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法人への意見聴取事項 

法人への意見聴取事項 回 答 関連 
項目 

１取組における質の向上について 

第二期中期目標期間も後半に入り、多くの

項目について数的な目標が達成され、今後は

質的な向上を図る段階に達していると感じ

る。  
例えば入試広報にかかるオープンキャンパ

スでの取組やＦＤ活動などは、これ以上回数

を増やすといった量的取組よりも質的な向上

を図るための取組が求められる段階に入って

いると見受けられる。質的向上を図る取組や

成果が表れるには時間がかかるような取組に

ついて、今後、法人としてどのように計画策

定を行い、評価していくべきかについてお聞

きしたい。またすでにそのような取組があれ

ばお聞したい。 
 

・委員ご指摘のとおり、中期計画の進捗にともない、数値目標が一定達成されてきている項目もあり、単

なる数字による外形的な評価ではなく、今後は質的な向上を目標としていく時期がきていると認識してい

る。 
・質的な向上の成果を確認する方法として例えば入試広報としては「オープンキャンパスの来場者アンケ

ート」を実施している。その結果からは、オープンキャンパスについて高い満足度を得ていることが分か

っているが、アンケート結果に基づき、学生イベントの対応改善や自販機飲料の補充強化などに取り組ん

でいる。またさらに満足度を向上させることをもって、充分な広報効果を得られるよう努めていく。 
・教育面では、「退学率」や「就職率」などのほか、アンケートやヒアリングの結果を分析するなどの方法

が考えられる。平成27年度に「履修学生に対する授業評価アンケート」「在校生との懇談会」「入学者・卒
業生アンケート（学士課程教育の学習成果に関する調査）」等を行っており、全学共通教育改革ワーキング

「ＩＲ推進チーム」において、教学ＩＲの計画的組織的実施について検討をすすめているところである。 
・先般、平成28年度大学教育再生加速プログラム（ＡＰ）に採択された。このプログラムは、総合大学で
ある本学の多様な学生すべてに共通に求められる学修成果と、各学位プログラム特有の学修成果両方の、

質的および量的な直接評価(成績評価等)を｢OCU指標｣に総合し、学生・教員・大学がそれぞれ、学習や教
育実践・カリキュラムの改善に役立て、他の間接評価指標(在学生･卒業生･教員･企業等、学内外関係者の調
査指標等)と合わせて活用することで、卒業時の学修成果の質保証につなげようとするものである。このＡ
Ｐプログラムの取組みを進めていくことにより、学士課程教育の質的向上とその成果の測定を行っていき

たいと考えている。 
・FDについても、このＡＰプログラムの取組みのなかで、3ポリシーに基づく学修成果と教育の点検・評
価と教育改善を話し合う場の定例化、OCU指標の内容周知とその実質的ニーズに即した活用スキーム導入
促進のための FD等を、全学や部局の FDで行うこと、そのための支援を大学教育研究センターやプロジ
ェクト推進委員会の全学FD・SDチームが行うこと、各部局の教育･FDの課題をセンターの会議で毎月拾
い上げ全学FD企画や教育改善に活かすこと、学生調査・卒業生調査等の間接評価指標結果も共有するFD
の場や体制づくりなどを考えている。 
・第三期中期計画では、これらのことも視野にいれつつ、大学の取組みを分りやすく表現できるよう策定

してまいりたい。 
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２学外との連携や交流事業と教育研究活動と

のバランスについて 

大項目①「教育研究の質の向上を達成する

ための措置」の項目には、大学外部の行政法

人・企業・団体、海外、小中高校、市民、地

域などとの連携、交流に関するものが、小項

目 60 項目のうちかなり多いとの印象を受け
た。これらが今日の大学において重要性を増

していることは否定すべくもないが、これら

に教職員のエネルギーをあまり大きく割いて

は、大学内の「教育研究の質の向上」にとっ

てかえってマイナスとならないかとの懸念を

感じた。学外との連携、交流と学内における

教育研究活動のバランスについて教職員の意

見はいかがか。 
 

・本学では、大学の普遍的使命である「優れた人材の育成と真理の探究」とともに、市民の誇りとなる大

学として、「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むことによ

って、地域社会の発展に寄与していく」ことや、「教育及び研究の成果を都市と市民に還元し、地域社会及

び国際社会の発展に寄与する」ことを重要な使命としている。 
・この理念は、設立以来、脈々と受け継がれてきた考え方を表したものであり、都市大阪の公立大学とし

て、地域の活性化に貢献していくことは当然の役割として、広く本学構成員に浸透している。 
・高等教育機関として、「教育研究の質の向上」への取組みは第一義であり、それによって教育研究に割く

エネルギーが奪われてしまうようなことは本意ではない。 
・例えば、先般大阪市と締結した「地域福祉等の向上のための有効性実証検証に関する連携協定」のよう

な形で、最先端の教育研究の成果を還元することにより、市民生活の向上に繋げていくような取組みをす

すめてまいりたい。 
 

大項目

① 
 

３自己評価の判断基準について 

 項目１.３.６.23は法人側の自己評価Ⅲに対
して、評価委員から、達成目標に到達してい

るので、Ⅳもよいのではないかとの意見があ

ったものである。これに対して第２回委員会

では法人から自己評価Ⅲとした理由の説明が

再度あった。 
また、評価Ⅳとされた14．54などについて、
その判断根拠について評価委員から質問があ

った。 
 上記はいずれも自己評価の判断基準に関す

るものである。自己評価をするにあたっては

全項目について統一した判断基準が設定され

ているのか、あるいは統一基準はなく個別事

項ごとに判断しているのか、また学内で評価

・年度計画の自己評価の判断基準については、法人評価委員会で次のように設定されている。 
 Ⅳ 年度計画が特に進捗している 
   ・達成度が計画を大幅に上回る場合 
   ・当該年度中に予定より早期に実施した場合 
 Ⅲ 年度計画が進捗している 
   ・達成度が計画どおりと認められる場合 
   ・当該年度中に実施した場合 
 Ⅱ 年度計画がおおむね進捗している 
    ・達成度がやや下回るもののおおむね計画どおりと認められる場合 
   ・実施が翌年度の第1四半期にずれ込むが確実な実施が見込める場合 
  （次年度の年度計画に影響しない場合に限る） 
 Ⅰ 年度計画の実施にあたって課題がある 
   ・達成度が計画より大幅に下回る場合 
   ・当該年度中に実施できなかった場合 
   ・計画設定そのものに問題がある場合 

No.1 
No.3 
No.6 
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を取りまとめるにあたっては、全項目を通じ

て見ているのか、項目別に別の人物が見てい

るのか。 
判断基準に揺れが生じているおそれがないか

どうかお尋ねしたい。 
 

・達成水準に対する取組み実績に加え、計画全体の取組み状況を勘案し、上記基準に基づき、各部局にお

いて自己評価を行っている。 
・学部・研究科の取組みなど、複数部局に関係する年度計画については、各部局の自己評価を集計し、そ

の個数を参考にしつつ、全学評価委員会において総合自己評価を決定してる。 
・業務実績報告書として取りまとめ後は、事務担当で判断基準の揺れがないか全体をチェックした後、外

部委員を含む経営審議会での審議を経たうえで、役員会にて最終決定を行っている。 
・委員のご意見を踏まえ、判断基準に個別の揺れが生じないように、引続き注意してまいりたい。 
 

４中期計画／年度計画（達成水準）の立て方

について 

項目３の中期計画／年度計画（達成水準）に

おいては「留学生の確保と教育支援」「目標と

なる留学生数」「英語による授業の拡大」「日

本語教育の充実」などが挙がっているが、第

２回委員会で評価委員から質問があったよう

に（寮などの宿泊場所の確保、生活サポート

など）、計画を達成するための「手段」につい

ての記述が欠けているように見受けられた。

目標を達成するために必要な手段（施設、人

的手だてなど）についても計画に明示した方

がよいのではないか。以上は項目３以外でも

同様のことがいえるように思われる。 
 

・達成水準については、「１ 取組における質の向上」で記載したとおり、これまで数字による目標設定を

優先してきた。 
・委員ご指摘のように、目的を達成するために「手段」は非常に重要である。達成水準自体に「手段」を

明記した方がよいものと、それにはなじまない場合があると思われ、項目によっては明記しているものも

あるが次の年度計画、及び第三期中期計画では、そういったご意見も踏まえ、さらに適切な計画、達成水

準の設定について、検討してまいりたい。 

N0.3 
など 
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５大学院教育 

 第2回評価委員会の説明の中で、大学院の
社会的評価が低下している、また博士課程へ

の進学者が減少しているとの記載があった

が、どの程度なのか、またこの現象への対応

などなされているのか、補足いただきたい。

多くの大学で苦慮されている重要な事柄と認

識している。 
 

・本学の大学院充足率（平成27年）は、前期博士課程（修士課程）が97％、後期博士課程が48％、専
門職学位課程が28％となっている。 
・博士課程への進学者減少の背景を探ることも含め、本学の大学院学生の実態を把握するため、大学院

への進学動機、入学後の学修状況、大学生活に対する考え・満足度、課程修了後の進路などを含む項目

についての調査を、在学中の院生および課程修了者を対象に平成 26 年度に実施し、それに基づく分析
結果を平成28年3月に報告書にまとめ、28年5月の教育研究評議会にて報告を行った。 
・調査の結果、博士課程では大学教員志向が強く（6割程度）、修士課程ではむしろよりよい民間企業へ
の就職の機会を得るために進学（7 割弱）している学生が多いことが分かった。また、すべての課程に
おいて、将来の進路に関して不安を感じていることが伺えた。 
・調査結果を参考にしつつ、必要となる教育や支援について考える必要があり、キャリア教育・支援に

ついては、博士課程リーディングプログラムや、ポストドクターキャリア開発事業などで蓄積されてい

るノウハウの活用なども有効であると考えている。 
・また、各研究科には大学院の充足率に関するアンケートも行い、個別の取組み事例の確認と今後の対

応について意見交換を行った。 
【直近の取組み】 
（法学）入試制度の見直し 
（法学・文学・理学・工学）経済的支援の拡充 
（文学）研究員の雇用創出 
・教育研究戦略機構の下にある全学教育改革ＷＧ内に大学院共通教育検討チームを 28 年度より立ち上
げ、博士課程を含めた大学院教育に対する問題の対応策を検討する体制を整備したところである。 
 

N0.7 

６都市研究プラザ 

 GCOE プログラム終了後も重点項目とし
て大学独自の取り組みを続けられることは、

都市研究を標榜する大阪市立大学として重要

なことだが、その経済的裏付けについてはど

のように考えておられるのか。 
 

・事業運営費は学内予算と文部科学省の共同研究拠点事業などの外部資金を獲得することで捻出してい

る。 
・学内予算については、学長裁量経費等の学内競争的資金により支援を行っているが、大学全体の予算

から本事業に配分できる金額にも限りがあるため、外部資金の獲得についても継続的に取組んでいると

ころである。 
 

No.29 
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７女性研究者支援 

 女性研究者支援に、積極的に取り組まれて

いると感じる。一方、昨年度の評価委員会に

おいても、H27年度で国の支援事業の補助期
間が終了することから、その後も引続き女性

研究者の支援に取組まれたいとされている。 
①H27年度、相談窓口の開設、研究支援員の
配置、保育サポート制度の開設等の取組がな

されているが、どの項目が国補助で賄われて

いたのか。また、それらの取組は、効果を認

められ、H28 年度以降も継続されているの
か。 
②ダイバーシティ推進センターを設置されて

いますが、継続的かつ発展的な取組を行うた

め、当該センターと女性研究者支援室の関係、

役割分担をどのように描かれているのか。 
③一般的に女性が継続的に活躍するために

は、女性への支援策の充実だけでなく、職場

の同僚の理解が重要と考えるが、支援を必要

とする対象者以外へはどのようなアプローチ

をされているのか。 
 

①国の支援策によって、女性研究者研究支援員制度、相談窓口・メンター制度、女性研究者ネットワー

クシステム（人材データバンク、SNS機能）、保育サポート事業、各種セミナー、アンケート調査、外
部評価委員会開催、支援室ホームページによる広報活動、各種啓発誌、育児・介護リーフレット等の発

行が賄われた。上記の取組に加え、自主経費による女性教員の採用・昇任に係るインセンティブ経費の

付与による相乗効果により、補助期間中に、女性研究者比率 13％から 16％に上昇し、21％だった女性
研究者採用比率も30％を超えた。研究支援員制度を利用した育児・介護中の女性研究者が受賞、投稿論
文採択や科研費獲得の実績を上げ、７割が「研究時間」「研究の満足度」がいずれも「増えた」と回答

している。さらに、女性研究者研究活動支援事業外部評価委員会では、「女性研究者ネットワークシス

テム」や研究支援員制度のモデルシステム構築をはじめ、職位を超えた多様かつ積極的な各種支援の取

組が高い評価を受けた。平成 27 年度には、厚生労働省の次世代育成支援対策推進法に基づく認定マー
ク「くるみん」を取得し、「大阪市女性活躍リーディングカンパニー」市長表彰を受賞し、取組が社会

的に評価された。Ｈ28年度以降もいずれも自主経費で継続している。 
②ダイバーシティ推進センターは、女性研究者研究活動支援事業だけでなく、男女共同参画の視点に立

った教育・研究・ワークライフバランス（仕事と生活の調和）等の就業環境の整備及び支援等、ダイバ

ーシティにかかる取組を推進することを任務とし、法人の持続的発展に資するべく、ダイバーシティに

かかる学内・学外組織との連携・調整を行っている。 
そして、ダイバーシティ推進センターのもとに女性研究者支援室を置き、女性研究者支援室で実際の女

性研究者研究活動支援事業について取り組んでいる。 
③ワーク・ライフ・バランスや育児・介護中の教職員に対する職場環境整備は、女性研究者だけでなく、

全学的な課題となっている。相談窓口では、育児中の男性研究者、女性研究者を配偶者にもつ男性研究

者からの相談にも応じている。また、男性教員の育児休業取得をテーマにしたセミナーを開催する等、

支援対象を広げ、幅広いテーマで意識啓発に努めている。 
 

No.33 
 

８研究成果の公表 

 研究者DBへの入力率の向上は昨年の指摘
事項である。グローバル化を標榜する大学と

して、改善のために実際的な取り組みが求め

られるのではないか。 
 

・平成 28 年度は、未入力の教員に対して、個別通知による入力促進に加え、事務による入力サポート
を実施しており、年度計画を達成する見込みである。 
・次年度以降については抜本的な改善を目指し、研究者ＤＢシステムの入替、関係業務の改善を検討し

ている。 
 

No.34  
昨年度指

摘事項 
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９学長のリーダーシップ（ガバナンス） 

 教育研究戦略機構や人事計画策定会議など

人事や予算面で工夫されているが、実際に運

用された中で、特徴的なことや成果、また今

後に向けてのお考えをお聞きしたい。 
 

・教育研究戦略機構については、課題ごとにワーキンググループを設置して検討し、平成 27 年度中に
「社会人新大学院案にかかわる提言」「全学共通教育改革プラン」「学生負担のあり方について」「入試

推進本部について」「テニュアトラック制度の定着・運用について」等、計 9 件の提言がとりまとめら
れ、これら提言に基づき、入試推進本部の設置と学生納付金の見直しを実施し、その他についても具体

的な実施方法等について検討を行っている。今後も、学長のリーダーシップを補佐する機関として積極

的に活用していく。 
・人事計画策定会議については、学長・副学長による研究院長等との個別ヒアリングを実施し、各学部・

研究科等の将来構想や、人員配置計画等を把握した上で、全学共通教育改革への取組みなど学長のリー

ダーシップによる大学の戦略に沿った人員配置となるように、「平成28年度教員人事方針」の策定及び、
それに基づく研究院異動を実施した。今後も、引続き研究院長とのヒアリングを実施し、その内容を参

考にしつつ、学長のリーダーシップによる大学の戦略に沿った人員配置となるように方針策定を行うと

ともに、平成 30 年度から始まる第三期中期計画を視野に入れた人員配置や、弾力的な教員定数管理の
実現についても検討を重ねてまいりたい。 
 

No.61 
No.66 

10人事給与制度について 

・業績評価及び目標管理を処遇に反映させる

ことについて、職員あるいは関係団体の意見

はいかがか。 
  
 

・関係団体との交渉の中で、評価を処遇に反映するにあたっては、評価の公平性や透明性が担保されて

いる等、被評価者が納得できるような評価制度であることが前提であるとの意見が出ている。法人とし

ても、今後とも適切な制度運用ができるよう努めていきたいと考えている。 

No.66 
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11外部資金の獲得と支援体制の充実 

・「外部資金の獲得と支援体制の充実」は大

学にとって研究の充実と発展を決定するとい

っても過言でないほど重要となってきてい

る。例えば今後の方針として、平成 27 年度
に新たに設置された日本医療研究開発機構

（AMED）などに対して積極的な研究費獲得
のアプローチが必要ではないかと考える。 
・URA の具体的な業務と、その導入によ
って効果がどのように実感されているか。 

 

・委員ご指摘の通り、外部資金は大学に取って重要な財源の一つであり、その支援体制の充実は必要不

可欠だと考えている。 
・具体的な取組みとしては、東京事務所に常勤の職員を配置し、国の新たな政策や研究開発の動向に注

視して情報収集等に努めていたり、国との関係を深める取組みとして文科省や厚労省からの教員等の受

入や、その反対に市大職員を行政研修として文部科学省に派遣している。 
・また、国などの関係機関から講師を招いた学内講演会も行っており、昨年7月には日本医療研究開発
機構（AMED）理事長を招き、「日本医療研究開発機構のミッションと課題」について講演していただ
いた。 
・委員ご指摘の日本医療研究開発機構（AMED）が配分する研究費についても、平成 27年度は認知症
研究開発事業（24,700 万円）、感染症実用化研究事業（7,900 万円）等を既に獲得しており、こちらに
ついても対応している。 
・今後も、AMEDをはじめJST（科学技術振興機構）、NEDO（新エネルギー産業技術総合開発機構）
など国の機関等に対して、本学の研究力を積極的にアピールする機会を設け、新たな研究費の獲得につ

ながるよう、様々な立場から働きかけていきたいと考えている。 
・本学では平成27年4月にURAセンターを設置し、現在までに以下の活動実績を上げている。 
1.科研費獲得のための取組 
・科研費公募説明会における科研費獲得セミナー（H27.9.24開催）の企画（参加者：295名） 
・科研費応募申請支援（研究計画調書へのアドバイス制度の試行実施） 
 申請支援者23名中10名が採択、採択率43％ 
  <全学採択結果> 600名中151名採択 採択率25.2％ 
・科研費審査委員経験者へのアンケートの実施及び結果公表 
2.次世代科学技術人材育成の取組 
・学振特別研究員公募説明会（H28.3.30）開催（参加者：89名） 
・学振特別研究員の申請支援（申請者へのアドバイス、面接指導など） 
 支援対象者21名中4名が採択、採択率19％ 
 <全学採択結果> 87名中15名採択 採択率17.2％ 
3.競争的資金獲得のための取組 
・大型競争的資金公募に係る情報収集・分析・戦略立案 
 文科省「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ事業」 
    「地域イノベーション・エコシステム形成プログラム」 

No70 
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    「卓越研究員事業」   など 
4.情報分析（IR）の取組 
・本学の研究力強化のための情報分析・IR 
（研究分野ごとのポジショニング分析、科研費獲得実績の分析） 
5.その他 
・URAフォーラム（H28.6.27）を開催（参加者：142人） 
講演（「最近の科学技術政策について」「論文分析からみる日本の大学における研究の現状」）とURAセ
ンターの活動報告および教職員の意見交換を行った。 
・上記からもURAセンターが関与した事例で良い成果がでており、既に成果に繋がってきていると感
じている。 
・また、URAフォーラムでの教職員意見交換やアンケートの結果から、教職員もURAセンターの活動
実績と今後の展望に高い関心と期待を持っている。 
 

12教員活動点検評価の活用 

・点検評価結果の具体的な活用方法について、

いつごろから実施に移される見通しか。 

・組織の再編や個人の流動性を考えた時、避

けて通れない問題である。教員個人のキャリ

ア支援にも必要な重要課題と認識すべきであ

る。教員等が他機関へ移動する場合に、論文

や研究概要などの自己評価書だけでなく、所

属機関での活動評価が求められる可能性があ

ると思う。その評価書が推薦書の代わりにな

るとの意識を持ってもいいように感じてい

る。 

・人事給与制度等、処遇への反映はどうなっ

ているのか。 

 

・教員評価については、「大阪市立大学における点検・評価の基本的考え方」等の学内規定を定め、平

成23年度から教員活動の点検・評価を実施している。 
・教員個人は教員活動の点検・評価をおこなうことで、自らの活動を持続的かつ自主的に自己認識し、

自己改善をおこなっている。また、研究院は組織の活性化に活用している。 
・教員評価の活用については、教育研究戦略機構のワーキンググループで具体的な検討を開始している。

教員のモチベーションが向上することにより、本学全体の教育研究の推進に資することができるような

制度を、できれば第二期中期計画期間中に構築していきたいと考えているが、評価方法や財源等の課題

があるため、慎重に議論をすすめているところである。 
・大学として社会一般への説明責任の観点からも、教員活動の実態が具体的に理解できるように可視化

するとともに、教員のキャリア支援も視野にいれつつ、公平性と汎用性の高い評価方法と、その評価結

果を活用する仕組みについて、他大学の事例も参考にしながら、引き続き検討してまいりたい。 
 

No.75 

 
 
 


