
大阪市立大学改革プラン

～学長のリーダーシップのもとで、戦略的で一体的な
大学運営による新しい公立大学の実現をめざす～
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１．はじめに
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・本学は、130有余年の歴史を持ち、大阪市内唯一の総合大学として、「国立大学のコピーではない」「大学は
都市とともに、都市は大学とともに」という建学の精神を基に、市民に親しまれる大学として邁進してきた。

・法人化以降、現在、第二期中期計画期間に入り、使命をより明確にし、「都市大阪のシンクタンク、都市科学
分野の教育・研究・社会貢献」、「専門性の高い社会人の育成」、「国際力の強化」を重点三戦略として掲げ、
合わせてその戦略を支える経営改革に取り組んでいる。

・特に、国際化に関しては、国の成長戦略の中でも、大学を核とした産業競争力強化プランのひとつとしてグロ
ーバル人材の育成をあげ、スーパーグローバル大学の指定など、世界と戦う大学実現に向けた取り組みが展
開されており、大学間競争が激化する中で、本学における国際力強化については、まさに待った無しの状況に
ある。

・一方、今後、大阪府立大学との統合による新大学の実現に向けて、現在新大学の基本事項を「新大学案｣
（平成２５年１０月版）としてまとめており、今後その大学像や使命の検討を進めることとしている。

・今後とも、重点三戦略を効果的に展開するとともに、新たな大阪の公立大学像の実現を果たすためには、大
学を取り巻く情勢に柔軟かつ一体的に対応できる仕組みづくり等、一層の運営組織の改革が必要である。

・この改革プランは、こういった現在の本学の戦略の効果的推進とともに新たな大学像の実現へ向け、新大学
構想会議からの提言や中教審における検討等も踏まえ、社会情勢に戦略的かつ柔軟に対応するために、速
やかに整備すべき大学組織のあり方等について取りまとめたものである。
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輝き続ける大学をめざして、大学改革の必要性



①学生のチャレンジを支援する大学づくり

学生を大学の主役として、ニーズに応じたきめ細かい学生支援や、地域・海外との活発な交
流などの充実を迅速に効果的に推進する仕組みを作る。

②教員がモチベーションをもって教育研究を実践できる大学づくり

教員がモチベーションを向上させつつ、自由な発想で研究活動に充分に注力し、学生一人ひ
とりの個性や興味を活かした教育を実践できる環境を整える。

③職員が大学経営や戦略の原動力となる大学づくり

職員ひとりひとりが、大学が永続的に発展していくための原動力であることを自覚し、仕事に
高いやりがいを持つことができる仕組みを作る。

④教職協働による一体的な大学づくり

教職員が大学のめざすべき目標に向かって、教員と職員が自らの役割を存分に発揮しつつ
協働することで、一体的な大学運営を行う。

5

改革がめざすもの



２．これからの市立大学の使命
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将来の社会をリードするグローバル人材の育成や、大阪の成長に寄与する
知的インフラ拠点として、市立大学建学の精神から求められる使命、役割

(1) 世界にはばたく大学として

・世界で活躍するグローバル人材の育成

・海外の大学との連携、研究者・学生の交流の充実

(2) 大阪から社会の発展を促進する公立大学として

・社会が求める高度専門人材の育成

・最先端研究による産学官連携強化

・地域・社会の発展に貢献する知の拠点としての役割

これからの市大の使命・役割

⇒第二期中期計画の重点戦略に掲げている。さらに新大学の建学
の理念へ発展させていく必要がある。



①国際標準に見合う質の高い学位プログラムの提供と持続的な向上
・国際標準での質保証（学位プログラムの明確化と見える化、科目ナンバリング制など）
・授業評価など学生の視点を生かした授業とカリキュラムの継続的な点検・評価・改善
・学部・研究科の垣根を超えた幅広い科目履修・学修を促進する効果的な仕組みづくり

②グローバル人材育成の戦略的推進
・英語による授業の推進など国際通用性の向上
・全学的な留学生派遣制度や留学生受け入れ制度の充実
・留学先の大学とのダブルディグリー制度等の導入
・国際化対応を視野に入れた柔軟なアカデミックカレンダーの導入

③全学的な各種分析等に基づいた効果的な入試制度の実施
・入試状況や入学者追跡調査などの分析・点検・改革
・効果的な入試ガイダンス、オープンキャンパスなどの入試広報の強化

④全学的な国際学術交流や国際拠点活動の充実
・海外の大学との交流協定の増加と具体的取り組みの充実
・国際的に教育・研究活動を行っている若手研究者の積極的採用

重点三戦略の達成と新たな大学像実現のため、今取り組むべき具体的戦略
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⑤地域貢献活動の充実
・シンクタンク機能強化により、大学へのニーズ把握やマッチング機能を充実
・地域活性化を担う高度な社会人の育成
・学生による地域連携活動、地域と関わる教育、地域の課題解決活動の促進
・大学一体となった高大連携の強化による、教育の一体化に貢献

⑥学生支援の充実
・学生のニーズを的確に把握し、学生生活、学修支援の多様化を推進
・留学支援、就職支援、キャリア教育の充実
・学生の声を反映した学生支援施設設備の整備

⑦市大ブランド戦略
・効果的情報発信システムの構築
・各種ランキングの向上への総合的取り組み
・ステークホルダーと一体となった活動の強化

9

このような教育、研究、地域貢献活動の推進、特に国際力の強化、市大プレ
ゼンスの向上に全学的視点で迅速に取り組むためには、改革プランの速や
かな実行による、新たな組織、仕組みづくりが必須。



３．大学を取り巻く情勢
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◆日本の社会情勢の変化

・少子化の急激な進行により、生産年齢人口が大きく減少

・一人当たりのＧＤＰが大きく後退

・アジア各国が急激に経済成長し日本の存在感低下の懸念

◆日本の大学を取り巻く情勢

・進学率は上昇したが、ＯＥＣＤ各国の中では低水準

・ＧＤＰに対する高等教育における公財政支出はＯＥＣＤ諸国中最低水準、平均の約１／２

・高等教育機関における２５歳以上の入学者割合は、諸外国平均の１／１０

・少子化による大学間競争の激化⇒生き残る大学、衰退する大学

・受入れ留学生割合はＯＥＣＤ平均の半分以下、海外への留学生数も大幅に減少

・日本企業の研究開発の９割は既存技術の改良に留まっている

・日本企業の研究者、管理職における博士号取得者の割合は低い

（参考）教育再生実行会議 「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）参考資料」

文部科学省 「人材力強化のための教育戦略（平成25年3月）」



◆社会情勢の変化に対応する大学の役割（スピード感をもって対応すべき）

・個人の可能性が最大限発揮できるひとりひとりの人材力の強化

・世界で活躍するグローバル人材の育成

・経済成長の種となるイノベーション創出を担う人材の育成

・成熟社会の安定を支え、地域に活力を生み出す人材の育成

・大学の研究成果を活用した、日本発の新産業の創設

・地域活性化の核となる拠点化の推進

・産業構造変化に対応した社会人教育の提供
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◆課題

・大学教育が、社会経済の求める人材ニーズに対応していない

・社会人学生・留学生の割合が低く、人材の流動性を促す仕組みとして不十分

・研究で世界と戦える大学数が少なくその地位が低下している

・大学の持つシーズ・リソースが社会で十分生かされていない

さらに、国立大学改革プランや中教審による大学ガバナンスについての提言

★自主性・自律性が尊重される大学は、自ら率先して時代の変化に対応した自己改革を

行っていくべきである。

（参考）文部科学省 「人材力強化のための教育戦略（平成25年3月）」「大学改革実行プラン（平成24年6月）」



４．大阪市立大学の現状評価
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☆大阪市立大学開学における学長の理想

(1) 建学の精神の継承

☆大阪商科大学設立時の市長の考え

大阪商科大学から引き継がれる建学の精神

建学の精神を踏まえ、学長のリーダーシップのもと、都市型総合大学として都市問題への
積極的な取り組みや改革を進めており、法人評価委員会でも一定の評価を受けているが、
さらに社会の要請にこたえる柔軟性や、大学として一体感のある取り組みが求められている。
また、国際性や発信力をさらに強める必要がある。

現状評価の総括

「国立大学のコピーではない」

「大学は都市とともにあり、都市は大学とともにある。」

「理論と実際の有機的な連結を重視」

●建学の精神を引き継ぎ、「都市科学」分野の教育研究やシンクタンク機能の強化、専門性の
高い社会人の育成を重点戦略としている。

建学の精神を今後も活かしていくためには、急激に変化する都市社会の変化に柔軟に対応し
ていかなければならない。
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(2) 各種ランキング

順位 大学

1 一橋大学

2 名古屋工業大学

3 東京薬科大学

4 お茶の水女子大学

5 東京大学

6 昭和薬科大学

7 大阪市立大学

8 京都薬科大学

9 東京外国語大学

10 東京理科大学

順位 大学

1 信州大学

2 宇都宮大学

3 岩手大学

3 茨城大学

5 群馬大学

6 長野大学

7 北九州市立大学

8 大阪市立大学

9 松本大学

10 横浜市立大学

11 鳥取大学

11 大阪府立大学

13 徳島大学

13 長崎大学

15 愛媛大学

順位 大学

1 東京大学

2 京都大学

3 慶応義塾大学

4 大阪大学

5 豊田工業大学

6 早稲田大学

7 東北大学

8 東京工業大学

8 名古屋大学

10 九州大学

11 一橋大学

12 北海道大学

13 順天堂大学

14 神戸大学

15 創価大学

16 自治医科大学

16 東海大学

18 高知工科大学

19 大阪市立大学

20 東京歯科大学

●大学の取り組みに対して、国内、アジアでは国立大学の基幹大学に迫る水準として評価されて
おり、他の公立大学を上回っている。ランキング向上の取り組みの一定の成果が見られる。

QSアジア大学ランキング
74位

「本当に強い大学」
総合ランキング 19位

「就職に強い大学 総合
ランキング」 7位

全国大学の地域貢献度
ランキング 8位

日経グローカル232号 2013.11.18
から抜粋

週刊ダイヤモンド 2013.10.12から
抜粋

週刊東洋経済2013.11.2から
抜粋
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順位 大学

1 香港科技大学

2 シンガポール国立大学

2 香港大学

4 ソウル大学

5 北京大学

9 東京大学

10 京都大学

15 大阪大学

41 神戸大学

74 大阪市立大学

94 首都大学東京

121 大阪府立大学

QS University Rankings : Asia 2013
から抜粋



(3) 入試の特徴

●各学部とも有力国立大学に準じる水準である。
●本学を第一志望として関西の有力私学と併願する受験生が多く、本学の入学辞退率は低い。

偏差値 大学（文系）

70以上 東大文Ⅰ74、京都大法70・文70

65～69 京都大経69、大阪大経67・文68・法68、神戸大法66・経65・文65

60～64 大阪市大法63・商経62・文63、名古屋市大経64、九州大経63、横浜市大61

偏差値 大学（理系）

70以上
大阪市大医71、東大理Ⅰ73・理Ⅱ72・理Ⅲ76、京都大医74、大阪大医73、

北海道大医71

65～69 京都大理69・工69、大阪大理67・工66、神戸大理65、お茶の水大生科66

60～64
大阪市大工61・理60・生科64、北海道大工64、神戸大工63、筑波大理工63、

広島大理62、千葉大工60

朝日新聞出版 大学ランキング2013度版から抜粋

大学名 入学辞退率（%）

大阪市立大学 7.8

大阪府立大学 26.2

大阪大学 2.4

神戸大学 5.3

横浜市立大学 28.7

名古屋市立大学 14.2

首都大学東京 19.9

偏差値（前期日程） 入学辞退率

平成25年度一般入試(学部入試)における比較
入学辞退率＝(合格者数－入学者数※)÷合格者数×100

※大阪府立大学は入学手続者数
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(4) 学生や受験生（高校）による大阪市立大学に対する評価
●総合大学としてのイメージはあり、学生からは入学してよかったという高い評価を受けている一方、学生生活に直結

する設備などについて評価は低い。また、国際交流の取り組みについても学生の評価は低い。

☆受験生(高校)のイメージ （2010年高校・予備校アンケート調査）

「総合大学として教育研究が充実」・「伝統がある」 ６６％
「最大規模の公立大学」 ４６％

☆在学生による評価 （2013学生生活実態調査）

学術情報総合センターは高評価。入学してよかった大学、誇りの持てる大学。

他方で、課外活動施設・食堂・国際交流支援は低評価。
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順位 項 目 （%）

1 学術情報総合センター 80

2 入学してよかった 70

3 市大を誇りに思う 51

4 課外活動の活発さ 38

5 学生サポートセンター 32

6 同窓会への参加 29

7 ブランド力 27

8 教室の施設や設備 26

9 キャンパスの美観 23

10 就職支援 22

11 経済的支援 15

12 保健事業 12

12 学生食堂・レストラン 12

12 課外活動施設 12

13 国際交流支援 9

14 障がい学生支援 6 (9)

学部生

順位 項 目 （%）

1 学術情報総合センター 88

2 入学してよかった 83

3 市大を誇りに思う 63

4 学生サポートセンター 45

5 就職支援 37

6 ブランド力 35

7 キャンパスの美観 31

8 課外活動の活発さ 30

9 同窓会への参加 28

10 経済的支援 27

11 教室の施設や設備 24

12 保健事業 17

13 国際交流支援 15

14 障がい学生支援 12 (22)

14 学生食堂・レストラン 12

14 課外活動施設 12

大学院生肯
定
的
評
価
（
「良
い
」
「高
い
」
「
そ
う
思
う
」
）
の
高
い
順

注）例えば「良い」は「かなり
良い」と「やや良い」の合計
値を使用した。

障がい学生支援のカッコ
内の数字は回答数の多か
った「わからない」を除外し
た際の割合である。



(現在の主な取り組み)

・重点３研究である都市科学分野の研究の取り組み (分野横断的研究の推進)
複合先端研究機構による都市の次世代エネルギー研究を中心とした人工光合成研究、医学研究科を

中心とした健康科学研究、全学的な取り組みである都市防災研究を推進

(5) 教育・研究等の現状

・地域連携センターの設置
平成25年2月に設置し、都市大阪の研究を通じ、地域のシンクタンク拠点として、地域の活性化、文化

の発展に貢献
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●第二期中期計画においては、「都市大阪のシンクタンク、都市科学分野の教育・研究」「専門性の高い社
会人の育成」「国際力の強化」を重点３戦略とし、研究や地域貢献活動についても分野横断的、全学的な
取り組みを推進している。計画の達成へ向けては、大型の外部資金の獲得方針や資源配分方針の策定、
事業の企画立案の仕組みづくりの強化・充実が望まれる。

●国際力に関して、アクションプランに基づいた取り組みを進めているが、他大学では海外の大学とのダブ
ルディグリー制度や、英語のみで学位取得するコース等が導入されており、取り組み強化が急がれる。

●新大学案における研究戦略でも、グローバル研究拠点の形成、異分野融合研究の推進など、世界的な
研究拠点をめざすこととしており、実現へ向け国際化戦略の一層の取り組みが求められる。

・特色となる教育体制への支援事業
文部科学省実施の教育支援プログラム等への応募や実施に対する支援

・COCの取り組み
大阪市立大学と大阪府立大学の共同提案事業として文部科学省の平成25年度「地(知)の拠点整備事

業」に採択され、より一層の地域志向の教育・研究・社会貢献の取り組みを推進
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(6) 大学運営面の現状・背景

●大学執行体制は、民間企業出身者も含めた執行部のもとで、教育・研究・地域貢献・産学連携・国際化
戦略の５つの推進本部体制をとり、理事が各本部長となることで全学的運営を図っている。しかしながらす
べての本部が企画戦略機能を十分果たしているとは言い難い。

●運営費交付金削減に対応するため、多様な雇用形態を活用することにより、教員の退職不補充、職員の
削減を行いつつも、教育研究の水準や少人数教育を維持してきたが、今後より厳しい状況が見込まれる。

●戦略的経費、戦略的教育経費、学長裁量経費、戦略的経営推進経費を創設し、全学的視点から重点的
取り組みに集中投資を行ってきたが、全学的に経費削減の状況である。

●COCをはじめとした競争的外部資金の獲得、採択後の企画運営をより効果的に行うため、プロジェクトマ
ネジメントオフィス(PMO)を設置し、全学的な連携のもとで、教育・研究・社会貢献の情報を一元化し、戦略
的な運営ができる体制づくりに着手している。

●文科省の教育研究の公募事業においても、国が進める教育改革を推進している大学を申請条件とする
状況も出てきており、柔軟かつ持続的に教育研究や運営の改革を実施していくことが求められるという背景
がある。

●新大学の実現に向けて、新大学検討本部の設置や学長特別補佐の任命など全学をあげた検討体制を
構築している。

●新大学案においては、運営面の改革として、組織での柔軟かつスピード感のある意思決定や効率的で
戦略的な運営を図るための機能強化や評価制度等を活用したPDCA、IR活動の強化による業務改善や教
職協働の推進による効率的かつ戦略的な運営を図ることとしている。
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○教育推進本部

○研究推進本部

・教育研究評議会終了後に開催。
・教育経費配分の審査、授業料減免に関することなどを審議。
・全学からの構成員ではないため、各研究科等の情報把握ができず、全学的な検討が困難。
・戦略的検討よりも定例的業務が中心になる傾向にある。

・必要に応じて開催。
・戦略的経費の配分等を審議。
・全学からの構成員ではないため、各研究科等の情報把握ができず、全学的な検討が困難。
・さらなる外部資金獲得には、研究者個人に任せるのではなく、組織的に牽引する仕組みが
必要。

(7) 推進本部・戦略本部の現状 ①

●各推進本部では、各分野での取り組みを全学的に推進しているが、教育研究に跨る定例的な
業務が中心になっている傾向がある。
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○地域貢献推進本部

○産学連携推進本部

・必要に応じて開催。
・新産業創生研究センターとともに取り組みを進めている。
・より機動性を高めるには、予算の仕組みを変える必要があるとの課題認識がある。
・専門的知識を有した職員の配置が必要との認識がある。

・年３回開催。
・市民講座、高大連携等を検討。
・地域連携センターを実行部隊として活動をしている。
・定例的業務が中心になる傾向にある。
・新たな取り組みの検討を行うには本部の上部機関も必要ではないかとの課題認識がある。

(7) 推進本部・戦略本部の現状 ②

○国際化戦略本部

・必要に応じて開催。

・国際センターとともに取り組みを進めているが、さらなる取り組みを進めるには、他の推進本
部との連携を図る必要がある。

・これまでにアクションプランを策定するなど、職員も参画のうえ、活発な検討、取り組みを行っ
ている。



●病院として組織的に基本的活動を適切に実施している。また予防医療や先制医療の推進、
地域医療サービスの拠点など、地域貢献も推進している。

・病院の日々の活動状況に対する評価

⇒病院機能評価Ver.6による認定(日本医療機能評価機構による認定)

・予防医療の推進、先制医療の実施

⇒先端予防医療研究センター・ＭｅｄＣｉｔｙ２１の設置

・地域医療サービスの拠点

⇒地域がん診療連携拠点病院、肝疾患診療連携拠点病院

・診療ネットワークの形成

⇒大腸がんセーフティーネット、呼吸器疾患ネットワーク

●医療環境が変化する中で、引き続き、地域医療における中核的かつ高度な医療機関として
役割を果たし、医療ニーズに応えていくためには、一層の柔軟かつ迅速な対応が可能となる
仕組みづくりが求められる。

(8) 医学部附属病院の取り組みの現状
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●法人、大学の取り組みについて評価されている一方で、全学的な取り組み体
制や国際化戦略の強化が求められている。

法人の評価

評価点

指摘

(9) 法人評価、認証評価

24

(平成２４年度 公立大学法人大阪市立大学業務実績評価)

・海外の交流協定校との単位互換制度の導入などさらなる国際化戦略の強化

・ＧＰＡ制度の全学活用など理事長兼学長のリーダーシップによる全学的な取
り組み体制の強化

・研究成果をわかりやすく市民に発信していく必要性

・重点三戦略を基本とした計画の順調な遂行、重点研究の取り組み、病院にお
ける患者サービスの向上、ガバナンス強化のための組織体制の整備等の評価

⇒法人評価委員会による中期計画等にかかる業績評価



認証評価基準11項目にすべて適合している

《特筆できる点》

都市型総合大学の理念に従って、都市の創造性に関する教育研究体制
の構築に対する評価

《課題》
大学院定員のアンバランス
→大学院あり方検討委員会で全学的に検討し、各研究科で対応済み

⇒大学評価・学位授与機構による認証評価(平成20年度実施)

25

大学の評価

評価



教職員の声 （平成２４年度教職員アンケートより）

○人事関連

・採用凍結に伴う教員不足、若手教員ポストの不足

・職員の人材育成が困難、有期雇用職員の処遇改善が必要

○教育、研究

・事務的雑務に追われて教育研究に充分に専念できない

・業務負担が40歳代に偏っている

○法人・大学運営

・意思決定に関する判断基礎である情報の一元化、共有化が図れていない

・研究科長の権限強化が必要

・学内委員会や会議のあり方について検討が必要

○附属病院

・スタッフ数が不安定、離職率が高い

・専門職の人材確保
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５．大学を取りまく情勢や現状から
見えてくる課題
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全学的な入試戦略や国際水準の教育の質保障の取り組みの推進など、大学としての
一体感が求められる。

(1) より一体的な大学運営

(2) 学長を中心とした迅速かつ的確な意思決定の必要性

(3) 効果的な情報集約・発信の必要性

戦略的な大学運営を図るためには、業務(取り組み)の情報集約を図り、IR活動に活か
すとともに、大学活動の効果的な情報発信につなげる必要がある。
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(4) 教員人事制度の再構築

大幅な教員削減の中で、市大の特徴である少人数教育を維持するため、全学的な人
事方針のもと、大学運営の要である教員人事制度を再構築する必要がある。

新大学実現など重要課題に迅速・効果的に取り組むために、学長がリーダーシップを
発揮できるよう、学長を補佐する体制を強化する必要がある。

国際力の強化を重点戦略に揚げているが、学生や外部には浸透しておらず、国際交
流の充実、国際的通用性のある教育とともに、発信力を強化しブランドとして定着させ
る必要がある。

(5) 国際ブランド力の強化



(6) 研究や社会貢献のインセンティブの向上

大学として一体的かつ戦略的取り組みを進めるため、また限られた人的資源を効果的
に活用するため、教員と職員が一体となった教職協働による取り組みが必要であり、
事務組織力をアップするとともに、大学専門職員として育成が求められる。

(7) 教職協働の推進

29

(8) 医学部附属病院の運営改革

病院の特性を踏まえた、医療ニーズや先進医療の取り組みに迅速に対処しうる運営
改革が必要である。

(9) PDCAサイクルの確立

継続的に進化していくために、事業の成果分析等による継続的に改善を図る仕組み
の強化とPDCA理念の浸透が必要である。

研究活動や社会貢献活動の強化のためには、研究成果や活動実績をあげた教員に
インセンティブを与える仕組みが求められる。



６．これまでの取り組み
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・大学広報室の設置

・学長記者懇談会の開催

・全学の人事委員会の設置

・学長裁量経費、戦略的研究経費、戦略的教育経費の確保

・特任教員制度、キャリアスタッフ制度の導入

・管理職員への年俸制の導入

・研究科長、学長の選考方法の見直し

・民間経験職員の大幅採用

・教員活動点検・評価制度の実施

・内部通報制度の設置
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(1) 運営改革、ガバナンス改革

(2) プレゼンスの向上

(3) 教育・研究・地域貢献活動の改革

・教育、研究、地域貢献、産学連携、国際化の推進本部体制の確立

・地域連携センター、国際センターの設置

・サバティカル制度の導入
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(5) 支援体制の強化

(4) 学生等サービスの向上

・学生サポートセンターの設置

・学術情報総合センターの日曜開館、ラーニングコモンズの設置

・WEB履修システムの導入による学生の利便性の向上

・金融機関との包括連携協定の締結

・「はばたけ夢基金」寄附制度の実施

・大学サポーター事務局の設置によるステークホルダーとの連携強化

◆これまでの改革の総括

・推進本部やセンター体制、広報機能の強化、支援体制の強化に市大の独自性が見受けられるが、法人
として組織の権能と責任を果たすうえで必要となる基盤的な事項も多い。

・厳しい財政状況下で取り組まざるを得なかった事項もあり、教職員の意欲向上を図ることが課題である。

・一部の推進本部は全学的な企画機能の充実強化が必要であり、またサポートセンターの機能強化も道
半ばであるなど課題が見受けられる。



７．今後の展開
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・本学では法人化以降、厳しい状況下での大学の戦略力やブランド力強化のため、ガバナンス
改革や教育研究活動の推進体制の強化、学生サービスの向上等の改革の取り組みを行って
きた。

・引き続く少子化時代に大学として生き残っていくためには、大学の個性化、戦略に基づいた
特徴の明確化が必要であり、さらに、厳しい財政状況や法的な制約がある中で、公立大学とし
て使命を果たしていかなければならない。

・これまでの取り組みは、法人化に伴って必要となった事項が中心であった。しかし、体制は整
備したものの効果的に機能していないものや課題が内在しているものが見受けられる。また、
改革が構成員の意欲向上に十分貢献しているとは言い難い部分もある。

・具体的には、喫緊の課題である国際化戦略をはじめとした推進本部体制の機能は、その戦
略面の強化を図る必要がある。また、本学の特徴である少人数教育の維持や戦略的研究を強
化していくためには、教員人事戦略の明確化とそれを実現するための制度改革が必要であ
る。さらに、職員が教員とともにいきいきと働く組織の実現や、学生支援についてもニーズに応
じたきめ細かいサービス向上等が図れる仕組みが必要である。

・以上の観点から、これまでの改革をさらに発展させ、学長を中心とし、各部局の強みを活かし
つつ、PDCAにより、大学が一体となった大学運営体制の再構築や改革に継続的に取り組み、
活力にあふれた新しい公立大学をめざしていく必要がある。

さらなる改革の必要性
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①改革の目的は大学の発展

・大学改革は、大学の目的である教育、研究及び社会貢献の機能を最大化
することが目的。改革戦略についても、重点化・効率化だけでなく、大学全体
の学問的多様性を俯瞰する視点が重要

②改革の推進は自主的に一体的に

・大学の自主性、自律性を発揮し自ら率先して時代の変化に対応して自己改
革。大学組織すべての部局の理解協力があれば改革成果は加速
・大学の構成員である教職員及び学生のモチベーションにつながる改革が必要

③大学組織の特徴を踏まえる

・大学は、構成員自治の伝統を受け継ぐ自律性の高い独自の組織であり、ま
た執行部と部局が大学運営を牽引する両輪である。国際的に通用する大学
改革をめざすためには、株式会社等との組織特性の違いを踏まえた改革が
必要

35

改革を進める視点



① 大学執行体制の改革

◆法人役員体制と大学執行体制の役割、組織の整理

◆学外の知見・経営ノウハウの導入(学外理事の役割の整理)

◆総括的な業務を担う副学長(理事)の任命、副学長(非役員)、学長特別補佐
体制の強化

・現行役員会任務を法人役員会と大学執行会議に分けて役割、組織を整理する。

・役員数は現行を維持し、教員は副学長１名が理事として参画する。理事となる
副学長は教育研究戦略機構を担当する。また、学外理事数を増やし、その役割を
整理する。

・大学執行会議は、学長を議長とし、副学長、推進本部長等が参画する。

・非役員の副学長を別途任命し、教育、研究、地域貢献を担当する。

・学長特別補佐の任務を整理し、主に教育研究戦略機構の業務を担う。

１．戦略的・一体的大学運営を進めるために
本学が明確な戦略をもって、有機的かつ強力な運営を図るため、戦略機能の向上や

法人と大学の執行体制の再構築等、運営体制を強化する。
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役員会

理事長（学長）

★副理事長

理事（副学長・教育担当）

理事（副学長・

研究・地域貢献担当）

★理事（産学連携・情報担当）

理 事（病院長）

★非常勤理事

監 事

大学執行会議

理事長

副理事長

理事（副学長）

理事

理事

理事（病院長）

監 事

現行 改革案

法人・大学執行体制のイメージ （構成員）

★：外部人材
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役員会

学 長

副学長

副学長

副学長

理 事

病院長

各推進本部長

教育・研究・

企画・国際化・

地域貢献 等

※役員会においては、外部
人材を活用する。

総務・財務・経営

管理・法務 等

※必要に応じて関係する担当
部長等が参画する。
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法人・大学意思決定体制のイメージ

法人

大学

理事長 学長

役員会
（理事長、副理事長、理事）

大学執行会議
(学長、副学長、推進本部長)

教育研究評議会
（研究科長等）

経営審議会
（外部委員、内部委員）

※本学では、理事長は学長を兼ねる



② 学長の戦略機能強化

◆学長を補佐する「教育研究戦略機構」(仮称)の設置

・学長を補佐し、全学的な教育研究戦略を検討する機関とする。

・各推進本部や各部局の全学の情報を集約し、分析を行うIR機能を果たす。また、広報と連携した効果的
な情報発信とともに全学情報を推進本部や各部局に還元する。また、このことにより、各部局における
情報発信の必要性への意識向上を図る。

・機構長は学長とし、副学長、学長特別補佐と職員による教職協働体制をとる。

・現行の国際化戦略本部を機構の１つの機能として位置付け、教育研究の戦略と一体的な検討を可能と
し、戦略性を強化する。

◆推進本部の再編

・現行の教育、研究推進本部にかわり、教育研究評議会の審議を経た学長の戦略的事項を具体的に
検討し実施する運営委員会として設置し、そのもとに教務、学生等の専門委員会を設置する。あわせて
各種委員会について整理統合を図る。

・より優秀な入学者を確保するために、国が進める入試制度改革も踏まえ、全学的に入試制度の分析や
検討を行う入試推進本部を新たに設置する。実行組織として入試センターを設置する。

・新たな機構や推進本部に応じ事務体制を再編する。また、各推進本部等に予算を配分し、推進本部等
が執行管理を行う。

◆大学の戦略的経費の拡充

・全学的な取り組みに柔軟に対応するため、間接経費を含め、学長や研究科長等の戦略的な経費の拡
充等さらなる制度整備を図る。
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学長の教育・研究における戦略推進体制（イメージ図）

教育戦略機能研究戦略機能

国際化戦略機能
IR機能

専門
委員会

国際
センター

各研究科等

※推進本部は副学長、
学長補佐等を本部長と
して、文系・理系研究科
長代表等で構成し、
運営委員会は副学長を
委員長として同様に
構成

参考
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広報部門

教育研究戦略機構
(学長、副学長、学長特別補佐等) 東京オフィス・

海外拠点

専門
委員会

専門
委員会

教育運営
委員会

研究運営
委員会

大学教育研究
センター

学長

入試推進
本部

産学官

連携推進
本部

地域貢献
推進本部

地域連携
センター

産学官
連携

センター

入試
センター

IRによる
情報の循環

⇒PDCA推進
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③ 研究科長等の権限と責任の明確化

・研究科長等は学長とともに大学運営を担う責務があり、学長と連携を密にして全学的

視点も踏まえ、権限と責任を持って研究科等の運営にあたっていくことが重要である。

・学長と研究科長等が双方向で戦略や方針、現状の課題等の共有を図る機会を設ける

とともに、研究科における迅速な取り組みが可能となるような研究科長等の裁量権限等

について検討する。

・また、法改正も踏まえ教授会の役割を見つめ直し、審議事項についてあらためて全学
的視点から整理を図るとともに、教授会の役割を示すために審議事項等の公表につい
ても検討する。

◆学長による研究科長等定例ヒアリングの実施

・学長と研究科長等が個別に意見交換できる機会とする。

・学長からの全学的戦略や学長の考え等の伝達とともに、各研究科等の運営状況について
も適宜情報共有を図り、必要に応じた協議等を行う。

◆教授会審議事項の整理
教授会の審議事項についてあらためて全学的視点から整理を図る。

◆研究科長等の権限の整理
研究科の機動性の向上、活性化に繋がるような研究科長等の裁量権限について整理する。



④ 教員組織の改革

◆教育組織と教員組織の分離

・新大学の理念を先取りした新しい教員組織(研究院)を設置し、研究院から教育組織に教員
が赴く制度を構築する。研究院の位置づけは、法に定める研究組織を基本として、新大学案
の検討の中で整理する。

・大学院においては、教員の研究指導のもとで、学生が自ら研究を遂行することで、その養成
が図られており、研究院と研究科は、原則として対応するものとする。

※新大学案(平成25年10月版)における組織の考え方

・これまで両大学において長年にわたり培ってきたポテンシャルを活かすとともに、統合により生じる豊かな資源を
活かす観点から、より高いシナジー効果を発揮できる体制を構築する。

・研究組織と教育組織を分離し、同一分野の研究に携わる教員は、原則として同一の研究院に所属するとともに、
学士課程及び修士・博士課程の教育組織に分担・連携して教育責任を負う。

・研究分野の共通性に配慮し、研究院と研究科は、原則として対応するものとし、学部・学域は、教育ニーズに配慮
し、柔軟に組織する。
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２．社会情勢に対応して柔軟な教育研究を進めるために
教育組織と教員組織(＝研究組織)を分離することで、教育体制や研究体制の編成を

柔軟に行い、人材を最大限活用して教育研究活動の柔軟性を広げる。また、教育研究
の取り組みの向上を迅速・効果的に推進するため、目標とその評価を明確にしてPDC
A活動を強化する。



教育組織と教員組織の分離について

研究科

学部

研究科

学部

学際領域等、新たな分野の編成が
可能になり、研究の広がり

戦略的な教育研究の取り組み実現
のための柔軟な体制づくりが可能

教員人事の流動性の向上

現行 改正

教育研究組織

教育研究組織

教育組織

教育組織

特色のある教育研究の実現、教員のモチベーションアップ、世界の研究拠点への可能性を広げる

研究院・研究科は並行組織となることを基本

カリキュラム編成、
学生に関する事項、
入試等の検討・実施

教育組織の役割

人事案件、研究費の
配分、新研究分野の
設置等の検討

教員組織の役割

教員組織(研究組織)
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研究院

教育研究の一体性・
連動性の確保
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⑤ 目標管理と評価

◆効果的なＰＤＣＡシステムの導入
・法人評価の迅速化、進捗状況調査の実施・仮評価を通じて、当該年度活動の改善や年度計画に
反映できる仕組みを作り、また予算編成に活用するなど、ＰＤＣＡ活動を強化する。
・各年度の計画策定において、業務重点化を図り大学の戦略に沿った事項のＰＤＣＡの強化を図る。

計画と評価の流れ

3月 4月 6月 9月 3月 4月 6月

【法人】

【大阪市】

前年度計画

当年度計画

次年度計画

実績報告作成・
自己評価

業務実績報告 評価結果通知

実績報告作成・
自己評価

学生・保護者・
経営審議会等の
改善意見

法人評価委員会
による評価

11月～12月
進捗状況調査・

仮評価

経営審議会にて
次年度計画（骨

子）を審議

業務実績報告

計 画 検 討

当該年度での改善



⑥ 教員人事制度の改革

◆人事戦略会議（仮称）の設置
・学長のリーダーシップを発揮した戦略的人事を行うため、現行の人事委員会の上に、学長直轄で
教員人事を統括する組織として設置する。

・教員人事の中長期計画、毎年度の人事戦略を策定するとともに、先端的分野等の研究科の枠を
超えた研究に取り組むためなど、学長発議の人事を行うために、学長裁量人事枠を確保する。

・効果的な教育体制の構築を図るため、特任等の教員の活動実績等を集約できる仕組みを構築する。

◆若手教員の育成を図る教員人事制度等の改革
・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。

◆教員給与制度の改革
・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に改革する。

・国立大学の動向を注視し、教員の評価制度改革と連携させた年俸制の導入を検討する。

◆次代の大学運営を担う教員の育成
・学長特別補佐に若手やマネジメント力の高い教員を積極的に起用し、将来の大学運営を担う教員を
育成する。
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３．運営を支える教職員力を強化するために
学長のリーダーシップのもとで、教職員が一体的かつ持続的に取り組みを進めるために、

教職員のモチベーションの向上に繋がる人事制度等を構築する。



◆教員評価制度の改革と活用

・現制度を外部評価を活用して検証し、部局評価を尊重して、学長を最終評価者にする制度に
改革する。

・現在の評価制度における評価項目の内容を精査する。（高大連携・各種委員活動等）

・処遇への対応等、インセンティブを与える全学的な活用方法を検討する。

(給与制度改革とも関連)
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※現在の教員評価制度

評価対象 教育・研究・社会貢献・管理運営 （全学共通必須項目）

評価方法 自己点検・評価及び部局点検・評価により実施
教員自らが設定した目標及びその進捗状況について評価を実施（目標管理）
４段階評価 （Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）

評価者 教員が自己点検・評価を行い、部局長が点検・評価を行う

評価期間 ３年

☆教員評価とは別に、カリキュラム改善のための授業評価を全学的に実施する。



⑦ 職員力強化の取り組み

◆大学専門職の育成
・大学を取り巻く状況を的確に把握し、柔軟かつスピード感をもった、教職協働による
戦略機能の向上を図るための大学専門職員を育成する。
（人材育成計画の策定、系統(体系)的研修制度の実施、職員の国際力強化）

◆意識の高い職員の育成
・常に事務の効率化や改善に前向きに取り組む職員を育成する。

◆高度専門職員の採用
・効果的な研究戦略の促進を図るためのURA等の高度専門職員を採用する。

◆任期付職員制度の改革
・機動的、専門的な事務体制を確保するため、任期付職員の一層の活用が図れるよう
な制度改革を進める。
（対象業務やノウハウ蓄積方法の検討、処遇の改善）

◆多様な人事制度の活用
・職員のモチベーションに繋がるような複線型人事制度等の導入や、効果的なジョブ
ローテーションを実施し、多様な人材を活用しつつ組織の活性化を図る。
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⑧ 医学部附属病院の運営機能強化

◆病院長のガバナンスの強化

・医療の進展や制度変更に迅速かつ柔軟に対応するため、学長のリーダー
シップのもと、看護師等の医療スタッフに対する病院長の人事権限を拡充
する。

◆病床の有効活用

・病院長は病床をより有効に活用するため、効率的な病床管理制度を構築
する。

◆病院事務専門職員の育成

・政策的に日々変化していく医療制度や診療報酬改定、それに伴う病院経営
への対応など、専門的知識を有する職員や病院経営に長けた職員を育成する。
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４．医療拠点としての役割強化をめざして
医学部附属病院の運営面を強化し、より効果的な病院経営を図る。



《今後の検討課題》 学長、研究科長等の取組実績に対する評価等

◆監査機能の強化による業務評価

財務状況だけではなく、大学内のガバナンス体制など、幅広く監査を実施

◆理事長選考会議の機能拡充（支援機能の発揮）

学長の職務の執行に対するフォローアップの実施

◆研究科長等評価制度の確立

・研究科長等の組織マネジメントの促進を念頭に置いた評価

・教員評価の一環として実施

49



８．今後のスケジュール

50
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事項 具体的な内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

大学執行体制の
改革

法人と大学執行体制
見直し 制度設計、学内議論、

規程整備

実施

学長の戦略機能
強化

教育研究戦略機構の
設置 機構案の学内議論、規

程整備

実施

IR機能の強化

研究科長等の権限
と責任の明確化

定例ヒアリングの実施 整備しだい制度実施

研究科長の権限・
教授会審議事項の整理

学内議論、規程整備

実施

教員組織の改革 教育組織と教員組織の
分離

実施

目標管理と評価 効果的なPDCAシステム
の導入

実施

学内議論、規程整備

各改革事項について、以下のスケジュールを目途として、制度等が整いしだい順次実施していく。
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事項 具体的な内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

教員人事制度の
改革

人事戦略会議の設置
制度設計、学内議論、
規程整備

実施

若手教員育成を図る
教員人事制度改革

制度実施

教員給与制度改革 制度実施

次代の大学運営を担う
教員育成

実施

教員評価制度の改革と
活用

制度実施

職員力強化の
取り組み

大学専門職の育成

高度専門職員の採用
順次検討・実施

任期付職員制度の改革

多様な人事制度の活用

制度設計、学内議論、規程整備

制度設計、学内議論、規程整備

制度設計、学内議論、規程整備

学内議論

各改革事項について、以下のスケジュールを目途として、制度等が整いしだい順次実施していく。
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事項 具体的な内容 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

医学部附属病院の
運営機能の強化

病院長のガバナンス
強化 学内議論

実施

病床の有効活用

学内議論
実施

病院事務職員の育成

学内議論
実施

☆この改革への取り組みは、大学統合時においては府立大学と協議しつつ、新大学へ引き継ぎを図る。

☆各項目の検討体制は別途検討する。

各改革事項について、以下のスケジュールを目途として、制度等が整いしだい順次実施していく。


