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　　 大学の概要

１　現況

①大学名

②所在地

③役員の状況（平成26年5月1日現在）

④学部・研究科の構成

○学　部

○研究科

○学術情報総合センター

○教育研究施設

⑤学生数・教職員数（平成26年5月1日現在）

学部学生数 6,565名

研究科学生数 1,821名

8,386名

教職員数 2,113名 （教員　716名、　職員　1,397名）

２　大学の基本的な目標等

(１) 大阪市立大学の理念

(２) 大学経営の理念

計

全般にわたって最大の効果を生むためにリーダーシップを発揮する。

都市と市民に還元することにより、地域社会ひいては国際社会の発展に寄与する、市民の誇りとなる大学

をめざす。

また、都市型総合大学として、都市・大阪の伝統と文化を継承するとともに、既成の学問の枠にとらわれな

い自由で創造的な教育と研究及び高水準の医療を通じ、市民とともに、都市の文化、経済、産業、医療

等の諸機能の向上を図り、真の豊かさの実現をめざす。

理事長は、教職員が一体となって大学経営に取り組む体制を構築するとともに、学長として、大学活動の

優れた人材の育成と真理の探究という大学としての普遍的な使命を果たすとともに、人とその活動が集積

する都市を学問創造の場としてとらえ、都市の諸問題に英知を結集して正面から取り組み、その成果を

大阪市立大学

杉本キャンパス：大阪市住吉区杉本3丁目3番138号

阿倍野キャンパス：大阪市阿倍野区旭町1丁目4番3号

理事長・学長 西澤　良記

複合先端研究機構、都市防災教育研究センター

理事数 5名（非常勤1名含む）

監事数

副理事長 柏木　孝

１名（非常勤）

大学教育研究センター、英語教育開発センター、都市研究プラザ、新産業創生研究センター、

国際センター、地域連携センター、人工光合成研究センター、健康科学イノベーションセンター、

商学部、経済学部、法学部、文学部、理学部、工学部、医学部、生活科学部

経営学研究科、経済学研究科、法学研究科、文学研究科、理学研究科、工学研究科、医学研究科、

生活科学研究科、創造都市研究科、看護学研究科

文化交流センター、都市健康・スポーツ研究センター、人権問題研究センター、
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・全学的な文理融合の組織で被災地支援および防災研究、防災教育をさらに推進するために、「大阪市立大学都市防災
教育研究センター」を設立した。教育の成果を地域と社会に還元するための機会として「いのちを守る都市づくり 地域防
災フォーラム2015」、地域での防災セミナー12件などを開催した。外部資金によるもの10件、本学重点研究１件、企業との
共同研究2件を遂行している（NO．28）

・文部科学省「共同利用・共同研究拠点」（補助金（千円）：H26：27,100、H27:21,600、H28:17,300）に採択され、その一
環として「先端的都市研究拠点事業」を展開。日本福祉大学、同志社大学等々と共同研究を実施。また、国際シンポ・イ
ベント関連事業としては「国際学術シンポジウム」「ＥＡＲＣＡＧ」「第1回大阪台北都市研究フォーラム」「URP International
Colloquium」等を実施。「国際学術シンポジウム」（7/21～24）の開催にあたり、共同主催者である（財）国際花と緑の博覧
会協会（1,000千円）、（株）大阪ガス（100千円）、エルゼビア（70千円）他より協賛金、寄付金を獲得し、「大阪国際交流セ
ンター」に於いて実施した。講演者数：63名、参加者総数：373名（NO．29）

・COI-Tについて、特に次世代水素社会を実現するためのコア技術を高め、ハイブリッド系触媒システムとともに数値目標
を達成、出口戦略である防災「命ラボ」と深く連携し、水素社会への実証プラン策定、次世代水素社会の社会実装実現へ
向けた具体的な技術開発に関するマイルストーンを作成、研究成果としては太陽光エネルギー換算率1.1％と目標率1％
を達成した（NO．30）

・CRテーブルワーキングや、セミナー（COCアゴラ）を開催、地域事例実態調査の実施をするとともに、大阪市都市整備局
と連携協定を締結するなどし、シンクタンク拠点としての機能強化を図った（NO．36-1）

・健康科学イノベーションセンターでは、PR活動の一環として「健康見守り隊フェスタ」を開催（来場者：400名）、定例イベ
ント「健康測定会」を開催（参加者：延べ360名）などの取組みを図り、一般の方：延べ3,000名、企業の方：延べ1,400名の
来場を得た。また、共同研究契約（複数年契約を含む）14件、受託研究契約1件、受託事業契約1件、企業展示契約2件
を締結した。その他に、1周年記念セミナー（参加者：企業、自治体等約100名）、事業化コンソーシアム12回（参加者：延
べ200名）、健康科学ビジネス推進機構（関西経済連合会）と連携したフォーラムなどを開催した（NO．36-2、63-1）

・大阪市立工業研究所、大阪市立環境科学研究所等、大阪市の研究機関から客員教授や連携大学院教授としての招聘
などを行うとともに、共同研究の実施などにより連携強化を図った（地域連携促進の共同研究案件60件実施）（NO．39）

・理学部附属植物園は、植物園改革検討委員会の報告に基づき改革に着手するとともに、大阪市・大阪府の関連施設と
も連携した研究会、市民参加イベント、市民講座などを企画・実施した（NO．41）

・文部科学省STARTプロジェクトでは採択2件のうち、1件が大学発ベンチャーの設立。「ものづくり医療コンソーシアム」は
1周年を記念して、本学と産学連携の基本協定を締結、工学部との医工連携セミナーの開催など技術相談の窓口拡充を
図った（NO．50）

② 専門性の高い社会人の育成

・文部科学省補助事業「ポスト・ドクターキャリア開発事業」を継続し、企業研究者の基調講演やポスト・ドクターの研究内
容の発表を行い、民間企業との連携や就職を模索する場としてのインタラクティブマッチングを3大学合同で3回、インター
ンシップ報告会を１回実施した。ポスドク人材6名を長期インターンシップに派遣し、全員が企業に就職した。また、ポスド
ク育成のための人件費として、理事長戦略経費による支援を行っている（NO．8）

・社会人を対象とする本学発の履修証明制度（文化人材育成プログラム「大阪文化ガイド＋（プラス）講座」）の平成27年
度の実施に向け、名称、提供科目、募集要項等の決定や作成、説明会を含む広報活動等を実施し、資格審査（選抜）の
上、11名を合格させた（NO．10）

・テニュアトラック制度について、テニュアトラック教員5名に対し、所属部局、連携研究科と連携し、研究資金の配分や環
境整備、研究指導、外部資金申請など各種サポートを実施し、「テニュアトラック教員研究発表会」（12/3）と、関連事業と
して研究ポスター展示（11/25～12/10）を開催した。女性研究者支援について、女性研究活動支援員制度、女性教員採
用推進経費及び昇任支援加速経費を創設、出産育児・介護等のライフイベントを抱える女性研究者10人に対して研究支
援員12人を配置、女性研究者ネットワークシステムを運用開始した（NO．33）

　平成26年度は、第二期中期計画の三年目となり、前年度までに着手し取組んできた内容について、これまでの成果を評価
検証しつつ、さらなる発展に向け、PDCAサイクルを回転させ、一層の取組みの強化を図るとともに、企画・準備段階の項目に
ついても具体化を進め、取り組んできた。
　中期計画に定める重点三戦略（「シンクタンク機能強化、『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」）に沿った事項を中心に取組み、特に国際力強化においては、国の成長戦略の中でもグロー
バル人材の育成があげられ、世界と競う大学の実現に向けた取組みが展開されており、本学でも「国際化2ndアクションプラ
ン」（2014年度から3年間）に基づき全学的な国際力強化の取組みを総合的に推進した。また、各戦略の推進のため、学長の
リーダーシップのもとで、戦略的で一体的な運営を目指した「大阪市立大学　大学改革プラン」に沿った運営改革を行った。

　　　業務実績報告書の概要

　＜重点三戦略にかかる主な取組み＞

①　都市のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究・社会貢献

　26年度事業実績
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③ 国際力の強化

・米国ウィーバー州立大学から11名の学生を受入れし短期日本語研修プログラムの実施や、インドネシアと上海で開催さ
れた留学フェアに参加し、留学生向け広報活動を実施した。また、アンケート結果から希望の多かったwebでの情報提供
や学生同志の交流の充実に取り組むこととし、また、国際交流団体ＯＧＭ等と連携し、「学生国際交流会」の開催や外国
からの学生訪問団との交流などの事業を実施した（NO．3）

・グローバルコミュニケーションコース第二期を実施し、同コースの試行期間（2年間）を振り返る報告書を作成するととも
に、GC副専攻開始に向けた各種準備を行い、平成27年度から同副専攻を新設した（NO．14-1）

・海外研修プログラムや認定留学説明会、個別相談などを実施する「留学フェア」の新たな開催、「(はばたけ)夢基金海外
留学・渡航支援事業」（試行的に開始）による計121名の海外留学の新たな支援の実施、夏期短期プログラム（ビクトリア
大、シェフィールド大、上海就業体験）、春期短期プログラム（オックスフォード大、チェンマイ大、ウィーバー州立大）など
を開催した。
　また、外務省が推進する北米地域との青年交流を目的としたKAKEHASHIプロジェクトに参加し、計23名の学生を北米
へ派遣し、「認定留学」制度を新たに導入し、JSAFとのパートナーシップを締結した。日本学生支援機構「海外留学支援
制度（協定派遣・協定受入）」に8プログラムが採択された（15プログラム申請）（NO．23）

・新たに、フロリダ州立大学（米国）、ベトナム国家大学ハノイ校 経済経営大学と大学間学術交流協定を締結、大学院レ
ベルでのダブルディグリー制度導入に向け関係規程を改正した。また、「新頭脳循環プログラム」に理学研究科が採択さ
れ若手研究者を海外に派遣、「アジア・日本研究フェローシップ事業」と「大学院学生海外派遣事業」を見直し、新たに若
手研究者の海外派遣を支援する事業の制度設計を行い、平成27年度から開始することとした。試行的にタイ・チェンマイ
大学のリエゾンオフィスを11月に3日間設置した（NO．31）

・本学学生の海外留学状況をより正確に把握するため、新たに「学生海外留学規程」を策定し、留学に関する各種手続書
類を整備するとともに、昨今の海外情勢や感染症対策を踏まえ、「国際危機管理対応マニュアル」の改正や、ホームペー
ジ・ポータルサイトを通じた海外渡航時の安全確保に関する注意喚起と、外務省渡航登録サービスへの登録の周知を
行った（NO．84）

・大阪市上海事務所内に専任スタッフを配置し、同窓会名簿の更新、新規同窓会員の開拓、同窓会活動の支援等を行う
とともに、タイ拠点の設置にむけ、準備会議を発足し、活動内容について検討をすすめ、拠点設置予定のチュラロンコン
大学と平成27年度当初に協定を締結できる見込みとなった。また、中国・上海、インドネシア・ジャカルタにて、ホームカミ
ングデー（同窓会）を開催した（NO．89）

＜経営改革、大学改革等にかかる主な取組み＞
・学生サポートネットを立ち上げ、学生なんでも相談窓口を開設し、専任の相談員を配置するとともに、各学部に学生生活
相談窓口教員を配置し、学生相談にあたった。入学式後の学生オリエンテーションにおける制度の周知や、学生生活相
談窓口教員の氏名・連絡先のポータルやホームページで公表し、大学と学生・保護者とのホットラインとして運用を開始し
た。また、学生生活相談窓口教員を中心とした教員や職員を対象とする学外講師による相談手法について研修会の開
催、学生生活相談対応連絡会議を実施するとともに、学生なんでも相談窓口と学生生活相談窓口教員が担当した、それ
ぞれの相談事例、対応事例を持ち寄り、情報共有し、改善点を検討し、今後に活用することとした（NO．22-1）

・大阪市立大学大学改革プランに沿って、具体化の検討を行うプロジェクトチーム（以下、ＰＴ）を設置し、戦略・運営機能
強化検討ＰＴにおいて、学長を補佐する機関の具体化を検討し、規程等を整備の上、「教育研究戦略機構」を設置するこ
ととした。また、教員組織改革検討プロジェクトチームにおいて、教育研究組織である研究科・学部と教員の所属組織とに
分離し、教員人事の流動性の向上を図ることとするとともに、本学の戦略に沿った教員人事の方針を策定する人事計画
策定会議を設置し、全学的な教員人事の推進を図ることとした（教育研究戦略機構、教員組織、人事計画策定会議を平
成27年4月に設置）
・教職員人事制度改革検討プロジェクトチームでは、、大阪市立大学改革プランに沿って、本学の研究の取組みの一層
の推進を図るためにURAの設置や、教職協働について職員の各種委員会への参画などの可能性など実現に向けた検討
を行い、専門的人材の配置の具体化については、URA制度を構築し、平成27年度からＵＲＡセンターを設置し、ＵＲＡを
配置することとした。
・全部局で全学統一の授業アンケートを試行実施した。
（NO．15-1、60、63-3、68）

＜新大学実現に向けた主な取組み＞

・市長からの通知文書（平成26年4月25日付）を受けて、大阪における公立大学のあり方について、大阪府立大学とともに
新大学推進会議等において検討を行い、その策定内容を10月に『「新・公立大学」大阪モデル（基本的な考え方）』として
公表した。その後、同モデルの検討を深化し、新大学の建学理念も踏まえ記載内容を充実させた『「新・公立大学」大阪
モデル（基本構想）』の策定を同会議等で行い、2月に取りまとめて公表した（NO．87-2）
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＜平成25年度指摘事項に対する取組み＞

Ⅰ　全体的評価

○ 年度計画における達成水準については、定量化が進められている一方で、形式的になる恐れのあるものも見受けら
れる。定量化が難しい項目もあるが、より実質的な達成水準となるよう改善されたい。また設定された数値目標につい
ても、常に検証を行い、適正な目標となるよう努められたい。

・年度計画の作成にあたって、実質的な達成水準となるよう定量目標と定性目標の検証を行い、形式だけに捉われる
ことのないように、項目ごとにその特性を踏まえて、適正な目標となるよう努めている。

○ 学生サポート体制について、「なんでも相談窓口」の設置やサポートセンターの環境整備などに取り組んでいるが、学
生ボランティア団体などを積極的に活用し、より正確に学生ニーズを把握しながら、引き続き効果的なサポート体制の
強化に取り組まれたい。

・サポート体制を効果的に、また、強化するため、学生ニーズを直接把握する場として学生との懇談会の実施や、学生
生活相談対応連絡会議を設置し、それぞれの相談事例や対応事例を持ち寄り、学生の情報を共有する機会を作っ
た。

○ グローバル人材の育成のために、学生ニーズも考慮しながら、認定留学制度や、国際学術交流協定校との単位互換
制度の拡大等を積極的にはかり、引き続き留学を促進する経済的かつ教育的環境を整備する取組に努められたい。

・新たに、フロリダ州立大学（米国）、ベトナム国家大学ハノイ校経済経営大学と大学間学術交流協定を締結し、拡大
を図るとともに、「認定留学」制度の関係規程を整備し、JSAFとのパートナーシップを締結した。また、大学院レベルで
のダブルディグリー制度導入に向け関係規程の改正を実施した。経済的支援としては平成26年度から「（はばたけ）
夢基金海外留学・登校支援事業」を試行的に開始し、合計121名の海外留学を支援するなど留学生を促進する各種
取組を実施した。

○ 理事長兼学長のリーダーシップによる一体的な大学運営のため「大阪市立大学 大学改革プラン」を策定されたが、こ
こで掲げられた課題のうち教育組織と教員組織の分離や、教員給与の制度設計についても、確実に実施されたい。

・教員組織改革検討プロジェクトチームにおいて検討を行い、教育研究組織である研究科・学部と教員の所属組織と
に分離し、教員人事の流動性の向上を図ることとした。
　また、法人としては、優秀な人材の確保、教員の意識改革を図ること、次いで教員個人としては、目標が明確化さ
れ、更にモチベーション向上に繋がる能力主義・成果主義による報酬制度が伴うこと、これら双方のメリットを実現する
ため、有期雇用教員への年俸制の導入に向けた制度整備を実施した。若手教員、研究者の雇用安定に繋がるテニュ
アトラック制度において、法人内において給与厚生制度の見直しを実施し、処遇改善につなげた。

Ⅱ　項目別評価
◆ 学生への経済的支援

　現行の授業料減免制度の見直しを含め、アドミッションポリシーおよび設立理念等に即した支援制度となるよう、引き
続き検討を進められたい。

・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や設立理念及び人材育成の目標に
即した支援制度にするため、方向性を決定し、審査基準を具体化して制度の概要を作成した。

◆  研究支援体制
　戦略的研究経費、学長裁量経費などにより優れた研究を重点的に支援する体制は構築されている。研究期間終了
後においてもその成果等について検証を行い、制度がより効果的なものになるよう努められたい。

・戦略的研究経費重点Aの成果報告については、各課題につき複数名の専門知識を有する学外者の書面による評
価を受け、研究成果報告書の内容および評価結果について本学WEBサイト上にて公表し、研究成果の検証と公表を
行うことで、制度がより効果的なものとなるように努めた。

◆ 知的財産の充実と活用
　国内特許出願大学承継件数について、引き続き学内シーズの把握や啓発により増加に努められたい。

・顧問法律弁理士事務所や知財CDによる知財セミナー、海外出願セミナーなどの実施や・知財事務職員の増員によ
り中間処理の対応体制を整え、新規発明の相談対応を積極的に行う等取り組んだ。

◆ 海外への広報活動
　海外からの研究者招聘など、研究者や学生の双方向の国際交流推進のためにも、海外への広報活動に積極的に
取り組まれたい。

・海外協定大学であるタイ・チェンマイ大学のリエゾンオフィスを本学内に、3日間試行的な設置、大阪市上海事務所
内に専任スタッフの配置、タイ拠点の設置にむけ準備会議を発足したことや本学卒業生の国際交流アドバイザーから
の海外での活動についてアドバイスを受けるなど国際交流推進のため積極的に取り組んだ。

　法人評価委員会からの指摘事項に対する取組み
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◆ 学生の海外留学支援
　グローバル人材の育成のためグローバルコミュニケーションコースの試行実施や留学生と日本人学生の交流などに
取り組んでいることは評価できる。学生ニーズも考慮しながら、認定留学制度や、国際学術交流協定校との単位互換
制度の拡大等を積極的にはかり、引き続き留学を促進する経済的かつ教育的環境を整備する取組に努められたい。

・上記全体評価に記載のとおり。

◆ 病床利用率の向上
　病院経営改善に一定の成果が得られているが、引き続き病床利用率の向上などに取り組まれたい。

・病床利用率の向上の必要性について、病院運営会議等で各診療科に対して繰り返し周知するとともに、病床を病院
長の管理下におき、トップダウンで病床運営を行う新たな病床管理制度の仕組みを構築した。

◆ 人事・給与制度
　教員の給与制度について、若年層への処遇改善は一定程度行われたが、引き続き教職員のモチベーションにつな
がるような制度構築に取り組まれたい。

・上記全体評価に記載のとおり。

◆ 柔軟な教育研究体制の構築
　大学改革の一つの取組である教育組織と教員組織の分離について、平成27年度実施に向け、着実に検討を進め
られたい。

・上記全体評価に記載のとおり。

◆ 外部資金の獲得
　目標金額を上回る外部資金を獲得されたことは評価できる。さらなる効率的な財務運営が求められる中、外部資金
の獲得は重要であり、外部資金により研究や事業の発展も期待されることから、引き続き各種科学研究費補助金事業
の採択や、受託研究等に取り組まれたい。

・研究系外部資金獲得に対するインセンティブ制度を導入し、全学的環境整備費の配分の際に同獲得状況について
考慮のうえ決定するなどの取組みを行い、達成水準40億円に対し、達成率97.5％（39億円）の実績となった。

◆ 情報システムの統合
　大阪府立大学との情報システムの統合について、スケジュールの見直しを含め、引き続き検討を進められたい。

・大阪府立大学との統合に関する検討状況を踏まえ、各種システム一元化の可能性について検討を行うとともに、大
阪府立大学との統合に先立ち、遅れているネットワーク構成や運用方法の検討などを進めた。

◆ 安全対策について
　教職員、学生の安全のための防災対策は大きく進んでいる。建物の耐震工事についても、教育研究活動に配慮し
ながら、計画的に進められたい。

・理学部本館(3期)・旧原子力基礎研究棟の耐震改修工事、及び経済研究所棟の耐震・外壁改修の実施設計が完了
した。旧法学部棟・旧図書館第1書庫棟の耐震改修は発注が不調のため4か月遅れたが、7月末には完了予定であ
り、おおむね順調に進捗している。

◆ 他大学等との連携
　「地（知）の拠点整備事業（大学COC）」に共同申請により採択されるなど、大阪府立大学と連携が進んでいる。地域
や社会に貢献する拠点として発展するためにも、地域社会や企業、大阪府立大学など他大学とのますますの連携強
化に取り組まれたい。

・インタラクティブマッチングの3大学合同（本学、大阪府立大学、兵庫県立大学）での実施、COI-Tを通じた大阪府立
大学を含む3公立大学との連携会議とICT環境による常時TV会議システムを効率よく活用するなど、連携強化を図っ
た。また、三市立大学包括連携協議会を実施し、三市立大学とのネットワークを築き、諸課題の克服と地域の活性化
を実現するため、連携強化など各種取り組みを行った。

◆ コンプライアンスの向上
　新たに学内および学外に内部通報窓口を設置するとともに、内部通報制度の周知などの取組を行っている。引き続
き、懲戒処分に関する指針の整備などによりコンプライアンスの向上に取り組まれたい。

・新規採用者向け研修で内部通報制度の説明を行う等、制度の周知を継続するとともに、研究不正防止策の一環とし
てコンプライアンス教育及び不正防止計画策定に伴う事務手続の変更に関する説明会の開催や、懲戒処分に関する
指針の整備などに向けた取り組みをとおしてコンプライアンスの向上に取り組んだ。
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