後期海外特
別研究」、日本学生支援機構 平成26年度海外留学支援制度（短期派遣）短期研修・研究型プログラムへ
の申請（工）　国際会議における学生による英語での研究発表（生科）　メルボルン大学等協定校に短期
語学研修生としての留学
（医）　海外ＢＳＬ実習へ参加、５大学６学部との国際学術交流協定の締結
（看）　Srinakharinwirot University と部局間における学術交流に関する協定の締結
（創都）　外国人教員の英語による講義「ワールドビジネス」の開講や英語による論文執筆・論文指導な
どや、外国語に堪能な教員の採用等

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・(商)メルボルンホーソン語学学校派遣：175％（14名）
・(文)インターナショナルスクールプログラムの推進：実施済
・(理)海外研修を含む大学院科目「海外特別研究」の新設（前期
および後期博士課程）：実施済

(補足)取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画
が進捗している。

・グローバル人材の育成という点で、研究を世界に発信で
きる人材の育成が重要であろう。若手研究者や大学院生
レベルで、外国のジャーナルや学会報告実績はいかが
か。

○法人の自己評価がⅢの項目（年度計画が進捗している）

3



項目 第二期中期計画 年度計画 取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員コメント

28
【重点】

都市型の総合大学という利点を最
大限活用し、都市防災研究や都市
の健康科学などの総合的な研究
や人工光合成など都市の次世代
エネルギー研究をはじめ、健康格
差と都市の社会経済構造、就労支
援と生活保護研究、クリエイティブ
デザイン研究など、理系と文系の
融合研究も含む「都市科学」分野
の研究を重点的に実施する。

都市型の総合大学という利点を最大限活用し、理系と
文系の融合研究も含む「都市科学」分野の研究を重
点的に実施する。特に「人工光合成研究センター」を
核とした人工光合成などの次世代エネルギー研究、
「うめきた」を拠点とする都市の健康科学研究を重点
項目とし、さらに健康格差、都市防災等、複合的な課
題にも継続して取組む。

＜達成水準＞
【健康格差】・学会発表数：4回以上
・論文・報告書刊行数：4本
【防災】・啓発セミナーの開催：1回
【多文化共生】・学外の研究機関と連携し、「博士課程
教育リーディングプログラム」を申請
【人工光合成等】・全学研究シーズを集結した新しい
研究拠点を整備し、可視化したスモールコミュニティ
構想の開始
・人工光合成白書の作成
・人工光合成からスマートライフについての計画書を
策定
【健康科学】・うめきたにて健康科学拠点としての活動
プロジェクトの立ち上げ：2件

【防災】　文科省COI事業申請に対応し、都市防災研究グループ（理、工、生）、健康科学研究グループ
（医、工、生、都市健康等）及び学外研究者との連携を見据えた「スモールコミュニティ構想」を取りまとめ
た。　COI申請については、トライアル機関として、2年度間、総額1億円の採択となった。
　都市防災に関する啓発セミナーを8回実施した。
【多文化共生】　海外サブセンターにおける国際活動を実績に、本学文学研究科に連携し、平成25年度
博士課程教育リーディングプログラム（プログラム名称：「アジア発祥型アーツ・マネジメント副専攻プログ
ラム」）を申請した。
【複合先端研究機構】【人工光合成等】　文科省COI事業申請に対応し、都市防災研究グループ（理、工、
生）、健康科学研究グループ（医、工、生、都市健康等）及び学外研究者との連携を見据えた「スモールコ
ミュニティ構想」を取りまとめた。
　COI申請については、ＣＯＩ－Ｔ（トライアル機関）として、H25年度・H26年度の2年間で総額1億円の採択
となった。
　博士課程リーディング大学院オンリーワン型に申請「光合成ライフイノベーションを起動するリーディン
グ大学院」のヒヤリングを受けるが採用にいたらず。
　人工光合成フォーラム等はほぼ達成。
　アジアバイオ水素国際学会（ABHL）/生体及び生体模倣による太陽エネルギー変換に関する国際会議
を開催（11/22～11/24）し、海外からの研究者36名を含む、142名の参加があった。　ＩＣＴによる関西連合
の組織化。
【健康科学】　文科省「イノベーション対話促進プログラム」に採択され、企業、研究機関、消費者等との対
話を通じたイノベーション創出への取り組みの一翼を担うこととなった。そのキックオフとして、9/16一般
向け公開シンポジウムを開催し、延べ300名の来場者を得た。
　10/31に関係機関を集め、分野別の研究会を発足させるべく初回全体ミーティングを開催した。
　グランフロント大阪ナレッジキャピタル入居企業（1社）や入居クリニック（1機関）との共同研究契約を締
結し、健康科学製品・サービス創出の企画立案を行うこととなった。
　健康科学推進会議、健康科学ビジネス推進機構の事務局との同居が決まり、密接な連携体制の下、
事業を推進することとなった。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
【健康格差】
・学会発表数：75％・論文・報告書刊行数：75％
【防災】
・啓発セミナーの開催：800％（8回）
【多文化共生】
・学外の研究機関と連携し、「博士課程教育リーディングプログラ
ム」を申請：実施済
【人工光合成等】
・全学研究シーズを集結した新しい研究拠点を整備し、可視化し
たスモールコミュニティ構想の開始：実施済
・人工光合成白書の作成：実施途中
・人工光合成からスマートライフについての計画書を策定：実施
済【健康科学】
・うめきたにて健康科学拠点としての活動プロジェクトの立ち上
げ：実施済

（補足）取組実績及び達成水準に対する実績や次のとおり、年度
計画が進捗している。・全学研究シーズを集結した新しい研究拠
点を整備し、可視化したスモールコミュニティ構想の開始。・学内
に留まらず、外部機関との連携を見越した構想、計画書策定を
実施した。・COI拠点採択に向け、複合先端研究機構と人工光合
成研究センターは、連携して取り組んでいる。

・都市科学等の重点研究において
（１）COI申請について、トライアル機関として採択となった。
（２）イノベーション対話促進プログラムに採択となった
（３）「グローバル競争下の都市成長戦略に関する、都市経
営視点からの基礎研究」が重点研究Bに採択された
などの実績からⅣ評価とするべきではないか。

11月以降　月１回程度の頻度で、分野別勉強会・企業懇話会を開催し、企業等個別課題への対応協議
を開始。
　1月　第２回全体ミーティング（ブレインストーミング）を開催。
　2月　健康科学推進会議年次総会を兼ね健康科学推進フォーラムを開催。
　3月　イノベーション対話促進プログラム実施報告実施報告完了。
【各研究科】　都市ビジネス、健康格差、中小企業問題、都市文化研究、都市防災等に関わる研究を行っ
ている。
（商）　都市ビジネスに関する共同研究を継続。「グローバル競争下の都市成長戦略に関する、都市経営
視点からの基礎的研究」が重点研究Ｂに採択。
（経）　【健康格差】学会発表と報告書刊行を各3件実施。
（法）　法曹養成専攻は、中小企業支援法律センターを梅田サテライトに設け、中小企業問題について実
践的に学べる機会を提供。
（文）　都市文化研究センターでは、5つの戦略的研究プログラムを通じて、都市科学研究を遂行。各プロ
ジェクトにおいて、公開シンポジウムなどを開催。
（理）　平成25年度大阪市立大学国際学術シンポジウム「都市の再創造～20年後の大阪～」 に、セッショ
ン7「まちの安全とひとのウェルビーイング（健幸）」およびセッション 8「コミュニティを創るオープンソース
アプローチ」 を理学研究科教員がリードして組織、外国人著名研究者を招へい、本学の国際的な都市科
学研究推進に寄与。
（生科）　都市の既成市街地におけるコミュニティ活動の低下や少子高齢化、生活問題に関する研究の
取り組みを実施し、地元報告会を2回開催などを実施。
（創都）　重点研究として都市科学のテーマでもある以下の様なものを実施。「創造経済と地域活性化」、
「３セクター連携の地域活性化人材育成」、「都市防災プロジェクト」に参画等。

31
【重点】

実績のある部局間交流を全学的
視点で集約するとともに、都市研
究プラザ、複合先端研究機構、都
市文化研究センター、数学研究所
などによる研究活動及び日本学術
振興会の助成による「若手研究者
海外派遣事業」や「頭脳循環の活
性化事業」などを活用して交流研
究機関との連携を強め、これらを
国際研究交流拠点として発展さ
せ、研究者等の交流を促進する。
同時に、国際交流を円滑に推進す
るための学内規程の見直し等の環
境整備を行う。

既存の大学間、部局間国際学術交流協定について、
評価・検証を行い、協定内容の見直しや大学間協定
への格上げを促進する。また、全学横断的な研究課
題による国際学術シンポジウムを開催し、学内の研
究交流拠点の連携を図るとともに、国際的に著名な
研究者の招聘などにより研究者交流を促進する。

<達成水準>
・大学間交流協定数：15
・国際学術シンポジウムの実施

　新たに、済州大学（韓国）、三育大学（韓国）、チェンマイ大学（タイ）、タマサート大学（タイ）、ソウル市立
大との大学間交流協定を締結した。
 全学的な国際学術シンポジウム「大阪市立大学国際学術シンポジウム－20年後の大阪」を9/17～19の
3日間に渡り開催し、のべ650名の参加者があった。その際、国際的に著名な外国人研究者を7名招へい
した。
 国際センターにおいて、外国人研究者の在留資格認定証明書の代理申請業務を開始した。
 外国人研究者受入れに関する手引きである「外国人研究者受入れマニュアル」を新たに作成した。

＜大学間学術交流協定数＞
H20： 9協定　H21： 9協定　H22： 9協定H23：11協定 H24：14協定　H25：19協定

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・大学間交流協定数：実施率127％
・国際学術シンポジウム：実施済

（補足）
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画が進捗
している。

・国際学術交流協定の締結は国際交流促進のステップとし
て重要であると考えられるが、多くの大学で、学術交流協
定を結んでも、学生の交換など交流がほとんどないなど、
スリーピング状態になっている交流協定が少なくないと聞
く。締結された各協定はどれほどアクティブなのか、定期的
に検証する必要があると思われるが、それはなされている
か。

50
【重点】

大阪に集積しているものづくり中小
企業や、飲食、小売、介護サービ
ス等の第三次産業をはじめとした
中小企業との連携を強化し地域の
活性化、産業の発展に貢献する。
その結果、先端的研究分野を含む
民間企業との共同及び受託研究
費受領額を、計画期間中に4億円
を超えることを目標にする。

3つの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こと等により、中
小企業などからの技術相談件数の増加を図り、共同
研究に繋げる。また、各種のセミナー等のイベントに
参加し、産業界とのコンタクト数を拡大する。

・ホームドクター制度会員数：220社
・セミナー等の開催数／参加者数：20回／1,500人・技
術相談件数：350件

　ホームドクター制度会員数：227社
　セミナー等の開催数／参加者数　38回／2,418人
　技術相談件数：　470件
　府大との共同オフィス活動の再構築による、大阪地区の中小企業への連携を強化してきた。
　関西アーバン共同研究助成金応募の中小企業からの技術相談対応を行った。
　工学研究科のインフラ問題対策「ストックマネジメント研究センター」の活動を産創館と連携して進めるこ
とにより、大阪の中小企業の社会インフラ整備事業への中小企業の新規参入を促進した。

＜ホームドクター制度会員数＞
H22：　135人　　H23：　166人　　H24：　234人　H25：　227人

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・ホームドクター制度会員数：103％
・セミナー等の開催数／参加者数：190％（38回）／161％（2,418
人）
・技術相談件数：134％（470件）

（補足）
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画が進捗
している。

・セミナー開催数／相談案件とも大幅増であるのに、なぜ
Ⅲ評価なのか。Ⅳ評価ではないか。

4



項目 第二期中期計画 年度計画 取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員コメント

67

特任教員制度やキャリアスタッフ
制度のあり方について検討を行
い、制度改革により組織の活性化
につながるより有効な活用を図
る。

有期雇用教職員制度改正にかかるワーキンググルー
プを設置し、課題整理を進め、新たな制度の設計を行
う。

＜達成水準＞
・改正に向けた方向性を打ち出し、平成25年10月をめ
どに制度を設計

　有期雇用教職員制度改正検討会議を踏まえ、より制度設計に係る専門WGとして「キャリアスタッフ制度
設計ワーキンググループ」を設置。社会保険労務士を交え、雇用のあり方等具体に検討を実施。平成25
年10月1日付けで「キャリアスタッフ制度設計にかかる検討結果について」報告書を提示した。
　平成25年12月に研究開発力強化法及び任期法の一部改正する法律が公布され、教員及び研究者
は、有期労働契約の契約期間が5年から10年を超える必要があると示された。この適用の影響を受けな
い職種について、平成26年4月の制度改正に向け、一部有期雇用職員制度の見直しを行った。
　「大阪市立大学改革プラン」（26年4月策定）の中で、若手教員の育成を図る教員人事制度等の改革と
して、現行の特任制度を基本としつつ、教育の活性化に繋がるような若手教員の積極的な活用を図る制
度に改善し、また、テニュアトラック等の任期付き教員制度の改正を図ることを盛り込んだ。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・改正に向けた方向性を打ち出し、平成25年10月をめどに制度を
設計：おおむね完了

(補足)
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画がおお
むね進捗している。
・制度設計に係る報告書作成：完了
・制度設計を実施する一方、平成25年12月の法改正に係る事案
については、次年度に制度構築を行う。
・上記とは別にテニュアトラック等任期付き教員制度を導入した。

・新制度設計が未完成（一部完了）となったとのことだが、
完了しなかった理由は何か？

71

同窓会や保護者との連携強化や
精力的に企業からの寄附獲得活
動を行うなど、「はばたけ夢基金」
の寄附募集活動を積極的に推進
する。

はばたけ夢基金寄附募集実施委員会等により、今後
の寄附募集方針等を決定し募金活動を実施する。ま
た、各同窓会等の協力を得て、再度卒業生にパンフ
レットを配付するなど積極的に募金活動を実施する。

＜達成水準＞
・寄附募集実行委員の任命及び、本学卒業生が役員
となっている企業への募金活動（約100社）
・有恒会（文系同窓会）等の協力を得て、卒業生にパ
ンフレット等を配布　(約19,000名)
・教育後援会(学友会を改称)の協力を得て、学生の保
護者にパンフレット等を配布　（約3,000名）

　有恒会（文系同窓会）等の協力を得て、卒業生にパンフレット等を配布　(約19,000名)の達成目標にか
え大阪市立大学同窓会報（H25.5.15発行・発行部数5万部）、大阪市立大学有恒会報（H25.5.15発行、
9.15発行、H26.1.15発行・発行部数1万）に、はばたけ夢基金募集の広告を掲載した。
　平成25年4月30日に募金活動検討ＷＧを開催、5月31日に寄附募集実施委員会を開催し、今後の寄附
募集活動等の方針を協議した。
　11月3日開催のホームカミングデーにて卒業生200名、ＯＢ教員80名にパンフレットを配布した。
　在学生の保護者（約4,800名）への大阪立大学広報誌VOL.13(H25.10発行）、VOL.14(H26.3発行）送付時
にパンフレットを同封した。
　本学卒業生が役員となっている企業（柳光会・青柳会会員185名）への大阪市立大学広報誌
VOL.13(H25.10発行）、VOL.14(H26.3発行）送付時にパンフレットを同封した。
＜寄附件数及び金額＞
H21： 262件／ 100,215千円　 H22：1,093件／ 96,728千円 H23：　84件／ 65,063千円H24： 26件／
327,002千円 Ｈ25： 　45件／ 161,665千円

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・寄附募集実行委員の任命及び、本学卒業生が役員となってい
る企業への募金活動：185%
・有恒会（文系同窓会）等の協力を得て、卒業生にパンフレット等
を配布：1%
・教育後援会(学友会を改称)の協力を得て、学生の保護者にパ
ンフレット等を配布：160%

(補足）
卒業生へのパンフレット配付の数値目標は未達成だが、配布に
かえ同窓会報や有恒会報への掲載を行ったことから年度計画が
進捗している。

・卒業生や保護者へのパンフレット配布という手段で、どの
程度、募金の成果を挙げることができると考えているの
か。

5



a

6



項目 第二期中期計画 年度計画 取組実績
自己
評価

自己評価の判断根拠 委員コメント

24

現行の経済的困窮者を主とした支
援制度に加え、本学のアドミッショ
ンポリシー、設立理念及び人材育
成の目標に即した支援制度へと再
構築する。

学生への経済的支援制度について、これまでの経済
的困窮者を主とした支援制度に加え、本学のアドミッ
ションポリシー及び設立理念等に即した制度に再構
築するため、方向性を決定し、制度概要をまとめる。

＜達成水準＞
・方向性を決定し、制度の概要を作成

　前年度の学生担当委員会（Ｂ委員会）では、大学院生に対する新修学支援を念頭に議論を行っ
たが、その原資については新たに確保することが必要との結論になった。そのため、今年度に入
り、学生担当部長から複数の関係先に対し新原資確保の依頼や話し合い等を行ったが、新たな原
資確保は極めて困難であることが再認識された。他方、経済的困窮者を主とした支援制度である
現行の減免制度について検討を行い、その見直しを行うことを決定した。

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・方向性を決定し、制度の概要を作成：一部実施

（補足）
取組実績のとおり、現行予算内で新制度を構築すること、及び減
免制度の一部見直しについて当該委員会で決定したことから、
おおむね進捗している。

・「原資確保は極めて困難であることが再認識された」とい
うことだが、中期計画自体を変更する検討が必要ではない
か。中期計画の変更を要するならば評価は「Ⅰ」になるの
ではないか。
・実績としての「一部実施」とはどういう意味か。
・「方向性」というのは、具体的にはどのような内容か。
・「達成水準としていた制度概要」と「実績としての制度概
要」の乖離があって、Ⅱ評価というのなら、その乖離の程度
を明確にしてほしい。

48

効果的な特許管理体制を構築し、
経費補助等の充実により特許の年
間出願件数を80件～120件維持す
る。また権利化が必要な特許の登
録を促進し、特許のマーケティング
などを通じて特許の活用を図る。

「弁理士による学内知財連続講座（計６回）」の開催や
知財専任のCDの配置などを通じ特許出願の啓発に
努め、特許出願件数の増加に努める。また、出願され
た特許を民間との共同研究に繋げ外部資金獲得の増
加を図る。

＜達成水準＞
・国内特許出願大学承継件数：80件
・特許活用件数（共同出願件数＋共同研究に結びつ
いた単独出願件数）：45件

　「弁理士による学内知財講座」地域イノベーション人材育成事業のプログラムとして、学内学外双
方に適用できるプログラムに変更して6回実施中。
　知財専任のＣＤを2名配置し、理系学部の教授会に参加し、特許出願の啓蒙活動を行った。
　民間との共同研究は平成25年度比で件数・金額とも108％達成した。
　国内特許継承件数：63件、活用件数：43件（3月末現在）
＜特許出願件数・登録件数＞
Ｈ20：34件／ 3件　　Ｈ21：25件／ 8件　 Ｈ22：45件／ 6件Ｈ23：63件／ 3件 Ｈ24：79件／13件　 Ｈ
25：63件／11件 Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・国内特許出願大学承継件数79％
・特許活用件数：96％

(補足)
出願件数、活用件数とも若干未達トレンドにあったが、理系教員
へのＣＤによる個別アプローチを行い、特許出願へ繋がる発明
の掘り起しを行った結果、おおむね進捗している。

・達成水準について、国内特許出願大学継承件数と特許
活用件数があるが、大学の発明がどれだけあるかという点
からすると、前者の「国内特許大学継承件数」というのでな
く、第三者への発明譲渡も含めた「発明件数」で評価すべ
きではないか。
・外部資金獲得という観点からすると、「特許活用件数」が
より重要であり、またこの達成は困難度が高いと考えられ
る。それにも拘わらず、特許活用件数が９６％の達成率で
あるというのは評価されるべきで、評価Ⅲでいいと思う。
・学内に特許として出願すべき、あるいは活用すべきシー
ズがあるにもかかわらず、出願・活用の努力を怠ったため
か、もともと学内にシーズが不足していたためか。どちらか
によって、取り組み方が異なるのではないか。

63-3

各学部・研究科における教育研究
基盤やその支援体制の確保はもと
より、複合的な教育研究活動を効
果的に推進する観点から、分野の
垣根を越えた横断的な教育研究
体制やその支援体制について検
討し構築する。

大阪府立大学との統合を視野に入れ、教員が学部・
研究科の組織の壁を越えて柔軟かつ機動的な活動を
行うことができるよう、教員組織と教育組織を分離す
る。

＜達成水準＞
・平成25年度中に教員組織と教育組織を分離
・平成25年8月をめどに、新大学案に教学分野の統合
再編案を反映

　大学改革室室長、次長及び学長特別補佐で構成するＷＧを設置し、先行して組織分離を実施し
ている5大学に対して、ＷＧによる訪問調査を実施した。
　調査結果を踏まえ、本学の状況にあわせた組織分離の方法を検討した。
　新大学案の議論にそって組織分離の検討を進める予定であったが、議論の進捗状況等を勘案
し、平成26年度に改めて具体的な検討を行い、26年度末までに必要な規程等を整備し、27年度か
らの分離実施を目指すこととした。「大阪市立大学改革プラン」（26年4月策定）にも組織分離につ
いて盛り込み、スケジュールも明確にした。
　新大学案（平成25年10月版）において、新大学の教育組織・研究組織（教員組織）の案を記載し
た。 Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・平成25年度中に教員組織と教育組織を分離：未実施
・教学分野の統合再編案を新大学案に反映：実施済

(補足)
26年度末までに規程等の整備を行い、27年度から実施する予定
であること、新大学案への統合再編案を反映させたことや、取組
実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画がおおむね
進捗している。

・この項目の評価においては、特に外部環境変化に起因す
る部分と自己責任部分に分けて評価されるべきではない
か。自己責任部分の調査・組織分離策、スケジュール策定
は実施されている。実際に平成２５年度中に教員組織と教
育組織を分離できなかったのは、外部環境変化によるもの
であり、この未実施をもって評価Ⅱとするのは、疑問があ
る。評価Ⅲでいいのではないか。
・新大学構想と密接に関連する重要なイッシューであり、慎
重に議論されることが望ましいので、今年度の評価Ⅱと
なってもやむを得ないのではないか。

66

教職員がモチベーションを上げ、そ
の資質能力を最大限に活用しう
る、新たな人事給与制度を構築す
る。

他大学の状況も踏まえた教員の給与制度について課
題整理とともに、新たな方向性を示し具体的制度設計
を行う。

＜達成水準＞
・教員の給与改正に向けた方向性を打ち出し、年度末
までに制度を設計

　前年度に実施した国公立大学の給与制度の調査資料をもとに、教育職給料表及びその他教員
に係る手当の比較検証を行い、教員の若年齢層と高年齢層における他大学との制度上の較差・
相違を洗い出した上で、教員にかかる給与制度の一部見直しを行った。
　また、「大阪市立大学改革プラン」（26年4月策定）の中で、教員給与制度の改革として、若手教員
や成果を出した教員に対してモチベーションに繋がる制度などを盛り込んだ。

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・教員の給与改正に向けた方向性を打ち出し、年度末までに制
度を設計：一部完了

(補足)
取組実績及び達成水準に対する実績のとおり、年度計画がおお
むね進捗している。・他大学等の状況を含めた教員の給料水準
の改善を目指すが、給与改定も踏まえ、段階的に改善を行って
いくこととした。

・教員の給与制度について新制度設計ができなかったこと
が、評価Ⅱとなった理由と思われるが、各種調査を行った
にもかかわらず、制度設計に至らなかった理由は何か。
・何が達成できて、何が達成できていないのか、どういう制
度を作ろうとしているのかを、もっと明快に整理してほしい。

○法人の自己評価がⅡの項目（年度計画がおおむね進捗している）
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