
　

P.20～P.23　

P.24～P.26　

（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

（３）法人の自己評価以外にかかわるご意見

《参考》平成29年度業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

《参考》第二期中期計画業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

P.19

《資　料１》

平成29年度業務実績報告書及び
第二期中期目標期間業務実績報告書

に関する各委員ご意見・法人回答

P.1～P.12　

P.13～P.18



（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【入試広報】
優秀な学生を確保するため、オープンキャンパ
スや進学ガイダンス等の高校生への広報活動を
実施するとともに、戦略的入試広報体制を構築
し、受験者の志望動機等の分析に基づいた効果
的な広報活動の充実を図る。

[中期計画の達成水準]
・オープンキャンパス参加者数は、毎年14,000人
を上回る。(H21-12,533人、H22-14,091回、H23-
16,608人)
・進学ガイダンスを毎年40回以上実施する。
(H21-26回、H22-31回、H23-42回)
・入試広報体制を整備して、全学的な広報戦略
を検討・策定(ガイダンス、オープンキャンパス
等)
・戦略に沿った広報活動を展開

　入試広報については様々な方法、手段
によって活発に行われており評価できる
が、これらの広報活動がどの程度成果を
挙げたかのフォローは行われているか。
　例えばオープンキャンパスや進学ガイ
ダンスの参加者が実際に受験者となって
いるかなどの調査は行っていますか。

1

・オープンキャンパスは、毎年工夫を凝らし実施したことにより、多くの参加者を集めるとともに満足度も高い企画とする
ことができた。
・杉本キャンパスでは、保護者からのニーズの高い土・日へと開催日を変更し、参加者数の増加に繋げた（H25～）。
・WebやSNS等、高校生のアクセスが多く期待できる媒体を使ったタイムリーな事前告知、および実施後の報告を年々充
実させ、本学のネームバリュー向上および次年度来場者増に繋げた。
・プログラム内容の充実を図るべく、各学部のプログラム以外に保護者説明会や経済的支援相談、障がい学生支援相
談の窓口、学生によるクラブ・サークル活動紹介等が設けられた。
・本学の「ファンづくり活動」の一環として本学ブランド商品の配布や販売にも着手し、ブランドイメージの向上につなげた
（H27～）。
・来場者数の増加による混雑緩和のために、午前と午後の二部制や開始時刻の分散化、Web事前予約制を導入した
（H27～）。
・進学ガイダンスについては、特に入学者になる可能性の高い、志願者層が在籍する高校への直接アプローチを行う高
校ガイダンスへ重点をシフトし、各年度において達成水準を上回る進学ガイダンスを実施した。
・入試室と広報室、各学部研究科が入試広報で連携し、全学的な広報戦略を実施した。
・オープンキャンパス・大学見学・進学ガイダンス・大学案内冊子等の全学的な広報について、改善のためのミーティング
体制を広報室と入試室で構築し、PCDAサイクルを機能させた。
・受験生向けの総合資料となる「大学案内冊子」の制作にかかる一連の手続きについて、入試室・広報室および関連部
署の関与について業務整理を行い、効率的な制作フォローを構築した。
・受験生に対する入試情報の集積地である本学公式ウェブサイト内「受験生応援サイト」について、入試関連情報を入試
室がタイムリーに提供し、広報室が迅速かつ効率的な掲載およびアクセス状況の情報共有を行う形で安定運営する形
を構築した。
・杉本キャンパスでのオープンキャンパスについては、実施運営を全学体制とした。
・入試室と学部が連携し、進学ガイダンス等において模擬授業と大学入試説明・個別相談を融合的に実施した。
・入試広報における重点高校を本学への入試実績等に基づき選定し、募集広報及び情報収集等を行う高校訪問を実施
した（H27：38校　H28：13校　H29：10校）。
・「受験生応援サイト」のリニューアルや内容増強に毎年取り組み、受験生に必要な入試関連ニュースや本学をよく知る
ための情報をタイムリーかつ効率的に発信したことで、受験生のニーズに応えるとともに本学ブランドの向上に寄与し
た。
・「大学案内冊子/Osaka City University 201x」を毎年制作し、受験生や各種ステークホルダーに配付した。データや写
真を毎年刷新し、新たな技術を導入してウェブへの動線を作るなど、継続的に改善を行った。また、本学の重点研究や
地域実践演習など最新の教育・研究の取り組みを盛り込み、受験生に対し、時代のニーズをとらえながら教育と研究に
熱心に取り組む本学の姿を伝えた。
・「大学紹介ＤＶＤ」（H26)および各種の大学活動紹介動画を作成し、イベント時に上映したり、YouTube等の大学公式ＳＮ
Ｓで紹介し、入試広報活動の一助とした。
・地方からの優秀な学生の確保を目的に大阪府立大学・関西大学との包括連携協定に基づき、福岡、広島、岡山、名古
屋の４会場で３大学合同入試説明会を開催した。また、山陰（鳥取・米子・松江）、北陸（金沢・福井）、四国（高松・松
山）、名古屋の会場ガイダンスにも参加し、地方広報戦略を展開した。
・ブランディング活動の一環として企画・販売を開始した市大ブランド商品は、入試広報の視点からも本学の魅力発信の
一助として機能した（H27）。
・高校生のみならず、中学生、小学生の見学要望についても広報室でフレキシブルに対応した（H.7：中学校２件　H29：
小学校１件）。
　
・各学部研究科は、優秀な学生を確保するため、独自のホームページや案内冊子の作成、創意工夫したオープンキャン
パスのプログラム等を実施することで入試広報を充実させた。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。
＜オープンキャンパス参加者数＞
H24：126％(17,699人)　　H25：142％(19,883人）　　H26：72％（10,026人）※H26：台風のため1日中止
H27：164％（23,010人） 　H28：157％（22,021人）　　H29：146％（20,398人）
＜進学ガイダンスの実施回数＞
H24：117％（47回）　　H25：135％（54回）　　H26：135％（54回）
H27：143％（57回）　　H28：145％（58回)　　H29：160％（64回）
＜大学見学受け入れ数＞
H26: 4校250名　　H27: 20校520名　　 H28: 47校2,251名　　H29: 48校 2,578名

＜達成水準に対する実績＞
・オープンキャンパス参加者数は、毎年14,000人を上回
る：実施済
・進学ガイダンスを毎年40回以上実施する：実施済
・入試広報体制を整備して、全学的な広報戦略を検討・
策定(ガイダンス、オープンキャンパス等)：実施済
・戦略に沿った広報活動を展開：実施済

（補足）
・オープンキャンパスは、台風のため1日中止となった年
（H26）は10,026人となった。

Ⅲ

　オープンキャンパスは学部別にフォ
ローしており、平成30年度の入学者全体
に対する参加状況は44.3％であった。進
学ガイダンスは、個別相談・集団説明・
保護者対象等と形態が異なり、高校等の
要請に基づく説明責任的な意味を持つた
め、参加後のフォローまでは至っていな
い。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

・オープンキャンパスについて、来場者数増加に
伴うプログラム内容、アンケート回収方法や雷雨
対応等の改善を図る。
・進学ガイダンスについて、効率的かつ効果的
に実施するために、参加会場・高校等に応じた
戦略的な入試広報に取り組む。
・大学見学希望校については可能な限り受け入
れ、見学内容や効率的な運営について継続的
に改良をはかり、満足度の向上に努める。
・受験生応援サイトのアクセス分析に基づくコン
テンツの増強を関係部門と協力して実施する。

[年度計画の達成水準]
・オープンキャンパス参加者数（18,000人）
・オープンキャンパスのアンケート満足度（90％）
・進学ガイダンス実施回数（45回）
・大学見学の参加者満足向上
・受験生応援サイトへのアクセス数（月間訪問
数）の向上（前年比10%増）

＜達成水準に対する実績＞
・オープンキャンパス参加者数（18,000人）：113%(20,398
人)
・オープンキャンパスのアンケート満足度（90％）：
101%(90.6％)
・進学ガイダンス実施回数（45回）：142%(64回）
・大学見学の参加者満足向上：実施済
・受験生応援サイトへのアクセス数（月間訪問数）の向上
（前年比10%増）：実施済

（補足）
・受験生応援サイトへのアクセス数については、計測シ
ステム変更のため直接比較はできないが、アクセス実績
は平成30年1月～3月合計で31,711ビューと順調に推移
していることにより、実施済と自己評価した。

・オープンキャンパスについては、「開始時刻の分散化」、「大学入試説明会の増設」、「学生によるクラブ・サークル紹介
の内容充実」などプログラムの改善を図るとともに、新たに人的・知的交流を生み出す新情報発信スペース「ツクルマ」
やOCUラーニングセンターの発表・活動紹介も行われた。また、来場者の動線の検証から、アンケート回収場所を増設し
回収率（9.6％→12.7％）を向上させるとともに、雷雨対応の仕組みを再構築した。
・両ｷｬﾝﾊﾟｽのｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ取材を行い、本学公式WeｂサイトおよびTwitteer, FaceBookへの当日速報および後日詳細
版の掲載、YouTube動画制作と後日掲載を実施した。
・オープンキャンパスにおける本学の「ファンづくり活動」の一環として、洋菓子店マダムシンコによる特注冷菓を抽選配
布し話題づくりを行った。
・進学ガイダンスについては、高校・保護者からの要請を踏まえ、参加校・参加会場の選択を行い64回実施、6,532人の
参加者があった。また、近畿地区の入試広報における重点高校を本学の入学実績等に基づき選定・訪問し、新たに5校
の大学・入試説明会を実施した。
・受験生広報および本学のファンづくり戦略の一環として、昨年に続き大学見学希望をスケジュール上可能な限り受け付
けた。また、準備や実施内容を見直し、より少ない労力で高い満足度を与えられるよう手順を整えた。
・受験生応援サイトに入試関連ニュースを4月～9月で20件、Facebookの受験生向けニュースを毎月数件掲載している。
またページへのアクセス数を月次でウォッチし、数値を関係部署で共有している。
・受験生応援サイトに入試関連ニュースを40件、Facebookの受験生向けニュースを毎月4、5件掲載した。現在のアクセ
ス解析の仕組みは2017年12月中旬より導入しているが、受験シーズンということもあり、2018年1月～3月期は月平均
10,000ビューのアクセスを獲得した。
・今年度発行の大学案内冊子について入試室と総括ﾌﾞﾚｰﾝｽﾄｰﾐﾝｸﾞを行い、課題や次年度制作時のポイントを整理し
た。
・受験生・保護者・引率高校教職員および広く一般市民を対象とする本学のファンづくり活動推進のため、本学の教育や
研究にからんだブランドグッズの開発を継続して進めた。
・受験生戦略の参考とするため、他大学訪問調査を年度内に行い、得た知見やアイディアを関連部署と共有した。
・ステートメントビジュアルの策定、世界大学ランキングの分析や対応検討、学内の広報ネットワークの強化など、イン
ナーブランディング推進の視点を含めた運営強化を行った。
・次年度大学案内冊子制作にかかる詳細打ち合わせを関係部署と進めた。

・各学部は、オープンキャンパスにおいて参加者ニーズ等に応じたプログラムを検討実施し、参加者満足度の向上を
図った。また、次年度に向けて更なる改善を目指し、関係者間で情報を共有し検討を開始した。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

1 Ⅲ

　オープンキャンパスは学部別にフォ
ローしており、平成30年度の入学者全体
に対する参加状況は44.3％であった。進
学ガイダンスは、個別相談・集団説明・
保護者対象等と形態が異なり、高校等の
要請に基づく説明責任的な意味を持つた
め、参加後のフォローまでは至っていな
い。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

5

【学士課程教育】
教育推進本部及び各学部は、策定されたカリ
キュラムポリシーに基づき初年次から卒業年次
にかけての効果的な教育を実施する。

[中期計画の達成水準]
・初年次教育ポリシーの策定と公表
・全学部の学生を対象とした副専攻コースの設
置
・カリキュラムポリシーの見える化
・「学修評価マップ」の作成

・本学の初年次教育の全体像については、「新入生のための授業選び案内」（～H28）を新入生に配布することで周知し
た。
・「初年次教育改革実施プラン」を策定（H28）し、その中で教育の到達目標を定め、「学びのスタートガイド」（H29～）で新
入生に周知した。
・各学部は、カリキュラムポリシーに基づき、初年次生向けの科目の開講、新入生ガイダンス、学修マップの作成等を実
施することにより、初年次教育を強化した。
・GC副専攻の前身であるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｺｰｽを試行的に設置し（Ｈ25,Ｈ26）、GC副専攻を設置した（H27～）。
・CR副専攻の前身である地域実践演習を開講し（H26～）、CR副専攻を設置した（H27～）。
・CR認定科目である「地域志向系科目」を全学部において必修化した（H27～）。
・全学部の学生が各副専攻に参入できることに加え、プログラムの円滑な運営が行えるよう、現状の問題点各種につい
て副専攻運営委員会、および全学教育改革WG：副専攻等の全学の場で、議論を継続している。
・文部科学省「大学教育再生加速プログラム（AP）」の採択を受け（H28～）、学生各自の学修状況が3ポリシーとの関連
で見える化するOCU指標の開発を開始した（H30導入予定）。
・各学部において、カリキュラムポリシー、学修マップ等をHP・履修便覧・教育要綱等に掲載し、全学生に対して公表し、
見える化を図った（H24～）。
・各学部は、3ポリシーに基づく教育の実現に向けて、教育プログラムや学修支援体制を整えることで効果的な教育を実
施した。
※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。
＜副専攻数・履修者数・認定者数＞
H27：GC副専攻：35名（うち11名修了仮認定済）
　　　CR副専攻：12名（うち10名修了仮認定済）
H28：GC副専攻：18名
　　　CR副専攻：8名（うち6名修了仮認定済）
H29：GC副専攻：34名
　　　CR副専攻：11名
※修了仮認定＝卒業と同時に修了となる

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・初年次教育ポリシーの策定と公表：実施済
・全学部の学生を対象とした副専攻コースの設置：実施
済
・カリキュラムポリシーの見える化：実施済
・「学修評価マップ」の作成：実施済

　
(補足)
・初年次教育ポリシーの策定と公表については、「初年
次教育改革実施プラン」を策定し、その中で教育の到達
目標について定め公表したことにより実施済と自己評価
した。

　GC副専攻、CR副専攻の取り組みは、大
学の目指す教育を実現するための取り組
みとして高く評価できると思います。各
学部、および全学としてどの程度の割合
の学生が副専攻を履修することを目指し
ているのですか。また、実施状況の評価
だけでなく、時期尚早かもしれませんが
副専攻教育の効果に対する現時点での評
価は行っているのですか。

　英語教育改革が行われているのは評価
されますが、例えば本中期計画期首と期
末における学生の英語力の差など、その
成果のフォローは行われていますか。

　両副専攻共に、開設３年を経たところ
であることから、30～40名程度の履修学
生での運営を想定している。また、それ
ぞれ課程修了時点において「成果発表
会」を実施し、受講者個人に係る成果検
証を行っている。

　英語教育改革については、平成31年度
実施に向け、クラス間でのテキストの共
通化など現在検討中である。新カリキュ
ラムでは、入学時点～2年後期終了までに
5回の統一試験を行い、各学生の学力進捗
状況を検証する予定としている。

3



（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

5

＜英語教育改革＞
・平成31年度実施に向けて、継続的に検討する
とともに、教員体制を整える。
＜教職課程再課程認定＞
・平成31年度教職課程再課程認定に向けて、必
要事項の対応を行う。
＜初年次教育＞
・初年次教育科目の全学的な質保証枠組みの
試行を実施する。
＜副専攻＞
・GC副専攻、およびCR副専攻の安定的な継続
運営のため、学習成果と各種課題を整理する。
＜ＡＰ事業＞
・ＡＰ事業のＯＣＵ指標について経済学部での試
行を開始する。
・各学部は、次のような初年次から卒業年次に
かけての効果的な教育を実施する。
【主な計画】
（商）
・平成30年度からの「公共経営学科」新設に向
けて、カリキュラムポリシー等を検討する。
（工）
・GC副専攻とCR副専攻の履修状況を調査し、必
要に応じ時間割編成等の履修環境を整備する。
（医）
・教務委員会、カリキュラム委員会が中心とな
り、医師を育成する上で、より効果的なカリキュ
ラムの改編を実施する。
・平成29年度より開始する新臨床実習（臓器別
ユニット制）について、定期的に検証を実施し、
質の向上を図る。
（看）
・医学科ー看護学科合同「チーム医療に関する
教育プログラム」として2科目を新設する。
まえた入学者選抜方法を検討する。

[年度計画の達成水準]
＜英語教育改革＞
・実施案の修正検討と、英語教育改革実施体制
の整備
＜教職課程再課程認定＞
・申請手続きの完了
＜初年次教育＞
・初年次教育科目の全学的な質保証枠組みの
試行を実施
＜副専攻＞
・ＧＣ副専攻・ＣＲ副専攻の継続運営と、副専攻
運営委員会等での課題整理と議論
・副専攻履修希望者向けガイダンス・成果発表
会等の副専攻運営にかかる各種催事の安定的
継続のための、組織・体制作りの検討
・副専攻プログラム継続評価実施
＜ＡＰ事業＞
・ＯＣＵ指標の経済学部での試行開始

【各学部による取組みの主な達成水準】
（商）
・平成30年度からの「公共経営学科」新設に向
けたカリキュラムポリシー等の検討
・プロゼミナールの開講（11クラス）、受講者数
（228名）
（工）
・GC副専攻とCR副専攻の履修状況を調査し、必
要に応じ時間割編成等の環境整備
（医）
・カリキュラム委員会開催（年2回以上）
（看）
・「チーム医療に関する2科目を含めた教育プロ
グラム」を開始

＜英語教育改革＞
・H31年度の実施に向け、全学教育改革ＷＧ「英語教育改革チーム」において全学部ヒアリングを実施した。実現に向け
た修正案の策定を行った。また、ネイティブ教員の取りまとめを行う特任教員の配置を行うとともに事務職員体制の強化
も実施した。
・英語教育改革案について、10月に審議承認（役員会、教育研究評議会）を行い、実施に向けた細部カリキュラム検討を
実施した。
・教務委員等を対象とした改革内容の説明会を実施した。また、ネイティブ教員を対象とした改革内容の説明会も実施し
た。
＜教職課程再課程認定＞
・今年度当初より教職課程委員会に小委員会を置き、担当教員を中心に検討を重ねている。
・名古屋大学で行われた説明会に参加した。
・教職課程再課程認定申請に向け必要な事項の検討を行い、文部科学省とも細部にわたり調整を行った上で、申請に
向けた業務を推進した（なお、文部科学省への申請は4月19日の予定）。
＜初年次教育＞
・初年次教育科目の全学的な質保証枠組みの試行を実施した。
・初年次教育科目を開講するにあたり、質保証のために必要な事項を明示したうえで取り組んでもらい、開講科目の結
果報告について、初年次教育運営委員会にて行い議論をした。
・大学教育研究センターは、初年次教育運営委員会と協力して、初年次教育科目の全学的質保証枠組みの試行結果を
共有することを狙った「第19回教育支援のためのFDワークショップ」を実施した。
＜副専攻＞
・引き続きGC・CR副専攻を運営した。
・GC・CR副専攻を運営している。
平成29年度ＧＣ副専攻登録者（34名）
平成29年度ＣＲ副専攻登録者（11名）
・今後の課題を整理した（現状の課題と今後持続的に実施するための課題の整理）。
・ＧＣ副専攻第二期生対象の必修科目、ＧＣ総合演習２を前期に予定通り開講し、後期にＧＣ総合演習３を予定通り開講
した。
・ＧＣ副専攻第三期生募集のガイダンス兼ＧＣ副専攻第二期生成果報告会を開催し、3日間で、１回生43名、ＧＣ副専攻
第二期生6名、教職員7名、計54名が参加した。
・ＧＣ副専攻第三期生を募集し、審査の結果34名の正式登録を認めた。彼らを対象として、ＧＣ副専攻第三期生対象の
必修科目、ＧＣ総合演習１を予定通り開講した。
・GC副専攻プログラム成果把握のためのデータを収集した(4月、カナダ・ビクトリア大学研修に参加したGC副専攻第二
期生を対象とし、帰国直後の英語運用能力の伸びを確認するためのVersantテスト実施)。
・ＧＣ副専攻専用カナダ・ビクトリア大学研修に参加する学生の審査を行い、24名に研修参加許可を与え、事前講習し語
学運用能力テストをしたうえで、研修を実施した。
・ＧＣ副専攻第三期生を主対象とし、ＧＣ副専攻第二期生が主運営を行うワークショップ兼成果発表会を行った(1回目：
11/8、参加者21名、2回目：1/17、参加者16名)。
・収集したデータの分析に着手し、途中経過を3月31日発行の報告書中にまとめた。
・ＣＲ副専攻では、H29年度地域実践演習4講座（前期2講座、後期2講座開講）を開講した（前期受講者数10名）。
・H29年度地域実践演習受講希望者用ガイダンスを開催した。（参加者数　4/4：学生11名、7/20：学生6名参加）
・H29年度アゴラセミナーIaを開講した（受講者数11名）。
・H29年度アゴラセミナーIIを開講した（受講者数7名）。受講者のうち6名は、9月末時点で所定の単位を修得していたた
め、CR副専攻仮認定を行った。
・後期授業期間終了後、H30年度アゴラセミナーIa/Ib受講希望者ガイダンス、および個別面談を実施した。
・後期成績確定後、H29年度アゴラセミナーII受講生のうち、1名のCR副専攻仮認定審査を行い、承認された。
・平成29年度終了時点における、地域志向教育の学生意識調査を実施し、事業最終報告書および学外フォーラムにて
まとめた。
・CR副専攻第0期生（H26年度入学生）に対し、CR副専攻修了審査を行い、9名の修了認定が承認された。
＜ＡＰ事業＞
・ＡＰ事業のＯＣＵ指標について，経済学部教授会で成果配分値を決定し、学生に通知した。
・昨年度までの成績をもとにした学修指導・相談に利用可能にした。
・全学共通科目について、成果配分値を決定した。

【各学部研究科による主な取組み実績】
（商）
・平成30年度から新学科「公共経営学科」を新設することとし、関係教員による公共経営学科WGを設置し、魅力ある新
学科とするためにカリキュラムポリシーの変更、カリキュラム、学生へのアピール方法などについて検討した。
・プロゼミナールを開講し、受講者数は230名であった。
（工）
・GC副専攻とCR副専攻の履修状況調査を元に、工学部教務委員会にて時間割編成等を協議した。
（医）
・M5学生のユニット型CC形式による新臨床実習を開始した。2ユニット終了時にカリキュラム委員会を開催し検証を実施
した（7月）。
（看）
・医学科ー看護学科合同「チーム医療に関する教育プログラム」として、H29年度入学生より、2年生対象の「チーム医療
Ⅰ」、4年生対象の「チーム医療Ⅱ」を新設した。H29年度は医学科と合同で試行講義を実施し、次年度からの本格授業
に向け準備した。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

＜達成水準に対する実績＞
＜英語教育改革＞
・実施案の修正検討と、英語教育改革実施体制の整備：
実施済
＜教職課程再課程認定＞
・申請手続きの完了：実施済
＜初年次教育＞
・初年次教育科目の全学的な質保証枠組みの試行を実
施：実施済
＜副専攻＞
・ＧＣ副専攻・ＣＲ副専攻の継続運営と、副専攻運営委員
会等での課題整理と議論：実施済
・副専攻履修希望者向けガイダンス・成果発表会等の副
専攻運営にかかる各種催事の安定的継続のための、組
織・体制作りの検討：実施済
・副専攻プログラム継続評価実施：実施済
＜ＡＰ事業＞
・ＯＣＵ指標の経済学部での試行開始：実施済

＜各学部研究科による主な実績＞
（商）
・平成30年度からの「公共経営学科」新設に向けたカリ
キュラムポリシー等の検討：実施済
・プロゼミナールの開講（11クラス）、受講者数（228名）：
100％（受講者数（230名）
（工）
・GC副専攻とCR副専攻の履修状況を調査し、必要に応
じ時間割編成等の環境整備：実施済
（医）
・カリキュラム委員会開催（年2回以上）：100％（2回）
（看）
・「チーム医療に関する2科目を含めた教育プログラム」
を開始：実施済

Ⅲ
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【若手研究者養成等】
大学院教育の環境整備として、学位取得後の
キャリアパス形成支援のため外部資金を活用し
た若手研究者の育成支援などの具体的支援を
図る。

[中期計画の達成水準]
・リサーチアドミニストレーター育成
文科省事業「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）」の採択を目指
す。
・研究者実習制度等の実施

・若手研究者に対して外部資金公募への申請支
援をおこなう。
・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発
事業」補助期間終了後も、引続きキャリアパス形
成のためのポストドクターへの支援を継続する。
・各研究科は、大学院教育の環境整備に努め、
若手研究者の育成支援を行う。

[年度計画の達成水準]
・若手研究者向け科研費公募説明会の開催（1
回）
・大学院共通教育科目「グローバル経営特論」
「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」お
よび「大学院キャリアデザイン実習」(新規開講)
の開講
・インタラクティブ・マッチングの開催
・長期インターンシップの実施

・「科研費改革・公募説明会（7/26、27）」を実施した。
・「平成30年度科研費説明会～科研費改革（研究種目の見直しの概要、審査システムの変更点等）について～（8/28）」
を実施した。
・「平成30年度採用分 日本学術振興会特別研究員の申請支援」及び、「平成29年度科学研究費補助金「研究活動ス
タート支援」の申請支援」として、外部資金獲得支援を実施した。
・「平成30年度科研費応募申請支援」実施した。
・ふるさと寄附金を財源とした「グローカル人材育成事業」として、若手研究奨励賞（5件）及び戦略的研究　若手研究（7
件）について研究費の助成を実施した。
・「平成30年度科研費応募申請支援」を実施した。
・外部資金申請個別相談及び個別支援(URAセンター)を実施した。
・「特別研究員公募説明会（3/27）」を開催した。
・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」補助期間終了後も大学院博士・修士人材やポストドクターへの
キャリア形成支援を継続するための運営委員会設置も行った。
・大学院共通教育科目の「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」および「大学院キャリアデザイン実習」(新規開
講)、「グローバル経営特論」を開講し、文科省補助事業期間終了後も大学院博士・修士人材やポストドクターへのキャリ
ア形成支援を継続した。
・兵庫県立大学及び大阪府立大学と合同で、インタラクティブ・マッチングを開催した。（12/8）
・長期インターンシップを、ポストドクター1名(3ヶ月)、後期博士課程院生1名(1年)、及び前期博士課程院生1名(3ヶ月)の
計3名について実施した。

・各研究科においても、大学院生を含む若手研究者を養成するために、研究活動に必要な資金や設備・施設、制度等を
充実させた。

※各研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・若手研究者向け科研費公募説明会の開催（1回）：
300％（3回）
・大学院共通教育科目「グローバル経営特論」「学問・大
学と社会―大学院キャリア形成論」および「大学院キャリ
アデザイン実習」(新規開講)の開講：実施済
・インタラクティブ・マッチングの開催：実施済
・長期インターンシップの実施：実施済

Ⅳ
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・リサーチアドミニストレーター育成、文科省事業「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）」については、同事業補助金に申請したが不採択（H24）になり、その後、
公募がなくなったため大学独自にURAセンターを設置し、ＵＲＡを育成した（H27～）。
・ＵＲＡセンター等による若手研究者の育成については、「日本学術振興会特別研究員申請支援」としての公募説明会の
実施（Ｈ28～）、科研費採択率向上に向けての申請支援等を実施した。
・外部資金を活用した若手研究者の育成支援については、様々な補助事業に申請し採択を受けたことで具体的な育成
を行った。
　　・「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に採択された（（文）Ｈ23・Ｈ24、（理）H26～H28）。
　　・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」に採択された（H24～H28）。
　　・文部科学省：博士課程リーディングプログラム「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム」に採択され
た（Ｈ25～）。
　　・ふるさと寄附金を財源として、優れた研究業績を上げた若手研究者を表彰することを目的に『「グローカル人材育成
事業」南部陽一郎記念若手奨励賞』を創設した（H29）。
・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」では、代表機関である本学と大阪府立大学、兵庫県立大学の公
立三大学において、高度な研究能力を持つポストドクターが「イノベーションへの志」を身に付けて産業界の多様な場で
活躍する流れを共同で創りだすことによって、地域貢献型高度人材養成の好循環を目指す取組を実施した。
・具体的には、大学院キャリア形成論や大学院キャリアデザイン実習のキャリア教育科目等の開講や企業との交流会の
実施、長期インターンシップ、コーディネーターによる相談等になる。
・その結果、事後評価においては、「三つの公立大学が密接な連携のもとに事業を進め、綿密に練られた意欲的な取組
を実施し、初期の目標を超える実績を上げたことは高い」との評価コメントとともに、すべての項目（実績等、システム構
築・運営、インターンシップ、意識改革、実施体制、今後の進め方）においてS評価を受けるとともに、総合評価でもＳ評
価を受けた。
・補助期間終了後（H29）も独自予算により、大学院博士・修士人材やポストドクターへのキャリア形成支援を継続した。
・特に授業科目については、大学院共通教育科目の「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」および「大学院キャリ
アデザイン実習」(新規開講)、「グローバル経営特論」とし、正規カリキュラム化を図った。
・文学研究科の博士課程修了者を対象に、大学教員養成プログラム（プレFD）の一環として文学部専門科目の一部授業
を非常勤講師として担当する「大学教育授業実習制度」を実施し、大学教員としてのキャリア形成を行うための基礎的ス
キルについて指導した。

・その他の研究科においても、大学院生を含む若手研究者を養成するために、研究活動に必要な資金や設備・施設、制
度等を充実させた。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

　平成29年度の自己評価IV、期間全体の
評価がIVとなっているが、その根拠は何
か。計画の達成水準を上回った内容につ
いて説明してください。

　外部資金獲得のための若手研究者支援
の成果を示してください。科研費など
は、中期計画期間中に採択件数及び金額
は増加したのですか。

　平成29年度については、補助事業終了
後の外部評価でＳ評価された「ポストド
クター・キャリア開発事業」の正規カリ
キュラム化を実現し、独自予算で継続的
に運営することができたことにより、自
己評価としてはⅣとした。

　若手研究者支援については、「ポスト
ドクター・キャリア開発事業」におい
て、その事後評価において、実績・シス
テム構築・運営などすべての項目でS評価
をいただいた。すべてＳ評価は全国で本
学のみである。
　補助事業終了後も、キャリア支援運営
委員会の立ち上げや大学院共通科目とし
てキャリア形成論を設置するなど、アフ
ターの取組みも充実させている。
　このように、中期計画期間を通して、
複数の外部資金を獲得し若手研究者を養
成することができ、補助期間終了後も独
自予算で事業を継続することができた。
さらには、ＵＲＡセンターを設置し、セ
ンターによるＵＲＡ人材養成や大学院教
員養成等のプログラムを実施し、人材育
成に努めてきた。
上記の取組みにより、総合的に判断して
自己評価をⅣとした。
　外部資金獲得向上に向けた一つの取組
として、申請支援制度を実施している。
申請件数、採択件数、金額については、
年度によっての増減はあるが増加傾向に
あり、若手育成に関しては一定の効果を
上げている。特に学振特別研究員の採択
率は第２期当初より改善した。その他、
若手研究者育成の補助金などの採択や事
後評価においてＳ評価を得るなどの成果
を上げた。

＜達成水準に対する実績＞
・リサーチアドミニストレーター育成：実施済
・文科省事業「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）」の採択を目指す。：方針変更
・研究者実習制度等の実施：実施済

(補足)
・一部計画を変更しましたが、計画の主旨を満たしている
と自己評価した。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【教育の評価】
各学部・研究科は大学教育研究センターとの連
携により、各部局・組織の特長・特性・実情を踏
まえた学生の学習成果・評価に関する研究を推
進し、教育評価のポリシーを定めて、教育評価
を実施する。

[中期計画の達成水準]
・各学部による評価ポリシーの策定、全学的教
育評価の実施
・グローバルスタンダードに対応した単位認定、
成績評価
・授業評価アンケートの実施、検証及び授業へ
の還元

・学士課程と大学院の全学に在学中の学生･院生と卒業生･修了生を対象として、学習成果や教育成果の評価のための
アンケート調査を実施し、アンケート結果の分析と共有（報告書の作成・配布、報告論文の公表、FD研究会や大学教育
研究セミナーでの発表、教育研究評議会での報告）を行った（H25～H27）。
・学士課程の上級生調査（H28）、教員に対する意識調査（H29）をそれぞれ実施した。
・全学教育改革WGにおいて、全学および各学位プログラムの教育評価の方針と計画を策定し、実施した（H29）。
・グローバルスタンダードに対応した単位認定、成績評価として、ＧＰＡによる成績評価を導入した（H25）。
・全学授業評価アンケートを試行実施した（Ｈ26～）。
・全学授業評価アンケートを本格的に実施するとともに、結果の公表（全学ホームページ及び全学ポータルへの掲載、
並びに、各キャンパスへの冊子の配架）及び各教員へのフィードバック（各研究科長に対する結果データの送付）を開始
した（H27）。
・従来までの期末アンケートに加え、中間アンケートを導入し、期中における授業改善の機会を設けた（H28）。
・全学授業評価アンケート、全学ＦＤ企画の実施等の取組みを通じ、各学部研究科において、厳正かつ適正な評価を実
施することができた。

・各学部研究科では、評価ポリシーやＧＰＡ、授業評価アンケート等の全学的な導入の決定に基づき、具体的に実施す
るとともに、各学部研究科の特徴に合わせた取組みを加えて教育の評価を実施した。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・各学部による評価ポリシーの策定、全学的教育評価の
実施：実施済
・グローバルスタンダードに対応した単位認定、成績評
価：実施済
・授業評価アンケートの実施、検証及び授業への還元：
実施済

・全学教育改革WGにおいて全学の3ポリシーに基づいた、全学の学修成果の評価ポリシーを策定した。
・全学部研究科において、平成29年度授業に対する全学授業評価アンケート（前期（中間・期末）、後期（中間・期末）を4
回実施した。
・上記アンケート結果について、全学ホームページ及び全学ポータルに掲載し、かつ、各キャンパスに冊子を配架するこ
とにより、公表した。
・各研究科長に対し、アンケート結果のデータを送付し、各教員へのフィードバックを行った。

・各学部研究科では全学授業評価アンケートを実施し、ＦＤ活動や学習研究環境の改善に役立てる。
【各学部研究科による主な取組み実績】
（法）
・全学授業評価アンケートを実施するとともに、各教員の判断により、独自の自由記述形式のアンケートも実施した。
・授業アンケートの回答に対する担当教員のコメントをまとめて専攻用の電子掲示板に掲示した。
・FD集会を開催し、授業アンケートや期末試験の結果などを踏まえて学修効果や評価について話し合った。

（大学教育研究センター）
・大学教育研究センターは、平成28年度に採択されたAP事業の計画に従い、本学の教育・学修成果の評価に資する教
員を対象とした教育・FDに関する意識調査を実施し、入力と集計を行った。また、学士課程上級生を対象とした学生調査
の分析結果を取りまとめ、報告書を発行した。
※GC副専攻、CR副専攻については、No5を参照。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・全学の学修成果の評価ポリシーの策定と評価の実施
検討：実施済
・全学部研究科における授業アンケート（中間・期末）の
実施：実施済
・全学部研究科における授業アンケート結果の公表：実
施済

＜各学部研究科による主な実績＞
（法）
・授業評価アンケート結果を踏まえたFD集会の開催：実
施済
（大学教育研究センター）
・教員への意識調査の実施：実施済
・学士課程上級生調査結果の分析：実施済
・GC副専攻、CR副専攻については項目No5を参照
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・教育推進本部は、全学の3ポリシーに基づい
た、全学の学修成果の評価ポリシーの策定とそ
れを用いた評価の実施に向けた検討を行う。
・全学的に授業アンケートを実施し、個々の授業
についてのアンケート結果の公表するとともに、
教員に対してフィードバックする。
・大学教育研究センターは、平成28年度に採択
されたAP事業の計画に従い、本学の教育・学修
成果の評価に資する教員を対象とした意識調査
の実施と学士課程上級生を対象とした学生調査
の分析を行う。
・GC副専攻、CR副専攻については項目No5を参
照

[年度計画の達成水準]
・全学の学修成果の評価ポリシーの策定と評価
の実施検討
・全学部研究科における授業アンケート（中間・
期末）の実施
・全学部研究科における授業アンケート結果の
公表

【各学部・研究科による取組みの主な達成水準】
（法）
・授業評価アンケート結果を踏まえたFD集会の
開催
（大学教育研究センター）
・教員への意識調査の実施
・学士課程上級生調査結果の分析
・GC副専攻、CR副専攻については項目No5を参
照

　ＦＤ研修会ではどのようなことが行わ
れているのかお示しください（例：模擬
授業、他の教員による授業参観など）。
　また研修会などへの教員の参加率はど
のようになっていますか。

　全学ＦＤ企画（大学教育研究センター
主催）では、多人数講演型のＦＤ研究会
やシンポジウム、少人数参加型のワーク
ショップやセミナー等の取組みを実施し
た。
　また、各学部研究科等でも、課題意識
を持ち相互授業見学や講演会、ワーク
ショップ等を実施した。
平成29年度のＦＤ企画（大学教育研究セ
ンター主催および各学部研究科等主催）
には、92.3％（対象教員総数725人中669
人）の教員が1回以上参加した。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

・アクティブラーニング施設及び有料会議室の利
用統計分析の結果に基づいた利用条件や手続
きの見直しを行うことで、利便性の向上を図る。
・資料が有効に活用されるような利用環境整備
を行う。
・利用者アンケートによる利用ニーズの把握と分
析を行いサービス向上の具体化を図る。

[年度計画の達成水準]
・アクティブラーニング施設及び有料会議室の利
用条件、手続き等の見直し
・経済研究所文庫資料の再配置
・新着雑誌展示の拡充
・書庫内製本和雑誌の重複廃棄
・医学分館内資料の配置変更及び重複資料廃
棄
・利用者アンケートの企画、実施、分析及びサー
ビス向上の改善案策定

・利用規程の改定等を行い見直しを実施した。
・アクティブラーニング施設及び有料会議室については、利用状況を確認し、一部利用条件等の見直しを行った。
・アカデミックコモンズには、3月にＯＣＵラーニングセンターの出張所の誘致を実現し、スペースの有効活用と学習支援
機能の強化を図った。
・医学分館では、4月より新たに「医療従事者利用制度」(有料・登録制）を開始し、大阪府内在住、在勤の医療関連資格
保有者へ利用拡大している。今年度、医療従事者利用制度を利用し13名が登録した。
・利用環境整備の一環として防犯カメラ設置・運用要綱を策定・公表した。
・経済研究所文庫資料の再配置作業は、幅広い層からの利用が見込まれる「社史・団体史」の約半分、及び資料的価値
の高い「笹倉資料」については学情センターへの移動を行い、利便性の向上を図った。
・新着雑誌展示については、展示スペースを確保し追加展示を行うべく棚割付作業に着手した。（90タイトルを選別）
・新着雑誌資料展示拡充については、70タイトル分の展示スペースを確保し、残りについても引き続き作業を行う。
・当初予定していた書庫内製本和雑誌の重複廃棄準備作業に代え、未製本雑誌の廃棄の前作業として他大学紀要の
保存期限の見直し対象421誌のリスト化作業を行った。
・他大学紀要のうち保存期限変更タイトルを確定し、保存期限の切れた未製本雑誌3,480冊の廃棄をした。
・医学分館の重複資料廃棄については、約3,800冊の重複資料を廃棄対象とし、データ処理・現物廃棄ともに終了した。
・医学分館内資料の配置変更は、利便性の向上と満配架の解消を目指した。今年度は、9F洋雑誌（約70,000冊）を8階
へ移動するとともに、8F洋雑誌（53,000冊）と一本化し、8F図書全てを9Fへ移動し、医学・看護系ほか全分野の図書を同
一フロアーで利用できるよう利便性を図った。また、重複資料廃棄によって生じた空スペースを利用して満配架である和
雑誌の再配架を次年度の予定とする。
・下半期に実施予定だった利用者アンケートについては実施を見送り、雑誌やデータベースの利用動向について教員を
中心にインタービューを実施し、喫緊の課題となっている学情センター提供データベースの見直しをするための情報収集
を開始した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・アクティブラーニング施設及び有料会議室の利用条
件、手続き等の見直し： 実施済
・経済研究所文庫資料の再配置：実施済
・新着雑誌展示の拡充： 実施済
・書庫内製本和雑誌の重複廃棄： 計画変更
・医学分館内資料の配置変更及び医学分館重複資料廃
棄：実施済
・利用者アンケートの企画、実施、分析及びサービス向
上の改善案策定： 計画変更

（補足）
・書庫内和雑誌の重複廃棄に代え、他大学紀要の保存
期限変更による未製本雑誌の廃棄を実施した。
・利用者アンケートの代わりに教員インタビュー（14名）を
実施した。

＜達成水準に対する実績＞
・電子ジャーナル等の充実：実施済
・開館日、開館時間の拡大：実施済
・学習用共用スペースの設置：実施済
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　・学術研究の基盤となる電子ジャーナルの充実を図るため、「今後の全学共通電子ジャーナルのあり方（最終提言）」
（H25）を策定した。以後、学情センター運営委員会等での検討を継続し、全学的な経費によるパッケージ購読を継続す
る（～H30）ことを決定した。
・価格高騰の新たな対応策として、タイトル購読から論文単位の利用への転換を模索するため、エルゼビア社の論文ご
との利用（トランザクション）の運用を開始した（H28～）。
・杉本キャンパスの学術情報総合センターでは、月1回の定例休館日を廃止し（H24～）、授業のある期間は必ず開館と
した。また、土曜日の情報教育PCルームを開室し、レポート作成等を可能とした。
・日曜日開館（10:00-17:00）、更に学生要望の強い土曜日の時間延長（10:00-19:00）を実施し、開館日・時間を大幅に拡
大した（H25～）。授業のある日の早朝開館（8:30開館）を実施し、授業前の来館・図書の貸出を可能とした（H26～）。
　・阿倍野キャンパスの医学分館は建物上の制約により、日曜開館はできないが、土曜日の時間延長（10:00-19:00）をし
ている（H25～）。
・学生の自律的学習の場として、杉本キャンパスの学術情報総合センター（H24～）、阿倍野キャンパスの医学分館（H26
～）にラーニングコモンズを設置した。更には杉本キャンパスの学術総合センターのラーニングコモンズの拡張とともに、
AV資料視聴ブース及び語学学習ブースを独立化し、より集中して学習できる環境を整備した（H27～）。
・教員や学生などの縦の知的交流を促進するためアカデミックコモンズを６階に開設した（H29～）。
・その他、学生図書委員や学生一般公募による選定図書を専用コーナーや選書ツアー、学生アンケートをすることにより
学生の視点を取り入れたり、屋上庭園や防犯カメラを設置することにより、利用者アメニティーの向上を図ることにより、
総合的な教育研究施設としての利便性を向上させた。

＜開館日＞
H23：267日　　H24：273日　　H25：314日
H26：319日　　H27：319日　　H28：319日
H29：314日

＜入館者数＞
H23：603,276人　　H24：637,221人　　H25：639,048人
H26：646,583人　　H27：552,015人　　H28：565,086人
H29：512, 003人

＜図書市民利用制度の登録者数＞
H23：2,496人　　H24：2,432人　　H25：2,435人
H26：2,389人　　H27：2,277人　　H28：2,193人
H29：2,037人

＜ラーニングコモンズ利用件数＞
H23：　-　　　　　   H24：45,750人　　H25：46,855人
H26：56,146人　　H27：54,919人　　H28：66,637人
H29：69,610人

＜機関リポジトリ登録数＞
H23：2,234件　　　H24：4,627件  　　H25：10,391件
H26：13,215件　　H27：14,736件　　H28：15,852件
H29：16,681件

【図書館機能の充実】
学術情報総合センターは、教育研究に必要な資
料の整備など学術情報機能を充実させるととも
に、総合的な教育研究施設としての利便性の向
上を図る。

[中期計画の達成水準]
・電子ジャーナル等の充実
・開館日、開館時間の拡大
・学習用共用スペースの設置

　利用者（学生を含む）アンケートにつ
いては、３年に１度実施している（前
回、平成26年度実施）。
平成29年度も実施に向けて検討を重ねた
が、アンケート内容等について抜本的な
見直しが必要だと判断し、平成29年度の
実施は見送った。
　一方、購入雑誌やデータベースの見直
しが喫緊の課題となっていたため、教員
インタビューを実施したが、その中で授
業での図書館や資料の利用についても合
わせて聴き取りを行っている。
　学生を中心に据えた利用者アンケート
は新たにワーキンググループを立ち上げ
平成30年度に実施する。

　実施予定だった利用者アンケートを教
員インタビューに代えた理由は何か。学
生からの意見聴取はできているのかに関
して示していただきたい。

Ⅲ
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【都市研究プラザ】
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。

[中期計画の達成水準]
・新学術領域等の新たな外部資金による研究拡
充
・サブセンターによる国際ネットワーク強化
・現場プラザによる市政課題共同研究等の充実
・都市研究の若手研究者の育成

・文科省「共同利用・共同研究拠点」に採択され（H28～）、「先端的都市研究拠点事業」を展開し共同研究事業を実施し
たことにより、外部資金により、アジアにおいて、都市発展の利益を享受できない脆弱な社会空間の拡大という新しい課
題を解決するための、「先端的アジア都市論」という多様な学問分野を統合した異分野融合型の新たな研究領域を拡充
した。
・国際ネットワークの強化に向けて、海外センター・オフィス（上海、ジョグジャカルタ、バンコク、香港、ソウル、台北、マニ
ラ）と国際シンポジウムやフォーラム、ワークショップ等を毎年を共催で実施した。
・各現場プラザ（西成、和泉、豊崎）において、地域と連携した共同事業を実施した。
・海外センター・オフィス、現場プラザを利用した国内外の自治体職員対象の研修を実施した。
・国際公募により優れた若手研究員を採用し共同研究に参画してもらい、実践力のある研究人材を育成し、その研究実
績をもとに大学など研究機関に人材を輩出した。 Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・新学術領域等の新たな外部資金による研究拡充：実施
済
・海外センター・オフィス（サブセンター）による国際ネット
ワーク強化：実施済
・現場プラザによる市政課題共同研究等の充実：実施済
・都市研究の若手研究者の育成：実施済

　特別研究員と公募型共同研究の数が達
成水準をかなり下回っているのは、厳選
したためであるという理由が述べられて
いますが、それぞれの応募状況（応募
数）など厳選の内容に関して説明してく
ださい。

特別研究員応募者数：11名
公募型共同研究応募件数：9件
　特別研究員、公募型共同研究ともに選
考委員会を設置しており、各評価項目に
ついて選考委員が採点を行い、その結果
について委員会で協議し、選考してい
る。特別研究員については口頭試問も
行っており、研究内容や業績についての
詳細を確認のうえ選考している。

･都市研究プラザは、文部科学省「特色ある共同
研究拠点の整備の推進事業～スタートアップ支
援～」補助金事業を継承し、若手研究者を育成
する。
・国内外の研究者を集めて、海外センター・オ
フィスや現場プラザを利用して国際シンポジウム
や研究会を開催する。

[年度計画の達成水準]
・特別研究員（若手）採用者数（10名以上）
・公募型共同研究の推進（10件以上）
・国際ジャーナルCCSの継続発行
・海外都市での国際シンポジウム開催

・特別研究員（若手）採用を6名採用した。
・公募型共同研究を5件採択した。
・国際ジャーナルCCSを継続して発行した。（投稿論文数：166本、掲載論文数：19本、インパクトファクター：SNIP0.8、
CITE SCORE0.7、SJR0.34）
・海外センター・オフィスの設置・運営で協力のある東アジア諸国の大学や研究機関と連携して第7回東アジア包摂都市
ネットワーク・ワークショップを開催し、都市比較研究及び自治体職員間の交流を推進した。ワークショップには、報告者
と参加者とを含めて100名程度の参加があった。
・海外センター・オフィスとの協働による海外都市での国際フォーラムを開催した。（参加者延210名程度）。
・3月台北で国際実践セミナーを開催した（参加者20名程度）。
・来年度に香港で開催する第8回東アジア包摂都市ネットワーク・ワークショップ準備のため１月に現地視察と関係者との
打合せを行った。
・3月から1年間ソウル研究院から1名研究員を受入れた。 Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・特別研究員（若手）採用者数（10名以上）：60%（6名採
用）
・公募型共同研究の推進（10件以上）：50%（5件採択）
・国際ジャーナルCCSの継続発行：実施済
・海外都市での国際シンポジウム開催：実施済

（補足）
・特別研究員（若手）採用者数、公募型共同研究の採択
数ともに厳選した。
・人数・件数は減少したものの優秀な若手を採用し、個
人研究 の遂行支援に加えて、共同研究への参画や合
評会等を通じて他分野の研究者との交流の機会を設け
て人材育成に取り組んだ。また、特に優れた共同研究に
対して支援し、研究成果を発信することにより他分野他
都市との連携を広げることに資することができた。
以上の成果により順調に進捗していると判断した。

【公開講座】
各部局で実施されている公開講座等の集約化
を図り、重複した講座の整理等を推進するととも
に、全学的な「(仮称)市民大学」として効果的な
情報発信を行う。

[中期計画の達成水準]
・公開講座の一元化、重複整理
・大学の方向性に沿った講座の再構築
・広報と連携した効果的発信
・各部局による公開講座等
・プログラムのカレンダー（前期・後期）の作成
・（仮称）市民大学の取組における公開講座の
一元化、重複整理

・大学の教育・研究活動等を通じた「資源」と「地域ニーズ」のマッチングを組織的に推進するため、地域連携センターを
開設した（H24～）。
・「市民大学構想検討委員会」を中心として、文化交流センター講座の整理を実施した。（H24）
・教員の研究成果を還元するための公開講座として、テーマの選定・講座企画を実施し、講座再構築を実施した（H24）。
・大学ＨＰを担当している広報室と公開講座専用ＨＰのデータ連携を検討し効率的かつ効果的な発信が可能となる仕組
みを構築した（Ｈ24～）。
・文学研究科の上方文化講座等や理学部植物園の各種イベント等の公開講座を各部局でも開催した。
・大学ＨＰだけでなく、各学部研究科等で運営しているＨＰでも、イベントや公開講座等についての情報を発信した。
・ＨＰにカレンダー機能を追加し、利用者にわかりやすくした（Ｈ24～）。
・文化交流センター講座のチラシを、前期・後期をまとめたパンフレットを発行した。
・大学における公開講座の事業集約に取組み、「大阪市立大学公開講座-open lectures」として再編した。

＜公開講座件数／受講者数＞
H23：  86講座／7,643人　H24：146講座／9,651人　H25：150講座／8,067人
H26：135講座／8,260人　H27：162講座／9,303人　H28：189講座／9,999人
H29：183講座／10,638人

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・公開講座の一元化、重複整理：実施済
・大学の方向性に沿った講座の再構築：実施済
・広報と連携した効果的発信：実施済
・各部局による公開講座等：実施済
・プログラムのカレンダー（前期・後期）の作成：実施済
・（仮称）市民大学の取組における公開講座の一元化、
重複整理：実施済

　公開講座の１講座当たり受講者数には
かなりバラツキがあるが、これについて
の見解をお示しください。少人数の講座
も続けていくというのでしょうか。

・全学HP上に設置している「大阪市立大学公開
講座システム―Open Lectures―」により、全学
的な公開講座情報等を集約し発信するととも
に、地域連携センターHP等を利用し効果的に周
知することで、受講者数を確保する。

[年度計画の達成水準]
・「大阪市立大学公開講座―Open Lectures―」
受講者確保（公開講座件数／受講者数：130講
座／8,000人）

・全学ホームページ上で情報を集約し「大阪市立大学公開講座-Open lectures」で効果的に発信・周知した。
・公開講座を183講座開催し、10,638人の参加者を集めた。
　　・市民医学講座　10講座　1,189人
　　・文化交流センター講座　72講座　3,847人
　　・高校生を対象とした先端科学研修　3講座　225人
　　・市大授業　9講座　1,119人
　　・大阪落語への招待　14講座　1,339人
　　・近鉄文化サロン共催講座　43講座　729人
　　・朝日カルチャーセンター共催講座 11講座　400人
　　・MedCity21医学講座　5講座　214人
　　・大阪中学生サマー・セミナー　4講座　108人
　　・大阪港開港150年記念講座　1講座　205人
　　・リビング子ども科学大学　1講座　36人
　　・第14回三大学連携事業　1講座571人
　　・博学連携共催講座　2講座458人
　　・ミュージアム連続講座　6講座91人
　　・地域連携発表会　1講座107人

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・「大阪市立大学公開講座―Open Lectures―」受講者
確保（公開講座件数／受講者数：130講座／8,000人）：
公開講座件数／受講者数：141％（183講座）／133％
（10,638人）

29

40

　小中学生向け講座等は実験・実習を行
うことが多く、受け入れ可能な人数が限
られており、申込者数多数の場合は抽選
で対応している。
　一般向けで開催している中で受講者数
に偏りがあるものについては、第三期中
期計画期間内で受講者ニーズを調査・分
析しながら改善を進める予定にしてい
る。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

＜達成水準に対する実績＞
・戦略的な広報活動の年間計画を策定：実施済
・学長、研究科長記者懇談会の定期実施：実施済
・情報媒体の効果的な発信（各種、紙媒体の集約発行
等)：実施済

　年度評価は６年ともにⅢなのに対し
て、中期計画評価はIVとしていることに
ついて、判断根拠の明示及び補足説明を
お願いします。

・月次情報収集のしくみを定着・発展させ、強固
な学内情報収集・発信体制を構築する。
・研究広報強化のための戦略検討を行う。
・記者懇談会のより効果的な開催スタイルにつ
いて検討・実践を行い、効果を検証する。
・本学ブランドグッズの企画制作を関連部署と協
力して進め、オリジナルグッズの商品化に取り組
む。

[年度計画の達成水準]
・学内情報収集・発信体制の構築
・研究広報強化に関する検討会を実施
・新スタイルの記者懇談会を実施
・本学オリジナルグッズの新製品の発売開始

・学長や新役員に対して、学長Facebook掲載や各種取材サポートを継続実施している。
・学長記者懇談会を企画し、2回実施した。
・広報誌Vol.24, 26の発行を実施し、Webサイト、ＳＮＳの安定運営とタイムリーな発信を継続している。
・研究広報に関する勉強会や講演会に職員を派遣し、得た情報や知見を共有している。
・研究IRに関する打ち合わせを関連部門と実施した。
・研究者に向けて論文掲載時のプレスリリース対応説明を継続実施した。
・研究広報の充実をめざし、公式ウェブサイトに研究広報をアピールするコーナーの設置、教授会における論文掲載時
のプレスリリース対応説明などを実施、扱い件数増となっている。
・新たな試みである医学部記者勉強会を企画し、2回実施した。
・本学オリジナルグッズの紹介企画、プレスリリース、販売を開始した。
・ステートメントビジュアルの策定と使用を開始した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・学内情報収集・発信体制の構築：実施済
・研究広報強化に関する検討会を実施：実施済
・新スタイルの記者懇談会を実施：実施済
・本学オリジナルグッズの新製品の発売開始：実施済

Ⅳ

・各部局からの情報収集の仕組みや情報発信のノウハウ共有など有機的な連携が著しく進み（～Ｈ27）、年間計画を立
て、目標や重点広報テーマを定めた戦略的活動ができるようになった（Ｈ28～）。
・他大学の戦略的な広報の取組みを調査したことにより、新たな視点やノウハウを獲得することができ、広報戦略の立案
に役立てた。
・広報戦略としては、情報発信の数量目標の設置と達成努力を行うステージから、量だけではなく質を高めて効果的なタ
イミングで発信する方向へと移行した（Ｈ29）。また発信ばかりではなく、インナーブランディングや広聴の機能をより高め
る方向にも取組みを拡大させ、年間広報活動計画の中に位置づけて着実な進捗をはかった（Ｈ29）。
・学長、研究科長記者懇談会については、年間２回の学長記者懇談会に加え、研究科ごとやテーマごとの記者懇談会・
勉強会も実施し、メディアから多くの関心を得た。
・ターゲットを意識した広報誌を定期的に発行することで、情報を効果的に発信した。また、新学長就任時等にはイレ
ギュラーで増刊号を発行し、積極的な情報配信に努めた。
・その他にも、リーフレット、マップ付きクリアフォルダー、植物マップや各種チラシなど、用途に応じた仕様の制作物をタ
イムリーに作ることで、本学や本学のイベント等の魅力を高めることに貢献した。
・広報の様々な取組については、外国メディアを招いて関西エリアで実施されたプレスツアーでも紹介され、外国メディア
でも紹介された（H26)。

＜プレスリリース件数＞
H24：86件　H25：80件　H26：97件　H27：116件 H28：127件
H29：142件

＜学長記者懇談会/特定学部記者勉強会＞
H24：2回　H25：1回　H26：2回　　H27：3回　H28：3回　H29：4回
※平成26年度は新大学推進会議後の学長による記者レクを含めると4回開催。

＜広報誌の発行＞
H24：2回  H25：2回　H26：3回　H27：3回(日本語版3, 英語版2) H28：4回(日本語版3, 英語版3) 　H29：5回（日本語3回,
英語2回）

＜記事掲載件数＞
H22：81件　H23：322件　H24：347件  H25：374件　H26：681件
　
＜ＴＶ等放映＋記事掲載数（うち記事掲載件数）＞
H27：1,408件（1111件）  H28：1,178件（894件）　H29：1223件（925件）

78

【広報戦略】
広報戦略会議を中核として、より効果的に情報
発信するための仕組みを構築する。学長記者懇
談会をはじめ、様々な形でメディアへの情報発
信を行う。

[中期計画の達成水準]
・戦略的な広報活動の年間計画を策定
・学長、研究科長記者懇談会の定期実施
・情報媒体の効果的な発信（各種、紙媒体の集
約発行等)

　広報誌については、発行回数を増やし
ただけでなく、英語版も発行した。
　また、各種取組み（効果的なタイミン
グでの広報発信等）や積極的な広報活動
により、ＴＶや記事といったメディア掲
載回数を劇的に増加させることができ
た。
　学長記者懇談会の定期的な開催や新た
に医学部記者勉強会も開催した。
上記の取組みにより、総合的に判断して
評価をⅣとした。

9



（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【コンプライアンスの徹底、公益通報】
社会的信頼性と業務遂行の公平性を維持する
ため、継続的に厳格な内部監査の実施や公益
通報制度の実施、国際安全保障輸出管理を徹
底する体制の整備・運用を図る。

[中期計画の達成水準]
・公益通報制度の実施
・国際安全保障体制の整備、運用
・安全保障貿易管理規程の施行と体制の確立
・意識高揚のための勉強会の継続実施

・公益通報制度については、学外及び学内の計2か所に内部通報受付窓口を設置し、内部通報制度として導入した
（H25～）。
・国際安全保障体制の整備、運用については、安全保障貿易輸出管理担当者を雇用し、学内の体制強化を図った
（H29）。
・安全保障貿易管理規程を施行し（Ｈ24～）、本学ホームページに該非判定ルールを掲載した。
・本学における公的研究費の管理及び研究倫理に関する規程を制定し（H27～）、研究院ごとにコンプライアンス推進責
任者および研究倫理教育責任者を設置した。（コンプライアンス推進責任者：研究院長、研究倫理教育責任者：研究院
長が指名する者）
・研究不正防止策推進ワーキングを開催した（H28）。
・研究倫理教育およびコンプライアンス教育の受講対象者を明確化するため策定した運用基準に基づき、年1回、各研
究院において両教育の受講対象者を見直し、未受講者がないよう徹底した。
・教職員の意識を高めるよう定期的に安全保障貿易管理の勉強会を学内で実施した。
・利益相反マネジメントの学内セミナーを開催した（H28）。
・大学の管理体制の法令知識の習得やコンプライアンス・リスク管理部門での情報問題を供するため、学外における安
全保障輸出管理・利益相反のセミナーへの参加や横浜市立大学・名古屋市立大学との３大学産学連携WGを毎年定期
的に開催している（H26～）。
・法令等を遵守しつつ業務を行い、教育・研究・社会貢献の使命を有効かつ効率的に果たすとともに、健全で適正な大
学運営及び大阪市立大学の社会的信頼を維持することを目的として、「公立大学法人大阪市立大学における適正な業
務の確保に関する規程」を定めた。また、規程の周知と実質的な運用に向けて、外部から講師を招いて研修会を実施し
た。

＜安全保障貿易管理勉強会の参加者数＞
H24：15名　　　H25：15名　H26：未実施
H27：未実施　 H28：21名　H29：40名

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・公益通報制度の実施：実施済
・国際安全保障体制の整備、
運用：実施済
・安全保障貿易管理規程の施行と体制の確立：実施済
・意識高揚のための勉強会の継続実施：実施済

　利益相反セミナーが開催されなかった
経緯について説明して下さい。

　利益相反マネジメント委員会と事務担
当者で、セミナー企画について検討を重
ねたが、内容に見合う講師の手配等が難
しく、年度内に実施することができな
かった。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・リスクの識別及び評価に基づく監査の実施：実施済
・フォローアップによる改善状況の継続確認：実施済
・外部資金大型プログラムの監査実施件数（1件以上）：
実施済
・研究不正防止策推進ワーキングの開催：実施済
・各研究院で実施されているコンプライアンス教育及び
研究倫理教育の受講状況の確認（年1回）：100％（1回）
・公立大学３校でリスク管理ＷＧの実施（年間2回）：
100％（2回）
・安全保障輸出貿易管理セミナーの開催：実施済
・利益相反セミナーの開催：未実施

（補足）
・利益相反マネジメント委員会は開催したが、内容の検
討、講師の手配等の関係で次年度に向けて準備するこ
ととした。

・引き続きリスクベースの監査を実施する。ま
た、外部資金について、監査対象抽出にあた
り、リスクベースの観点から大型プログラムを対
象とする。
・研究不正防止策推進ワーキンググループを開
催し、研究不正の防止に取り組む。
・各研究院で実施されているコンプライアンス教
育及び研究倫理教育の実施状況を確認する。
・公立大学３校のコンプライアンス・リスク管理部
門で、連携と情報共有に関する課題を共有す
る。
・教職員向けに安全保障輸出貿易管理及び利
益相反に関する勉強会を通じて、啓発活動を行
う。

[年度計画の達成水準]
・リスクの識別及び評価に基づく監査の実施
・フォローアップによる改善状況の継続確認
・外部資金大型プログラムの監査実施件数（1件
以上）
・研究不正防止策推進ワーキングの開催
・各研究院で実施されているコンプライアンス教
育及び研究倫理教育の受講状況の確認（年1
回）
・公立大学３校でリスク管理ＷＧの実施（年間2
回）
・安全保障輸出貿易管理セミナーの開催
・利益相反セミナーの開催

82

＜監査について＞
・4月に監査計画書を策定した。
・5月～9月に「研究期間における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）（平成19年2月15日・文部科学大臣
決定、平成26年2月18日改正）等に基づき科研費等の監査を実施した。
・10月に科研費等監査報告を実施した。
・11月に日本学術振興会科学研究費助成事業実地検査に係る対応状況のフォローアップを実施した。
・11月～12月に民間との共同研究に係る業務・会計監査を実施した。
・30年1月に医学部附属病院駐車場収入に係る会計監査を実施した。
・30年2月に業務・会計監査報告及び会計監査報告を実施した。
＜研究不正防止等について＞
・8月に研究不正防止策推進ワーキングを開催した。
＜コンプライアンス教育等について＞
・4月　ポータルサイトにおけるコンプライアンス教育e-learning教材を更新した。
・7月　ポータルサイトにおける研究倫理教育のテキスト・教材を更新した。
・8、9月　研究倫理教育及びコンプライアンス教育の受講状況確認を実施した。
・各研究院で実施されているコンプライアンス教育及び研究倫理教育の受講状況を確認依頼した。
＜リスク管理等について＞
・公立大学３大学（大阪市立大学、名古屋市立大学、横浜市立大学）での学連携WGを9月に本学にて開催した。
・安全保障輸出貿易管理については、5月より専任アドバイザーを１名、週２日勤務で雇用開始した。また、7月・9月に経
産省主催のセミナーに参加、管理体制の法令知識を得た。
・公立大学３大学（大阪市立大学・大阪府立大学・兵庫県立大学）での産学連携WGとして、メールにて資料交換を行っ
た。
・理学研究科教授会における安全保障輸出貿易管理についてのセミナーを開催した。
・法令等を遵守しつつ業務を行い、教育・研究・社会貢献の使命を有効かつ効率的に果たすとともに、健全で適正な大
学運営及び大阪市立大学の社会的信頼を維持することを目的として、「公立大学法人大阪市立大学における適正な業
務の確保に関する規程」を定めた。また、規程の周知と実質的な運用に向けて、外部から講師を招いて研修会を実施し
た。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【耐震化の推進】
安全な教育研究活動の維持や、地域施設として
の役割を確保するために平成２７年度を目途に
計画的に大学施設の耐震改修を実施する。

[中期計画の達成水準]
・耐震化の計画的推進(H27年度耐震化率
100％)

・安全な教育研究活動の維持や、地域施設としての役割を確保するための耐震化計画を策定した。
・工事については、大学運営に支障をきたすことのない様に、移転先の確保や耐震手法、スケジュールを細かく調整し見
直すことにより推進してきた。
・東日本大震災等の震災復興需要に加え、2020年の東京五輪開催に向けた建設需要の高まりにより、建設技能労働者
の人手不足、建築資材の高騰で公共事業の入札が全国的に不調となっている。本学が実施する事業の入札についても
同様のことが何度もあり、工学部D棟1期の移転に伴う設計業務の入札も不調となった（H29）。
・工学部Ｄ棟の供用が停止できないため、耐震化の完成は次年度（H30）に延期された。

＜耐震化率（％／案件）＞
H23:73.7％（42／57）
H24:79.7％（47／59）
H25:83.6％（51／61）
H26:86.9％（53／61）
H27:93.4％（57／61）
H28:95.1％（58／61）
H28:98.4％（60／61）

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・耐震化の計画的推進(H27年度耐震化率100％)：実施
済

(補足)
・大学の運営に支障をきたさない工事スケジュールへの
変更と全国的な公共事業の入札不調の影響を受け、耐
震化率98.4％（60/61）となったが、実質的に達成したと
自己評価した。

・耐震化計画の一環として工学部Ｄ棟2期及び工
学部Ｅ棟の耐震改修工事を実施し、学舎として
使用している施設の耐震化完了予定。

[年度計画の達成水準]
・耐震化率（100％）（60件/60件）

・工学部D棟1期の移転に伴う設計業務の入札が不調となり、工事が30年度に延期することとなった。
・これにより、29年度中に供用停止ができないため、耐震化の対象となる建物数は61棟となった。
・工学部D棟2期・E棟耐震補強工事契約を着工し完了した。

※工事中、大学運営に支障をきたさない移転先の確保や今後の施設の在り方を踏まえた耐震手法の見直しによるスケ
ジュール変更している。 Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・耐震化率（100％）（60件/60件）：（98.4％）（60件/61件）

（補足）
・工学部D棟1期の移転に伴う設計業務の入札が不調と
なり、工事が30年度に延期することとなった。
これにより、29年度中に供用停止ができないため、耐震
化の対象となる建物数は61棟となった。

【防災対策の充実】
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。

[中期計画の達成水準]
・自衛消防隊の再編
・災害対策本部の業務分担見直し
・災害シュミレーション訓練の実施など防災訓練
の充実

・自衛消防隊については、学内組織の再編に合わせて、毎年実施している。
・災害本部の業務分担を見直し（H24～H27）、災害対策本部マニュアル（H25～）、災害対策マニュアルの改訂に合わせ
て学内に周知した。
・防災訓練については、学生・教職員の防災意識が醸成され、毎年約4,000名が参加している（Ｈ24～）。
・住吉区役所や地域町会と連携した訓練の実施や大阪880万人訓練、住吉区の災害時避難所開設訓練に参加するな
ど、地域の防災拠点としての役割を担うべく、多角的に訓練を実施した。
・基礎的な災害シュミレーション訓練を実施した（H24）。
・その他にも、緊急時一斉放送設備の導入（H24）、災害用の井戸採掘（H24）、学生・教職員の安否確認システムの導入
（H26～）や防災マニュアルの作成、防災パネル展示、防災管理点検等の取組みを実施した。

＜防災訓練参加者数＞
H23：約4,000名　　H24：約4,000名　　H25：約4,000名　　H26：約4,000名
H27：約4,000名　　H28：約4,000名　　H29：約4,000名

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・自衛消防隊の再編：実施済
・災害対策本部の業務分担見直し：実施済
・災害シュミレーション訓練の実施など防災訓練の充実：
実施済

・引き続き杉本キャンパス全学レベルの防火防
災総合訓練を実施する。
・課題点を明確にした災害対策本部訓練を実施
し、災害対策本部体制の充実を図る。
・本学の防災体制における学生との連携強化を
図る。
・災害時における化学物質の安全管理の方法に
ついて、検討結果をとりまとめ学内への周知を
行う。
・管理課施設整備担当と連携し、計画的に大学
施設の安全性を高める方策を検討する。

[年度計画の達成水準]
・防火・防災総合訓練の実施（学生および教職
員参加者数4,000人）
・各班の任務に特化した災害対策本部訓練の実
施
・化学物質等の災害対応方法に関する学内周
知の実施
・計画的に大学施設の安全性を高める方策の検
討

・5月末に防火防災総合訓練を実施し、大規模地震と火災を想定した4,000人規模の訓練を実施した。
・今年の訓練においては、各地区隊における「避難完了の確認」をテーマとして設定し、課題を意識した内容で訓練を
行った。
・災害対策本部訓練の一環として、1月に住吉区社会福祉協議会より講師を招き、ボランティア班（学生支援課）を対象
に災害ボランティアセンターについての講習を実施し、本学でのボランティアセンター設置・運営について検討した。
・災害時における化学物質の安全管理について「実験室における災害対策マニュアル」を作成し、化学物質取扱者教育
訓練にて配布と説明を行った。
・防災面で改善が求められる施設等について、管理課との調整作業を継続して行った。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・防火・防災総合訓練の実施（学生および教職員参加者
数4,000人）：実施済
・各班の任務に特化した災害対策本部訓練の実施：実
施済
・化学物質等の災害対応方法に関する学内周知の実
施：実施済
・計画的に大学施設の安全性を高める方策の検討：実
施済
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　防災訓練については、教職員だけでな
く多数の学生も参加し、毎年４千人規模
で継続実施したことに加え、内容につい
ても、毎年、参加者の意見を反映し改良
を加え続けている。
その他、防災井戸の設置（H24）、学生・
教職員安否確認システムの導入（H26）、
防災マニュアルの作成、防災パネル展示
等のハード・ソフトの取組みを順次進め
てきた。
　さらに、区の災害訓練が行われる際に
地域町会と連携して参加し、地域の防災
拠点としての役割を担っている。
上記の取組みにより、総合的に判断して
自己評価をⅣとした。

　化学物質取扱者以外への周知は行って
いないが、災害発生時には、専門的な知
識を有する危険物取扱教員及び研究支援
課技術職員が対応にあたることとなって
いる。
　また、関係諸機関等への対応が必要な
場合は、当該部署が前記の教職員と連携
して対応する。

　平成25年度を除き各年度の評価はⅢで
すが、中期目標期間の評価はⅣとされて
います。中期目標期間として、どのよう
な点を特に評価されたのかお示し下さ
い。

　平成29年度の取組実績に「災害時にお
ける化学物質の安全管理について「実験
室における災害対策マニュアル」を作成
し、化学物質取扱者教育訓練にて配布と
説明を行った」とされています。災害時
に、取扱者の対応は重要ですが、行政等
との連携や公報対応等は取扱者のみでは
ないと思いますし、学生や職員が管理さ
れていつ化学物質が災害時にどのような
リスクがあるものかを知っておくことも
有用と考えます。仮に拡散しても特に危
険な化学物質がなければ結構ですが、化
学物質取扱者以外への周知状況等を教え
てください。

　設計業務の入札が不調に終わったとの
ことだが、その理由についてお示しくだ
さい。

　入札参加業者の全てが予定価格を超過
することとなった。この理由は、難易度
の高い内容であり業務期間が短かったか
らと推測している。
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（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【卒業留学生組織】
卒業後も本学との交流を継続して行うことで優
秀な留学生の獲得を推進するとともに、国際的
に本学や大阪・関西圏への支援強化を図るた
め、卒業留学生のネットワーク体制を構築する。

[中期計画の達成水準]
・上海を拠点とした中国人卒業留学生のネット
ワーク化

・大阪市上海事務所、大阪市政策企画室、大阪国際経済振興センター（IBPC）等と協議し、大阪市上海事務所に本学上
海リエゾンを設置した。
・上海リエゾンには現地職員を配置し、新規同窓会員の開拓、同窓会活動の支援を行い、卒業留学生（約120名）と上海
在住の一般卒業学生（約60名）により構成されるネットワーク体制を構築した。
・「国際交流アドバイザー」制度を創設し、中国・上海、タイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタ在住の本学卒業生を国際
交流アドバイザーに各地域ごとに選任し、協力体制の構築を図るとともに、各地域にホームカミングデー（同窓会）の開
催など協力体制の構築を図った。
・チュラロンコン大学内にタイ拠点（OCUバンコクオフィス）を設置し、ホームページの開設や関係機関への情報提供を
行った。
・卒業留学生のネットワーク体制が構築されたことにより、中国・上海における就業体験の実施、東アジア都市対話
フォーラムの開催、上海市教育委員会からの招待を受けて中国国際工業博覧会への出展、日中友好交流記念の学術
交流会の開催（大阪府立大学と共同）や優秀な外国人留学生が獲得できた。

＜年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数）＞
H23：348人　　H24：343人　　H25：359人
H26：425人　　H27：434人　　H28：437人
Ｈ29：404人

Ⅳ

＜達成水準に対する実績＞
・上海を拠点とした中国人卒業留学生のネットワーク化：
実施済

・国際情勢を考慮しつつ、上海、バンコク、ジャカ
ルタをはじめ海外での同窓会組織の活動を支援
する。

[年度計画の達成水準]
・上海等の海外同窓会組織の活動支援

・大阪市上海事務所内に配置した専任スタッフが、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
行った。
・中国・上海、タイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタでの活動について、本学卒業生の国際交流アドバイザーから、適
宜アドバイスを受けた。
・「就業体験＆企業訪問in上海」を、現地卒業生や同窓会の協力を得て実施した。
・チュラロンコン大学内に設置したタイ拠点（OCUバンコクオフィス）を活用し、ホームページの更新や関係機関への情報
提供を行うとともに、ホームカミングデーを開催した。
・現地在住の卒業生である国際交流アドバイザーと連携をして、タイ・バンコクおよびインドネシア・ジャカルタでの卒業生
組織の活性化を支援した。
・中国・上海、インドネシア・ジャカルタの他、新たに台湾・台北においても、ホームカミングデー（同窓会）を開催した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・上海等の海外同窓会組織の活動支援：実施済

89

　各年度の評価はⅢですが、中期目標期
間の評価はⅣとされています。中期目標
期間として、どのような点を特に評価さ
れたのかお示しください。
　また、中期計画取組実績の5項目目に
「・・優秀な外国人留学生を獲得でき
た」とありますが、卒業留学生のネット
ワーク化との具体的な関連及び実績を教
えて下さい。

　中期計画の達成水準を「上海を拠点と
した中国人卒業留学生のネットワーク
化」としていたが、中国（上海）だけで
なくタイ（バンコク）、インドネシア
（ジャカルタ）にもネットワークの拠点
を設置し、地域ごとに国際交流アドバイ
ザーを選任しネットワーク化を図ること
ができたことにより、総合的に判断して
自己評価をⅣとした。

　中国・東南アジアの重要拠点として、
上海（大阪市事務所内）とバンコク
（チュラロンコン大学内）では現地係員
を配置し、進学説明会への参加や現地で
のネットワーク構築等の業務を遂行して
いる。同時にジャカルタも含めた重要地
域に、現地同窓会組織や国際交流アドバ
イザーと連携し、本学から学長・副学長
などによるトップセールス・ミッション
を派遣し、各地でのホームカミングデー
開催や現地留学フェアに出展すること
で、プロモーションを実施した。英語や
現地語でのＰＲツール制作や、サイト更
新も行っている。
　その結果、本学への留学生として必要
な学力を有すると思われる学生を中期計
画開始時比120％獲得した。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【入学者選抜】
入学者追跡調査の分析活用等により、アドミッ
ションポリシーに基づいた入学者選抜が有効に
機能しているかどうかを常に点検し、選抜方法の
改善を図る。

[中期計画の達成水準]
・入学者追跡調査を分析し結果を学内周知
・各学部における継続的な入試制度の検証と改
善
・推薦入試の活用等による選抜方法の改善
・学部一般入試(前期・後期)の入学手続率を95%
以上とし維持し続ける。(H21-90.2%、H22-93.4%、
H23-94.5%)
・データの収集と蓄積および分析

・入試データ（H24～H29）および成績データ（H23～H28）を収集・蓄積し、入学者の追跡調査を分析した結果を教育研究評
議会において報告し、学内へ周知した（H24,H27）。
・入学者追跡調査データベースのシステムを更新した。（H29）
・現状の入学者選抜とアドミッション・ポリシーとの整合性について点検と可視化（学部）に取組んだ。
・初年次の学業不振者（GPA1.0未満）の発生率の推移から、本学の入学者選抜はその選抜機能をおおむね維持している
と判断できた（H24,H27）。
・入試に関して、全学的視点で戦略的かつ迅速に取り組む組織として、入試推進本部と入試センターを設置した（H28～）。
・各学部・研究科では入試制度を継続的に検証し、志願者の本学での就学意欲を重視した推薦入試の実施（看・生）や国
際バカロレア入試（文・生）、外国政府推薦入試（経・理・生）、医学科の推薦入試、AO入試（H31年度入試～）等を導入する
こととした。
・本学について理解を深め、センター試験の結果から納得して志願できるよう高校や会場で行う進学ガイダンスやオープン
キャンパス等における本学理解の促進とアドミッション・ポリシーの見直し、３ポリシーの募集要項等に記載することで、学
部一般入試(前期・後期)の入学手続率を95%以上に維持した。

・各学部研究科は、アドミッションポリシーに基づく入学者選抜方法が有効に機能しているかを点検し、必要に応じて入学
者選抜方法を改善した。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

＜学部一般入試（前期・後期）の入学手続率＞
H23：94.5%　　　　　　　　 H24：97.9％（93.0％）　　H25：97.1％（92.2％）
H26：97.7％（92.8％）　　H27：98.5％（93.6％）　　H28：99.5％（94.5％）
H29：98.4％（93.5％）　　H30：98.6％(93.7％)

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・入学者追跡調査を分析し結果を学内周知：実施済
・各学部における継続的な入試制度の検証と改善：実施
済
・推薦入試の活用等による選抜方法の改善：実施済
・学部一般入試(前期・後期)の入学手続率を95%以上とし
維持し続ける。：実施済
・データの収集と蓄積および分析：実施済

・平成29年度公表の「大学入学希望者学力評価
テスト（仮称）の実施方針」と「大学入学者選抜実
施要項の見直しに係る予告」を踏まえ、本学の選
抜が有効に機能する入試方法を構築する。
・入学者追跡調査データベースのシステムを更新
する。
・入学者追跡調査委員会は入試データおよび成
績データの集積を継続する。
・３ポリシーに基づき、学部研究科の特色を踏ま
えた入学者選抜方法を検討する。

[年度計画の達成水準]
・入学手続き率（95％）
・新テストに対応した多面的・総合的な入試方法
原案の作成
・入試データベースおよび成績データベースのシ
ステムの更新
・入試データ及び成績データの収集・蓄積
・各学部・研究科は、大学及び学部・研究科の３
ポリシーに基づき、学部・研究科の特色を踏まえ
た入学者選抜方法の検討

・平成30年度の入学手続き率は93.7％だった。
　　平成30年度入試結果＜学部一般入試＞
　　志願者数：6,159人
　　合格者数：1,539人
　　入学手続者数：1,442人
・多面的、総合的な入学者選抜方法を構築する為に、高大接続改革実行プランに対応した取組課題の整理及び今後の工
程について、入試改革ワーキングで協議検討を行い、入試推進本部会議、入試実施委員会を通じ、各学部・学科にて現入
試制度の可視化・検証を進め、新入試制度に対する本学の基本方針を決定した。
・入試センターにおいて、平成29年度入学者選抜の動向分析を行い、教育研究評議会等にて報告した。
・入学者追跡調査データベースのシステムのハードウエアの更新を行い、ソフトウエアを更新した。
・平成29年度入試データおよび平成28年度成績データをデータベースへ蓄積した。

・各学部・研究科は、大学及び学部・研究科の３ポリシーに基づき、学部・研究科の特色を踏まえた入学者選抜方法を検討
した。

※各学部・研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。 Ⅲ

＜年度計画の達成水準に対する実績＞
・入学手続き率（95％）：98.6％(93.7％)
・新テストに対応した多面的・総合的な入試方法原案の
作成：実施済
・入試データベースおよび成績データベースのシステム
の更新：実施済
・入試データ及び成績データの収集・蓄積：実施済
・各学部・研究科は、大学及び学部・研究科の３ポリシー
に基づき、学部・研究科の特色を踏まえた入学者選抜方
法の検討：実施済

2

　入学手続率93.7％は高いと考えられる
が、残りの6.3％の追跡調査は行われて
いますか。

　後期日程の手続率(72.1%)がポイント
となっているため、その未手続者の前期
日程の受験校について調査している(後
期日程のない難関国立大学志望の受験者
が大半）。なお、未手続者に理由を求め
る個別追跡調査までは至っていない（生
活科学部除く）。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【複合先端研究機構】
複合先端研究機構は、次世代エネルギー開発
についての最先端研究をはじめ、都市地盤防
災等の都市環境研究を推進するとともに、外
部資金を獲得して、英語による教育を基本と
した国際的教育環境を確立し、国内外の若手
研究者の養成を図る。

[中期計画の達成水準]
・最先端の光合成研究
・都市環境研究
・都市環境課題研究の国際拠点化
・研究者育成
・Ｈ２５年開設予定の人工光合成研究産学連
携拠点への企業（最大６社の入居）を誘致す
る。
・文科省事業「博士課程教育リーディングプ
ログラム」の採択を目指す。

・文部科学省「センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム」のCOI-T（トライアル）に採択され
（H25）、大阪府立大学・兵庫県立大学・企業4社との共同研究で「次世代水素エネルギーの実現」事業を推進し
た。
・大企業との共同研究契約（7社）を締結し、人工光合成研究の実用化に向けた研究開発を推進した。
・国内外で開催される国際シンポジウム等において研究成果を発表した。
・都市環境研究について、新規プロジェクトとして都市エネルギー・防災グループを立ち上げ、スマートエネル
ギーコミュニティの実現をテーマに研究拠点形成を図った（H27）。
・都市環境課題研究の国際拠点化を目的として、OCARINA国際シンポジウム・セミナーを毎年開催している。
・若手研究者の養成として、テニュアトラック普及・定着事業の採択を受け、テニュアトラック教員3名を受け入
れた（H25）。その内、1名は生活科学研究科の専任教員（准教授）として採用（H29）。
・人工光合成研究産学連携拠点として、企業との共同研究を開始した（H26～）。
・人工光合成研究センターでは、現在、企業との共同研究を推進している。
・現在、企業との共同研究を2社（3件）誘致している。

　■H28　共同研究部門契約2社（3件）　契約金101，100千円
　■H29　共同研究部門契約2社（3件）　契約金105,285千円

・文科省事業「博士課程教育リーディングプログラム」の採択を目指し、博士課程リーディング（大学院オン
リーワン型）に申請したが（H25）、結果として不採択となった。
・大学院卒業生に対して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うことで（博士1年間
／修士2年間）若手研究者の育成を図った。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・最先端の光合成研究：実施済
・都市環境研究：実施済
・都市環境課題研究の国際拠点化：実施済
・研究者育成：実施済
・Ｈ２５年開設予定の人工光合成研究産学連携拠点
への企業（最大６社の入居）を誘致する。：実施済
（3件）
・文科省事業「博士課程教育リーディングプログラ
ム」の採択を目指す。：方針変更

(補足)
・現在2社（3件）の入居となっているが、研究の規
模等から複数室が必要な研究があるため、ほぼ満室
状態である。
・文科省事業「博士課程教育リーディングプログラ
ム」の採択を目指すことについては、大学院生に対
して企業の共同研究員としてインターンシップを実
施することとした。

・人工光合成系を用いた次世代エネルギー
（水素など）の開発を推進し、その成果を国
際シンポジウム等により発信する。

[年度計画の達成水準]
・OCARINA国際シンポジウム・セミナー等の開
催や機関誌の発行

・海外で開催された人工光合成系「国際シンポジウム」において研究成果を発表した（8件）。
・人工光合成系を用いた「ギ酸の生成効率を大幅アップ」に関する研究成果をプレス発表した。
・OCARINA年次総会・国際シンポジウムを開催（3/6･7）し、国内外の研究者8名、学際的プロジェクト研究者10名
が研究成果を発表した。
・OCARINAセミナーを学内外の研究者・学生の参加を得て、7回（通算41回）開催した。
・機関誌「OCARINA通信（Vol.7）」を発行し、国際シンポジウムおよび関係する研究機関、諸団体などに配付し
た。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・OCARINA国際シンポジウム・セミナー等の開催や機
関誌の発行：実施済

【先端的研究分野での共同研究講座と共同研
究施設の設置】
先端分野の研究において産学連携を促進する
ため、企業と大学で特定のテーマを設定し
て、学内の共同研究施設において共同で研究
する制度、「共同研究講座」を設ける。中期
計画の期間内に最低３つの講座の設立を目標
とする。

[中期計画の達成水準]
・共同研究講座の開催
・先端的研究を特定しパートナーとなる大企
業の選定と連携
・学内に共同研究施設を確保、本学教員を専
任でアサインし共同研究を実施
・平成29年度までに、3件の共同研究講座開設
を目指す。

・産学連携推進本部会議での共同研究講座規程の議論を経た後に制定し、多数の企業参加を得て開催した人工光
合成セミナーにおいて共同研究講座に関する告知を行った（H25）。また共同研究部門の設置にあたって、その都
度、講座の開設を要請した。
・複合先端研究機構に4名の専任教員を配置し、産学官連携拠点である人工光合成研究センターで関係する企業と
の共同研究を実施（3件）した。

＜先端的研究を特定した大企業との連携＞
H24：　0件　　H25：　0件　　H26：　1件　　H27：　3件　 H28：　3件　 H29：　3件

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・共同研究講座の開催：未実施
・先端的研究を特定しパートナーとなる大企業の選
定と連携：実施済
・学内に共同研究施設を確保、本学教員を専任でア
サインし共同研究を実施：実施済
・平成29年度までに3件の共同研究講座開設を目指
す。：未実施

(補足)
共同研究講座として開設するか共同研究部門として
開設するかの最終的な選択は、共同研究先の企業が
決めることであり、結果としては、現時点では、投
資に見あう早期の事業化を追求されており、共同研
究講座ではなく、共同研究部門の開設となっている

（人工光合成研究センター）
・次世代エネルギー開発に関連する企業との
共同研究を継続する。

[年度計画の達成水準]
（人工光合成研究センター）
・人工光合成研究センターと企業の共同研究
（３件）

・産学連携事業として、民間企業との共同研究部門契約を継続・締結した。（契約金95,285千円/2件）
・新たに民間企業と共同研究部門契約を締結した。（契約金1,000万円）

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
（人工光合成研究センター）
・人工光合成研究センターと企業の共同研究（３
件）：実施済

49

　共同研究講座と共同研究部門との違い
について説明してください。前者の設置
に向けた具体的取り組みはどのようにな
されているのかに関して示して下さい。
　また、人工光合成研究センター以外に
おける共同研究講座設置への取組がなさ
れているのであれば具体例をお示しくだ
さい。

　共同研究講座は、講座等において行わ
れる教育研究を実施するもの、共同研究
部門は、研究部門において行われる研究
を実施するものと定められており、どち
らも企業から受け入れる経費等により実
施に伴う諸経費を賄うものである。（大
阪市立大学共同研究講座及び共同研究部
門規程第３条）
　したがって、講座等がある学部又は研
究科に設置される場合は、共同研究講座
となるが、人工光合成研究センターは、
講座等がない研究部門であるため、設置
されるのは共同研究部門となる。

　共同研究部門は、第２期中期計画期間
中に15件の実績がある。

　共同研究の規模等に合わせてスペース
を配分しており、現在は２社（３件）が
利用している。
　現在の人工光合成研究センターの施
設・設備で６社を受け入れるには、会議
室として使用している部屋を改装する必
要がある。

30

　人工光合成研究センターにおける産学
連携に関して、すでにスペースがほぼ満
室とされていますが、最大６社を受け入
れるための方策はあるのかについて示し
てください。
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

・医工連携による学内シーズの調整を図り、もの
づくり医療コンソーシアムを中心とした地域中小
企業との連携を強化する。
・各種セミナーやイベントの開催の実施により地
域中小企業との交流を深化させ、中小企業との
共同研究・受託研究を活性化させる。
・先端的研究分野を含む民間企業との共同及び
受託研究費を獲得する。

[年度計画の達成水準]
・セミナー等の開催数／参加者数（25回／2,000
人）
・技術相談件数（370件）
・中小企業との共同・受託研究（100件）
・民間企業との共同及び受託研究費獲得（４億
円）

・各種セミナーやイベントの開催の実施により地域中小企業との交流を図った。
　　・セミナー等の開催数／参加者数　26回/1,961人
　　・技術相談件数　380件
　　・中小企業との共同・受託研究　31件
・民間企業との共同及び受託により、　4.64億円の研究費を獲得した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・セミナー等の開催数／参加者数（25回／2,000人）：
104％/98％（26回/1,961人）
・技術相談件数（370件）：103％（380件）
・中小企業との共同・受託研究（100件）：31％（31件）
・民間企業との共同及び受託研究費獲得（４億円）：116％
（4.64億円）

（補足）
・中小企業との共同・受託研究については、例年通りの件
数を維持している。更に、同項で掲げている受託研究費
獲得目標200件/4億円の達成を優先したため、大企業中
心となったことにより、中小企業との共同・受託研究は31
件にとどまった。

大阪に限定しない場合の共同・受託研
究数は84件であり、そのうち大阪の中小
企業が占める割合は36.9％（31/84）で
ある。

＜達成水準に対する実績＞
・市大・府大共同オフィスとも連携し、地域の中小企業へ
の窓口を拡大。：実施済
・中小企業家同友会との包括連携を拡充、ホームドクター
制度の会員数を増。：実施済
・中小企業との研究契約数を１００件以上：58％（H28）、
31％（H29）

(補足)
・中小企業との研究契約数を１００件以上の達成水準に
ついては、大阪の中小企業を限定とすると水準が高く未
達成となった。

50

・大阪府立大学との共同オフィス活動の再構築により、大阪地区の中小企業への連携を強化した（H25～）。
・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やした（H24～）。
・大阪の中小企業との研究契約数については、近年は60件弱で推移している。当初計画していた高い達成水準には満た
ないが、ニーズは満たしている。
 ・イノベーションジャパン、新技術説明会、ニューテクフェアなどの各種イベントにおいて地域中小企業との技術相談も行
い、知的財産の活用、共同研究の活性化等の連携を強化させた。また、ものづくり医療コンソーシアムとの連携により地域
中小企業との交流を深化させた。

＜民間共同研究・受託研究の合計金額＞
H24：291,460,000円　H25：278,829,000円　H26：332,596,000円
H27：317,317,000円　H28：397,937,000円　H29：464,039,000円

＜中小企業との共同、受託研究＞
H28：58件　H29：31件

＜ホームドクター制度の会員数＞
H24：　234人　　H25：　227人　　H26：　240人
H27：　229人　　H28：  239人　　H29：　239人

＜研究契約件数＞
H24：41件　H25：21件　H26：56件　H27：59件　H28：58件　H29：31件

＜技術相談件数＞
Ｈ25：470件　H26：362件　H27：368件
H28：521件　H29：380件

＜セミナー等の開催数/参加者数＞
H24：32回/1,500人　H25：38回/2,418人　H26：32回/1,952人
H27：29回/1,897人　Ｈ28：38回/2,288人
H29：26回/1,961人

大阪の中小企業に限定しなかった場合
の共同研究件数はいくつになり、全体に
占める大阪(地域産業)の割合を示してく
ださい。

【地域産業との連携による地域の活性化】
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。

[中期計画の達成水準]
・市大・府大共同オフィスとも連携し、地域の中小
企業への窓口を拡大。
・中小企業家同友会との包括連携を拡充、ホー
ムドクター制度の会員数を増。
・中小企業との研究契約数を１００件以上

Ⅲ
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【市民の健康支援】
市民の健康づくりに積極的に寄与していくため、
大学病院の人的・技術的資源を活かし、健診や
健康相談など多角的なヘルスケアサービスを実
施する。

[中期計画の達成水準]
・市民への健康支援事業の企画と具体化

・市民への健康支援事業については、病気の早期発見・早期治療、先制的予防医療の開発と実践及びその研究を目的と
して、あべのハルカスにMedCity21を開設した。（H26）
・受診者数（健診・外来）については、開設年度から飛躍的に増え年間2.5万人を超える方に利用されている。
・健診受診により異常が発見された方には、できる限り結果説明外来により、市大病院を中心に紹介状を発行し、再検査
や治療のアドバイスを行っている。
・特に、進行の速い肺がんの可能性が少しでもある受診者については、電話による「呼び出しシステム」を構築している。
・先制的予防医療の研究についても、バイオリポジトリ（バイオバンク）が順調に12,000件を超え、また、研究も一定進んで
いる。
・乳がんセミナーや医学講座、栄養相談指導、また他学部と共同でロコモ予防のための食事指導等も行っている。
・開設４年が経過し、収支的には、まだ赤字ではあるが、受診者数も増えており、改善しつつある。今後とも、営業活動を強
化し、高単価の受診者の獲得に努めていきたいと考えている。

＜健診受診者数＞
H26：3,117人　　H27：7,134人　　H28：11,605人　　H29：13,639人

＜外来受診者数＞
H26：5,623人　　H27：10,247人　　H28：11,117人　　H29：12,098人

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・市民への健康支援事業の企画と具体化：実施済

(補足)
・収支としてはまだマイナスではあるが、健診受診者数等
も急拡大していることもあり、市民の健康支援については
達成したと自己評価した。

＜達成水準に対する実績＞
・現状の肺がん・乳がん・胃がん等の高い疾患発見率を
維持、検査精度を高度に保ち過剰な2次検査の削減：実
施済
・バイオマーカーの研究・開発の推進：実施中
・アンチエイジングコース（仮称）等の新設：実施予定
・大学内他研究室や他施設との共同研究推進：実施中
・MedCity21医学講座の開催（年5回以上）：実施済
・市大病院の市民医学講座の開催（年10回）：実施済
・年間受診者数
　　　　　　　：27,000人
  　（健診：17,000人）
　　　　　　　：方針変更
  　（外来：10,000人）
　　　　　　　：方針変更

（補足）
【新収支計画における年間受診者数】
　　　 　25,754人
（健診：13,642人）
（外来：12,112人)
　
H29受診者数
　　 　25,737人(99.9％)
(健診:13,639人100％)
(外来:12,098人99.9％)

　あべのハルカスのMedCity21健診・外
来受信者数が飛躍的に増加し、平成29年
度の新収支計画における年間受診者数が
達成水準に到達したことは、大学病院と
して先制的予防医療にチャレンジして成
功を収めつつあることであり、今後の健
康・医療に対する大学病院の先進的取組
の一つの方向性を示したもので大いに評
価できます。
　課題としては経営的な面で収支が赤字
ということであり、今後も赤字が続くよ
うであれば事業の継続にも支障が出てく
るのではないかと危惧します。今後、健
診・外来受診者数をさらに増加させれば
赤字は解消できる見通しでしょうか。そ
れとも、事業内容の追加や変更などの見
直しが必要なのでしょうか。

　収支は大幅に改善しつつあるが、ま
だ、約１億円の赤字である。現在、平成
31年度の収支均衡をめざし、受診者増と
ともに単価の高い受診者へのシフト化及
び新たな健診コースの設定などに取り組
んでいる。

・MedCity21において、引き続き、大学病院の持
つ高度な知識・技術を活かし、精度の高い健診
事業を展開する。
・がん、生活習慣病の超早期診断と発症前保因
者診断を可能にするバイオマーカーの研究・開発
を、バイオリポジトリ(バイオバンク)の活用及び、
新たな健診コースの設定等により推進する。
・生活科学部との共同事業として、栄養調査と栄
養指導を行い、市民の健康づくりに貢献するとと
もに、食事実態調査を行う。
・MedCity21医学講座や市大病院の市民医学講
座の開催により、市民の健康づくりに貢献する。
・引き続き営業活動に努め、受診単価の増等に
より収支改善をはかる。

[年度計画の達成水準]
・現状の肺がん・乳がん・胃がん等の高い疾患発
見率を維持、検査精度を高度に保ち過剰な2次検
査の削減
・バイオマーカーの研究・開発の推進
・アンチエイジングコース（仮称）等の新設
・大学内他研究室や他施設との共同研究推進
・MedCity21医学講座の開催（年5回以上）
・市大病院の市民医学講座の開催（年10回）
・年間受診者数：27,000人
　（健診の年間受診者数：17,000人）
　（保険診療等受診者数：10,000人）

【新収支計画に対応した達成水準】
    ・年間受診者数：25,754人
　（健診の年間受診者数：13,642人）
　（保険診療等受診者数：12,112人）
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・昨年度並みの高いがん発見率を保っており、特に、胃がん・肺がんについては、人間ドック学会誌にも掲載されている。
・大学の複数の専門医等による画像・結果チェックを行い、精度の高い健診を実施することにより、がん等の高い発見率を
維持し、過剰な２次検査の削減にも努めている。
・バイオリポジトリ（バイオバンク）登録も平成30年３月末で12,000件を超え、バンクを利用しての研究も2件開始した。
・バイオマーカーの研究・開発については、すでに、本院の複数の診療科と共同研究をスタートさせている。
・新たな健診コースについての詳細が決まり、「エイジングチェックコース」として平成30年度の早期から運用を開始する。
・生活科学部と共同で、人間ドック受診者中の希望者に対して、毎月２回程度、ロコモ予防のための個人セミナー・栄養指
導を継続して行った。
・MedCity21医学講座を年度中に予定どおり５回実施した。
・営業活動として１５０社以上を訪問し、２０社以上は既に契約に至った。また、より単価の高い受診者への移行も一定成果
が出ている。
　なお、健診受診者数については、ほぼ新目標どおり、昨年度より2,000人強増の13,639人となった。

【新収支計画における年間受診者数】
　　 　　　 　　　　　 25,754人　 （旧計画27,000人）
　　 　　　　（健診： 13,642人）  （旧計画17,000人）
　　 　　　　（外来： 12,112人）  （旧計画10,000人）
　
H29受診者数 ： 25,737人  （99.9％）
　　　　　（健診 ：13,639人） （100％）
　　　　　（外来 ：12,098人） （99.9％）

Ⅲ
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（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【大学と学部研究科の一体的運営】
大学として一体感をもった運営を図るため、
学内における情報の集約と有効な活用のため
の体制･システムを整備推進するとともに、教
育研究評議会や部局長等連絡会等を活用し、
情報の共有化や運営方針の共通理解を促進す
る。

[中期計画の達成水準]
・情報集約体制、システムの構築
・全学的な仕組みの構築による、IR活動の具
体化
・学術戦略会議や研究科長懇談会の発展的な
会議設置

・役員会、教育研究評議会、部局長等連絡会等の会議日程や構成員、議案等を抜本的に見直したことにより、情
報共有機会のバランス化、法人の意思決定過程の明確化を図ることができ、組織としての一体感を高めることが
できた（Ｈ24～）。また、事務組織の会議については組織変更の都度検討し必要に応じて変更した。
・大学執行部による研究院長等ヒアリングを実施することで（Ｈ27～）、大学執行部と研究院長等との情報共有
や意思疎通を図ることができ、人事方針や教員配置の変更等の成果をあげることができた。
・学長の諮問機関である教育研究戦略機構会議にＩＲ機能を持たせ、大学の戦略立案に必要な情報収集やデータ
分析等を実施した。
・また、東京オフィスからは国や関係団体等の方針や施策について、事前準備段階の情報まで収集し、競争的資
金の獲得や法改正への対応等に役立てることができた。
・加えて、定型データの整備にも力をいれ、「データでみる公立大学法人大阪市立大学」（データ集）を作成
し、経営審議会での配布やホームページで外部にも公表している。
・ＩＲ機能のさらなる充実に向けては、教育ＩＲでは教育の質保証、研究ＩＲでは外部資金獲得等を目的として
取り組んだ。
・本学の役員、研究科長等の管理職が学術戦略の知見を広めるために開催されてきた「学術戦略会議」（Ｈ22
～：120回）を学生や教職員も参加可能な「オープン形式による「アカデミック・オープンカフェ」（Ｈ29）に発
展させ、本学における研究活動を広く共有できる機会とした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・情報集約体制、システムの構築：実施済
・全学的な仕組みの構築による、IR活動の具体化：
実施済
・学術戦略会議や研究科長懇談会の発展的な会議設
置：実施済

・大学執行部と研究院長等の意見交換の場を
設け、各学部・研究科等との情報共有を図
る。
・教育研究戦略機構でのＩＲ機能の強化を図
る。

[年度計画の達成水準]
・研究院長等とのヒアリングの実施
・教育研究戦略機構でのＩＲ機能の強化

・理事長兼学長による研究院長等ヒアリングを実施し、教員人事および人事制度等に関する意見交換を行った。
・理事長兼学長による研究科長へのヒアリングを実施した。
・法人および大学の会議のあり方について検討し、平成30年度から役員会を月1回開催と削減、役員会・大学執行
会議・部局長等連絡会・教育研究評議会の出席者の見直しを実施することを決めた。
・大学戦略会議で、ＩＲのあり方について検討を開始した。
・新研究者データベースシステムを開発し、教員活動情報の収集・蓄積能力を向上させた。
・教育戦略機構内のＷＧで、研究者データベースシステムの活用方法等について意見交換した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・研究院長等とのヒアリングの実施：実施済
・教育研究戦略機構でのＩＲ機能の強化：実施済

【効果的な教育研究基盤や支援体制の構築】
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。
　
[中期計画の達成水準]
・研究科の枠を超えた教育研究体制の構築
(都市研究プラザや複合先端研究機構の展開、
新たな研究プロジェクトに対応した体制の確
立等)

・役員会、教育研究評議会、部局長等連絡会等の会議日程や構成員、議案等を抜本的に見直したことにより、情
報共有機会のバランス化、法人の意思決定過程の明確化を図ることができ、組織としての一体感を高めることが
できた（Ｈ24～）。また、事務組織の会議については組織変更の都度検討し必要に応じて変更した。
・大学執行部による研究院長等ヒアリングを実施することで（Ｈ27～）、大学執行部と研究院長等との情報共有
や意思疎通を図ることができ、人事方針や教員配置の変更等の成果をあげることができた。
・学長の諮問機関である教育研究戦略機構会議にＩＲ機能を持たせ、大学の戦略立案に必要な情報収集やデータ
分析等を実施した。
・また、東京オフィスからは国や関係団体等の方針や施策について、事前準備段階の情報まで収集し、競争的資
金の獲得や法改正への対応等に役立てることができた。
・加えて、定型データの整備にも力をいれ、「データでみる公立大学法人大阪市立大学」（データ集）を作成
し、経営審議会での配布やホームページで外部にも公表している。
・ＩＲ機能のさらなる充実に向けては、教育ＩＲでは教育の質保証、研究ＩＲでは外部資金獲得等を目的として
取り組んだ。
・本学の役員、研究科長等の管理職が学術戦略の知見を広めるために開催されてきた「学術戦略会議」（Ｈ22
～：120回）を学生や教職員も参加可能な「オープン形式による「アカデミック・オープンカフェ」（Ｈ29）に発
展させ、本学における研究活動を広く共有できる機会とした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・研究科の枠を超えた教育研究体制の構築(都市研究
プラザや複合先端研究機構の展開、新たな研究プロ
ジェクトに対応した体制の確立等)：実施済

・全学的な全学共通教育実施体制の強化に向
けた準備を進める。
・研究科の枠を超えた分野横断型の各研究組
織の運営を引き続き支援する。
・新産業創生研究センターとＵＲＡセンター
を統合し、外部資金獲得支援の体制充実を図
る。
・研究の可視化を促進する組織（リサーチ・
イノベーション・プラットフォーム（仮
称））について、研究推進本部の下で具体的
な制度設計に着手する。

[年度計画の達成水準]
・全学共通教育実施体制の強化に向けた基本
的な制度設計
・分野横断型の各研究組織運営の支援
・分野横断型・複数機関参加型競争的資金の
応募支援
・新産業創生研究センターとＵＲＡセンター
の統合
　※具体的な活動内容についてはＮｏ70参照
・研究の可視化を促進する組織（リサーチ・
イノベーション・プラットフォーム（仮
称））の検討

・理事長兼学長による研究院長等ヒアリングを実施し、教員人事および人事制度等に関する意見交換を行った。
・理事長兼学長による研究科長へのヒアリングを実施した。
・法人および大学の会議のあり方について検討し、平成30年度から役員会を月1回開催と削減、役員会・大学執行
会議・部局長等連絡会・教育研究評議会の出席者の見直しを実施することを決めた。
・大学戦略会議で、ＩＲのあり方について検討を開始した。
・新研究者データベースシステムを開発し、教員活動情報の収集・蓄積能力を向上させた。
・教育戦略機構内のＷＧで、研究者データベースシステムの活用方法等について意見交換した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・全学共通教育実施体制の強化に向けた基本的な制
度設計：実施済
・分野横断型の各研究組織運営の支援：実施済
・分野横断型・複数機関参加型競争的資金の応募支
援：実施済
・新産業創生研究センターとＵＲＡセンターの統
合：実施済
・研究の可視化を促進する組織（リサーチ・イノ
ベーション・プラットフォーム（仮称））の検討：
実施済
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　理事長兼学長と各研究科長との間で人
事制度等について意見交換が行われてい
るとのことですが、どのようなアジェン
ダの意見交換でしょうか。

　平成29年度の研究院長等ヒアリングで
は、「学部・研究科等の課題と取組み、
今後の展望について」と「教員配置と今
後の人事計画について」を中心に意見交
換を行い、平成30年度（教員）人事方針
の検討に役立てた。
　「教員配置と今後の人事計画」の項目
は、定例として、各研究科の人事方針お
よび要望（若手および女性研究者採用に
ついての取組みも含む）についてヒアリ
ングしている。
　「学部・研究科等の課題と取組み、今
後の展望について」の項目では、課題と
なっている大学院の充足率向上に向けて
の取組みや新大学を踏まえた取組みにつ
いて、意見交換を行った。

63

　「研究の可視化」とは、どのようなこ
とを可視化しようとしているのでしょう
か。その効果についてお示しください。

　利用者（学生を含む）アンケートにつ
いては、３年に１度実施している（前
回、平成26年度実施）。
平成29年度も実施に向けて検討を重ねた
が、アンケート内容等について抜本的な
見直しが必要だと判断し、平成29年度の
実施は見送った。
　一方、購入雑誌やデータベースの見直
しが喫緊の課題となっていたため、教員
インタビューを実施したが、その中で授
業での図書館や資料の利用についても合
わせて聴き取りを行っている。
　学生を中心に据えた利用者アンケート
は新たにワーキンググループを立ち上げ
平成30年度に実施する。

17



（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
取組実績

自己
評価

自己評価の判断根拠 委員からのご指摘 法人からの回答

【教員活動点検評価の活用】
教員活動点検評価を定期的に実施し、評価結
果を活動推進に資するよう、その活用を進め
る。また、評価方法や活用方法の検証・分析
等、その制度の改善を図る。

[中期計画の達成水準]
・３年毎の教員活動点検評価の実施、制度検
証
・活用制度の検証・分析

・第１期（Ｈ23～Ｈ25）、第２期（Ｈ26～28）、第３期（Ｈ29～）の教員活動点検・評価を実施した。実施状況
については、全学評価委員会、外部委員で確認し、制度の課題や実施方法等について指摘された事項については
随時対応し制度の改善を重ねている。
・教育研究戦略機構会議の下に設置した教員人事制度改革ＷＧにおいて、教員活動点検・評価の活用について検
証・分析した。
・本学での制度制定の経緯や現在の実施状況、他大学の事例を踏まえて検討し、学部・研究科等での教育・研究
等へ活用することとした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・３年毎の教員活動点検評価の実施、制度検証：実
施済
・活用制度の検証・分析：実施済

・第２期教員活動点検・評価結果の外部評価
を実施する。
・第２期教員活動点検・評価の結果、また学
部評価の結果を受けて、評価方法について継
続的に検討する。
・第３期教員活動点検・評価を開始する。

[年度計画の達成水準]
・第２期教員活動点検・評価結果の外部評価
の実施
・教員活動点検・評価方法の継続的な検討
・第３期教員活動点検・評価の開始

・第２期教員活動点検・評価結果の外部評価を実施し、適切な実施であると評価された。
・第２期教員活動点検・評価結果について、理事長報告をおこなった。
・第２期教員活動点検・評価結果、外部評価の結果を踏まえ、全学評価委員会で適正な評価活動が実施できるよ
うに継続的に検討する。
・第３期教員活動点検・評価を開始した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・第２期教員活動点検・評価結果の外部評価の実
施：実施済
・教員活動点検・評価方法の継続的な検討：実施済
・第３期教員活動点検・評価の開始：実施済

【ホームページ等情報発信ツールの充実　】
教員活動点検評価を定期的に実施し、評価結
果を活動推進に資するよう、その活用を進め
る。また、評価方法や活用方法の検証・分析
等、その制度の改善を図る。

[中期計画の達成水準]
・３年毎の教員活動点検評価の実施、制度検
証
・活用制度の検証・分析

・ホームページについては、全面刷新後も改良を重ね、閲覧者のニーズに応えた機能と内容を備え、本学のア
ピール強化を行っている。
　　・CMS導入（Ｈ24～）および広報室によるウェブサイト上層マネジメントを完了し、同時にサーバーをクラウ
ド化しセキュリティを強化した。
　　・中国語サイトをオープン（Ｈ25～）し、日・英・中の３カ国語を持つ総合ウェブサイトとして全面的刷新
が完了した。
　　・国際広報ワーキングの活動をベースに、英語版広報誌の発信を開始した（Ｈ27～）。これまでに6回の発行
を実施し、PDF版をウェブサイトにも展開した。
　　・トップページに大型グラフィックを採用し、グラフィック訴求力が強く、かつ見やすい画面に整えるとと
もに、新着ニュースタイトルに画像を共用することでアピール力を強化した。また、同時にモバイル対応も行っ
た（Ｈ28～）。
　　・第２階層のモバイル対応および内容整理を実施した（Ｈ29）。
　　・「栄誉」のコーナーを設けて各種受賞情報の発信強化を行った（Ｈ29）。
　　・毎年、外国語発信頻度を向上させている（Ｈ26～）。
・多様なステークスホルダーのニーズに合わせた情報とＳＮＳを含めた情報発信手段を整理し、ＳＮＳによるコ
ンテンツ配信も充実させた。
・公式facebookを開設し（Ｈ26～）、Twitter（Ｈ28～）およびInstagram（Ｈ28～）を開設し、大学での様々な
出来事をカジュアルに発信したことで好評を得た。
・動画発信については、Youtube公式アカウント（Ｈ26～）を設置し、年間数本の動画を発信している。
・国内有力大学・研究機関の国際広報担当が集う会に複数回出席し、特に研究成果に関するグローバル情報発信
について情報収集を行った（H28～)。

＜英語および中国語記事の発信数＞
英語
Ｈ25：52件　　H26：42件　　H27：75件　　H28：61件　　H29：51件

中国語
H25：26件　　H26：37件　　H27：151件　　H28：189件　H29：151件

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・ホームページの全面的刷新：実施済
・目的別情報発信コンテンツの充実：実施済

・広報誌日本語版・英語版について、それぞ
れの言語の読者を意識した内容での編集を行
う。
・昨年度に続いて国際広報検討ワーキングを
広報室・国際交流室で継続実施し、国際広報
戦略、外国語媒体制作等について、他大学等
の取り組みを参考にしながら具体的なアク
ションを検討・実施する。
・複数のSNSチャンネル（facebook, twitter,
instagram）についてターゲット設定を見直
し、効果的かつ効率的な発信を継続する。

[年度計画の達成水準]
・Webサイトにおける外国語情報の定期発信
（英語・中国語とも月5件以上）
・国際広報検討ワーキングの継続実施（隔月
開催）と、決定した事項の迅速な実施
・各SNSにおける継続発信

・Webサイトにおける外国語情報の定期発信については、英語月平均4.25件、中国語月平均12.6件を発信した。
・国際広報検討ワーキングでの意見交換、連携を継続実施し、学内イベントの広報や取材対応、媒体制作につい
ての緊密な連携をはかっている。
・広報誌CITY×UNIVERSITYの英語版発行を実施した(8月号）。新たな試みとして、インドネシアで実施される大
学説明会をターゲットとし、インドネシア人留学生の関心の高い内容を特集した。
・複数のSNSチャンネル（facebook, twitter, instagram）で、継続的に情報を発信した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・Webサイトにおける外国語情報の定期発信（英語・
中国語とも月5件以上）：実施済
・国際広報検討ワーキングの継続実施（隔月開催）
と、決定した事項の迅速な実施：実施済
・各SNSにおける継続発信：実施済
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　評価結果をどのように活用しているの
かについて具体的に示してください。

　教員活動点検・評価については、教員
が自身の活動を認識し自己改善をはかる
とともに、評価組織単位で教育研究等の
改善に活用した。
具体的には、評価組織単位での教員との
面談や組織の年度計画策定、機関別認証
評価の参考資料、教員表彰制度への推薦
資料として活用した。
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　「広報誌CITY×UNIVERSITY」英語版・
中国版を一層充実させることを期待しま
す。
　特にInternational Student Profiles
の充実とそのＳＮＳによる発信、若手の
Researchersによる企業との共同プロ
ジェクトの紹介などを期待します。当該
広報誌の視聴者からのインフルエンスを
お聞かせください。

　「広報誌CITY×UNIVERSITY」英語版に
ついては、日本語学校に通う留学生に配
布したほか、教職員の海外出張時に本学
の紹介ツールとして持参したり、来客へ
の進呈に活用している。
　また、平成29年度は、特に修士課程博
士課程に海外の優秀な学生を獲得するた
め、新たに高度な研究力をアピールする
「Reserchers Special」を発行してお
り、より優秀な留学生が入学してくるこ
とを期待している。
中国語版に関しては、中国人留学生は日
本語堪能な場合が多いこと、研究の世界
では英語が公用語となっていることか
ら、制作していない。
　ご期待いただいている内容について
は、今後機会を見て発信していくよう努
める。
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（３）法人の自己評価以外にかかわるご意見

項目 第二期中期計画 自己評価 年度計画 自己評価 評価委員からのご意見

13

【他学部履修等の促進】
総合大学としてのメリットを活かし、広い視野
と専門性を兼ね備えた人材を育成するため、
教育推進本部と各学部は、他学部履修等を
促進するための効果的な仕組みを設ける。

Ⅲ

・総合大学としてのメリットを活かし、広い視野と専門性を兼
ね備えた人材を育成するため、他学部履修等を促進する。
・学部・大学院を横断した共同開設科目を新たに開設する。
・各学部は、副専攻制度をガイダンス等で周知し履修促進を
図る。

Ⅲ

　他学部履修の促進は総合大学のメリットを活かすとういう点で評価できる取組であると思います。

42

【都市健康・スポーツ研究センター】
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。

Ⅳ

・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」に関連した健康・運動
科学を推進する研究や公開講座および実践的活動等の事
業展開を通じて、市民の健康保持･増進とスポーツ振興を支
援する。
・健康・スポーツ科学研究に関する国際交流を推進する。

Ⅳ

　都市健康・スポーツ研究センターの第二期中期計画は、市民の健康保持・増進とスポーツ振興の支援として寿命100歳
時代を迎える社会を先取りしており、社会的ニーズにもよく答えるもので、大阪市立大学の研究・事業としての重要性は
極めて高いと評価します。サクセスフルエイジングinおおさかの展開の取組や公開講座開催の達成度も高く（自己評価
IV）、本研究・事業の今後の展開のさらなる拡大が期待されます。

53

大学病院として、高度で先進的かつ良質の
医療を提供するために手術室の整備や医療
機器の計画的更新を行うなど、医療機能の
充実を図る

Ⅲ

・老朽化した医療機器の更新及び高度医療機器の増設を計
画的に実施する。

Ⅲ

54

地域がん診療連携拠点病院として体制強化
を図るとともに、がんの新たな診断法、治療
法の開発を推進し、診断及び治療効果の向
上を図る。

Ⅲ

・造血幹細胞移植推進拠点病院として研修および支援セン
ターを充実し、地域の移植医療向上に貢献する。
・キャンサーボードの運用に関する下部組織を構成し、その
検証と改善を行う。
・全診療科を対象とした薬剤師サポート外来を設置し、運用
する。

Ⅳ

全体
平成29年度においても、中期目標期間においても、Ⅲ及びⅣの評価が並び、計画を達成されている点は素晴らしいと思います。

全体

28年度と比較して、IV評価が増え、Ⅱ評価は減少しています。これらは特筆される事項と思われますが、具体的にどの項
目内容が該当するのかアピールがあってもよいのではないでしょうか。
14ページの冒頭もしくは17・18ページに記載するのはいかがでしょうか。

第二期中期目標の５．附属病院に関する措置には「医療安全」の事項が入っていません。⑭高度・先進医療の充実に「患
者本位の安全で質の高い医療と先進医療を提供する」との文言は入っていますが、「No. 53:医療機能の充実」の事項が
中心となっています。最近、大学附属病院などでの高度・先進医療に医療安全の重要性が強く求められてきている状況が
あります。特に、「No. 54:専門医療」のがん診療連携拠点病院には医療安全体制整備の徹底が求められてきています。
今後、中期目標の1事項として「医療安全」を入れていくことが望ましいのではないかと考えます。

7

【大学院教育】
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。

Ⅲ

＜大学院共通教育科目＞
・大学院共通教育科目の科目数を増やす。
・大学院共通教育科目のあり方や、安定的運営に向けた体
制とカリキュラムについて検討を行う。
・各研究科は、教育・研究支援等の充実策を検討し実施す
る。

【主な計画】
（商）
・平成30年度からの新しいアジア・ビジネス研究プロジェクト
の開設に向けて、カリキュラム等の検討を行う。
（法）
・長期履修制度の必要性等、学生の多様なニーズに応じた
研究科提供科目のあり方、情報提供方法を検討する。
（文）
・大学院生の専門能力や国際的発信能力を高めるべく、各
種の資格取得のためのカリキュラム、インターナショナルス
クールのプログラム、ROV後継海外派遣事業、UCRCによる
若手研究者各種支援事業（研究員プロジェクト）等を維持す
る。
・大学院生等を対象にした国内の学会・調査のための旅費
支援制度、研究科独自のTA雇用、博士学位取得者を対象と
する学位論文の出版助成制度を継続実施する。
（理）
・化学人材育成プログラムを検証し、教育効果に基づくプロ
グラムの取捨選択と、化学工業会との連携に基づく新たな講
義、人材交流プログラムの立ち上げを行い、効果的な研究
者育成を目指す。
・「科学のプロ育成プロジェクト」を推進する。
・博士課程学生の海外での研究活動の財政支援を検討す
る。
（工）
・研究科内他専攻間および他研究科との相互単位取得制度
を継続する。
・博士課程教育リーディングプログラムを継続し、グローバル
に産業界を牽引できる博士人材を積極的に育成する。
（生）
・英語による口頭発表模擬授業演習を試行する。

Ⅲ

　大学院共通科目は科目数、受講者数ともに増加しており、評価できます。
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≪参考≫平成29年度業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
平成29年度取組実績 平成29年度自己評価の判断根拠

【若手研究者養成等】
大学院教育の環境整備として、学位取得後のキャリアパス形成支援のた
め外部資金を活用した若手研究者の育成支援などの具体的支援を図る。

[中期計画の達成水準]
・リサーチアドミニストレーター育成
文科省事業「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）」の採択を目指す。
・研究者実習制度等の実施

・若手研究者に対して外部資金公募への申請支援をおこなう。
・文科省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」補助期間終了後も、
引続きキャリアパス形成のためのポストドクターへの支援を継続する。
・各研究科は、大学院教育の環境整備に努め、若手研究者の育成支援を
行う。

[年度計画の達成水準]
・若手研究者向け科研費公募説明会の開催（1回）
・大学院共通教育科目「グローバル経営特論」「学問・大学と社会―大学
院キャリア形成論」および「大学院キャリアデザイン実習」(新規開講)の開
講
・インタラクティブ・マッチングの開催
・長期インターンシップの実施

【研究者の支援・環境改善】
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。

[中期計画の達成水準]
・(再掲)若手研究者育成の具体策の実施(リサーチアドミニストレーター、
研究者実習制度等)
・設備改善や勤務制度など具体的な女性研究者支援策の実施
・女性研究者及び若手研究者支援のための補助金への応募
・JST女性研究者支援の補助金の応募を検討
・若手研究者支援のためのテニュア・トラック制度の補助金の応募を検
討。（JSTが国に予算要望中）
・特定研究奨励費のあり方について検討・改正

・ダイバーシティ推進センターは、女性研究者支援室等学内の関連組織や
大阪市等と連携を図り、効果的な事業のさらなる推進に取り組む。
・男女共同参画に関わる各種制度の学内への普及・定着を図り、学内でよ
り一層の男女共同参画を推進するべく取り組む。
・女性研究者支援室に「上位職登用促進」「研究力向上」「ワーク・ライフ・
バランス支援」の３つの専門部会を設置し、重点課題を検討し、教員の
ニーズを把握した上で、事業を発展的に計画・実施する。
・卓越研究員制度の活用を図り、優秀な若手研究者の確保に努める。
・テニュアトラック制度の学内への普及・定着を促進し、若手研究者を育成
する。

[年度計画の達成水準]
・ダイバーシティ推進センターによる連携事業の実施
・女性研究者が活動しやすい環境の整備(研究支援員の配置：10名 )
・女性研究者支援に関する広報、啓発活動の実施(女性研究者の表彰の
実施：1回)
・女性研究者の研究力向上のためのセミナー等の開催(セミナー及び交流
会の開催：10回)
・卓越研究員制度を活用した採用活動の実施
・文系テニュアトラック教員の採用
・テニュアトラック教員評価の実施
・研究集会の開催

8

・「科研費改革・公募説明会（7/26、27）」を実施した。
・「平成30年度科研費説明会～科研費改革（研究種目の見直しの概要、審査システムの変更点等）について～（8/28）」を実施した。
・「平成30年度採用分 日本学術振興会特別研究員の申請支援」及び、「平成29年度科学研究費補助金「研究活動スタート支援」の申請支援」として、外部資金獲得支援を実
施した。
・「平成30年度科研費応募申請支援」実施した。
・ふるさと寄附金を財源とした「グローカル人材育成事業」として、若手研究奨励賞（5件）及び戦略的研究　若手研究（7件）について研究費の助成を実施した。
・「平成30年度科研費応募申請支援」を実施した。
・外部資金申請個別相談及び個別支援(URAセンター)を実施した。
・「特別研究員公募説明会（3/27）」を開催した。
・文部科学省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」の補助期間終了後も大学院博士・修士人材やポストドクターへのキャリア形成支援を継続するための運営委員会
設置を行った。
・大学院共通教育科目の「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」および「大学院キャリアデザイン実習」(新規開講)、「グローバル経営特論」を開講し、文部科学省補助
事業期間終了後も大学院博士・修士人材やポストドクターへのキャリア形成支援を継続した。
・兵庫県立大学及び大阪府立大学と合同で、インタラクティブ・マッチングを開催した。（12/8）
・長期インターンシップを、ポストドクター1名(3ヶ月)、後期博士課程院生1名(1年)、及び前期博士課程院生1名(3ヶ月)の計3名について実施した。

・各研究科においても、大学院生を含む若手研究者を養成するために、研究活動に必要な資金や設備・施設、制度等を充実させた。

※各研究科での取組みについては、別冊「各学部・研究科の取組み実績」を参照。

＜達成水準に対する実績＞
・若手研究者向け科研費公募説明会の開催（1回）：300％（3回）
・大学院共通教育科目「グローバル経営特論」「学問・大学と社会―大学院
キャリア形成論」および「大学院キャリアデザイン実習」(新規開講)の開講：
実施済
・インタラクティブ・マッチングの開催：実施済
・長期インターンシップの実施：実施済

33

・ダイバーシティ推進センターによる連携事業を実施した。
・平成29年度文部科学省人材育成費補助事業「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」に採択された。
・女性研究者ネットワークシステムを共同（大阪府立大学、羽衣国際大学、大阪教育大学、奈良先端科学技術大学院大学）で運用した。
・女性研究者が活動しやすい環境に整備した。
　　・相談窓口事業の実施
　　・メンター制度の実施
　　・保育サポート制度の実施（学童保育利用：5名）
　　・ふるさと寄附金を財源として女性研究者短期留学助成の実施（2名）
　　・ふるさと寄附金、ダイバーシティー補助事業を財源として女性研究者外国語論文校閲・翻訳助成の実施（5名）
　　・ふるさと寄附金、ダイバーシティー補助事業を財源として英語論文ライティング個別指導・添削（4名）
　　・ダイバーシティー補助事業を財源として、連携型共同研究に対して15件助成した。
　　・ダイバーシティー補助事業を財源として、国際アドバイザーを招へいした。
・女性研究者研究活動支援員制度により研究支援員を配置した。
　前期は、出産育児・介護等のライフイベントを抱える女性研究者9名、研究者を配偶者にもつ男性研究者1名に対して、研究支援員8名を配置した。
　後期は、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名、研究者を配偶者に持つ男性研究者1名に対して、研究支援員10名を配置した。
・女性研究者表彰制度【岡村賞】を実施した（12/20）。
・ダイバーシティー補助事業を財源として、広報誌（News LetterVOL,１、VOL,２発行（2/20、3／31））や女性研究者シーズ集発行（3/14）、イベント（産学官連携ウィメンズイ
ノーベーションフェア（3/14））等、女性研究者支援に関する啓発活動に取組んだ。
・女性研究者の研究力向上のためのセミナー等を17回開催した。
・卒業生によるワーク・ライフ・バランスセミナー（8/6)、平成30年度科研費説明会～科研費改革（研究種目の見直しの概要、審査システムの変更点等）について～[共催]
（8/28）、女性研究者国際懇談会（6/22）、科研費改革・公募説明会[共催]（7/26、27）、オープンキャンパス理系女子学生による進路相談会（8/5、8/7）、キックオフシンポジ
ウム（2/20）、英語スキルアッププログラム（10/13、11/9、12/14、2/22-2/23、3/7)、工学研究科シンポジウム（12/15）、工学女子学生のためのエンカレッジ教室（2/19）女性
研究者国際懇談会（2/21）、特別研究員公募説明会（3/27）［共催］
・卓越研究員制度の活用を図り、優秀な若手研究者を確保した。
・本学より提示した3件の雇用ポストに対し、理学研究科の１ポストにおいて1人の卓越研究員を決定した。
・理学研究科の１ポストにおいて決定した1人の卓越研究員を採用、1月に着任した。
・テニュア資格審査に合格した2人のテニュアトラック（TT)教員が専任教員として着任した。
・TT教員1人の年次研究活動実績評価と1人の中間評価、および3名の終了者活動実績評価を実施した。
・文系TT教員1人を採用した。
・テニュアトラック教員1人のテニュア資格審査を学内外の評価委員により実施した結果、合格となった。
・OCUテニュアトラック研究集会を平成29年12月4日に開催した。
・教育、研究及び産学官連携の発展に結びつけることを目的として、クロスアポイントメント制度を導入した。

＜達成水準に対する実績＞
・ダイバーシティ推進センターによる連携事業の実施：実施済
・女性研究者が活動しやすい環境の整備(研究支援員の配置：10名 )：100％
（10名）
・女性研究者支援に関する広報、啓発活動の実施(女性研究者の表彰の実
施：1回)：100％（1回実施）
・女性研究者の研究力向上のためのセミナー等の開催(セミナー及び交流会
の開催：10回)：140％（14回）
・卓越研究員制度を活用した採用活動の実施：実施済
・文系テニュアトラック教員の採用：実施済
・テニュアトラック教員評価の実施：実施済
・研究集会の開催：実施済

（補足）
・平成25年～27年度の女性研究者研究活動支援事業を通じて、女性研究者
比率を平成24年度13％から16％まで増大させた。ポジティブアクションをは
じめ、相談・メンター制度ワーク・ライフ・バランスに関わる制度の導入を積極
的に導入し、補助事業が「Ａ」という高い評価を得た。
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≪参考≫平成29年度業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
平成29年度取組実績 平成29年度自己評価の判断根拠

【理学部附属植物園】
理学部附属植物園は、学部領域を超えた全学的視点による研究会や公
開講座、市民や学外有識者も交えた公開イベント等を実施する。あわせ
て、関係機関や関連施設(市立自然史博物館等)とも連携し、都市の環境・
緑化政策に貢献する。

[中期計画の達成水準]
・全学的視点でのフォーラム等の開催
・市民イベントの充実
・大阪市関係局との連携（環境・緑化の政策提言等）

・理学部附属植物園は、大阪市・大阪府の行政機関・関連施設、他研究科
と連携して、研究会、市民参加イベント等を企画・実施する。
・日本植物園協会（総裁：秋篠宮文仁）の大会を杉本キャンパスで実施す
る。また、大阪市立大学国際学術シンポジウム（人と植物の共生 −都市の
未来を考える−）を杉本キャンパスおよび大阪市立自然史博物館で実施す
る。
・理学部附属植物園運営会議のもと、植物園改革検討委員会の提言に基
づく改革を推進する。

[年度計画の達成水準]
・市民講座・公開講演会数／参加者数（2件／60人）
・公開研究会数/参加者数（1件／50人）
・観察会数／参加人数（5件／200人）
・共催・協賛イベント数／参加者数（10件／400人）
・日本植物園協会大会の開催
・大阪市立大学国際学術シンポジウムの実施
・理学部附属植物園運営会議開催（2回）
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植物園改革の取組実績
　・借地料の見直し（これまでの契約にとらわれず、持続可能な適正な借地料に向け交渉を重ね平成29年度からの契約額を2,390万円に削減（対前年度1,800万
円の減）
　・熱帯温室の廃止（熱帯温室内の植物資源は園内研究温室及び咲くやこの花館、京都府立植物園へ移設を行い熱帯植物の資源保守と植物園連携を図った。
　・作業部門の業務改善を実施した。学術専門業務、地域貢献・情報発信等園運営業務、維持管理業務の3層構造に転換し、業務の効率化、高度化を図った
（ガイドツアー参加者の倍増（29年度2,100人）
　・ナラ枯れ研究会を平成29年度から里山研究会として開催した。より広い視点で地域の森林資源の保全等に継続して貢献する体制を構築した。
　・交野市との包括連携協定の締結（交野市と協定検討会議を5回開催し協議を重ね、平成30年3月30日締結）
主催イベントおよび主体的に企画実施したイベント
　・市民講座4件（計61名の受講）
　・公開研究会1件（73名の参加）
　・観察会9件（計500名の一般参加）
　・講習・研修会9件(小中学生対象を含む)（計112名の参加）
　・早朝・夜間特別開園4件（14日）（計1358名の入園）
　・第52回全国植物園協会大会（60団体、192名の参加）
　・大阪市立大学国際学術シンポジウム（２日間：公開講演会
    および公開ワークショップ）（11ヵ国、計306名の参加）
共催・協賛イベント
　・市民講座（交野市環境講座他）8件（計150名の受講）
   ・観察会１件（18名の参加）
　・講習会2件（59名の参加）
　・研究会1件（52名の参加）
協賛・共催の入園無料イベント
　・みどりの日（日本植物園協会協賛事業）(872名の入園）
　・交野市「天の川七夕祭り」（織姫の里まつり協議会主催）、夜間
　　開園（3470名の入園）
  ・関西文化の日（358名の入園）
  ・かたのカンブァス（交野おりひめ大学主催）（3510名の入園）
  ・環境フェスタin3交野（かたの環境フェスタ市民会議主催）（670名の入園）
（上記の特記事項）
・観察会の「熱帯植物観察会」は、NHK大阪放送局のお昼のニュースで報道された。
・主催の講習・研修会として、小学3～6年生対象の「森のサマースクール」(28名参加)、親子向けの植物教室（3回、計62名参加）・ミニ門松作り体験教室(28名参
加)、高校生向けの「ひらめき☆ときめきサイエンス・森の植物園で森を知ろう」（日本学術振興会補助事業、10名参加）を開催した。
・夜間特別開園として「枝垂桜のライトアップ」および「夜咲き熱帯スイレンの観察」を計７日間、早朝特別開園として「美しく開花する花ハスを観察しよう」）を3日間
実施した。
・植物園協会52回大会は、6月7日～9日に杉本キャンパスで実施した。6月7日、8日は、秋篠宮殿下（協会総裁）のご臨席を賜り、7日には植物園の視察を頂い
た。なお、視察の様子は新聞等で報道された。
・大阪市立大学国際学術シンポジウムは「植物と人間の共生－都市の未来を考える－」のタイトルで６月10日と11日に開催した。初日は杉本キャンパスで講演
会（174名参加）を、二日目は大阪市自然史博物館でワークショップ（132名参加）を行った。また、本シンポジウムの成果報告も兼ねて、シンポジウムと同名の普
及啓発書（B5判、150頁、全頁カラー印刷）を出版し、全国の植物園、大阪府市の関連団体等に無償で配布した。
・昨年度に引き続き、「植物園基本構想への提言」をもとに情報発信の強化、業務運営体制の見直しを行った。

＜達成水準に対する実績＞
・市民講座・公開講演会数／参加者数（2件／60人）：300%（6件)/612％（367
人）
・公開研究会数/参加者数（1件／50人）：100％（1件）/146％（73人）
・観察会数／参加人数（5件／200人）：180％（9件）/250％（500人）
・共催・協賛イベント数／参加者数（10件／400人）：130％（13件）/118％
（471人）
・日本植物園協会大会の開催：実施済（共催イベント数に含む）
・大阪市立大学国際学術シンポジウムの実施：実施済（公開講演会数に含
む）
（公開講演会および公開ワークショップ）の開催
・理学部附属植物園運営会議開催（2回）：実施済（50％）（1回）
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≪参考≫平成29年度業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
平成29年度取組実績 平成29年度自己評価の判断根拠

【都市健康・スポーツ研究センター】
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。

[中期計画の達成水準]
・健康・スポーツアカデミー拠点施設の整備
・サクセスフルエイジングinおおさかの展開(健康関連講演会、市民の健康
測定イベント等)

・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」に関連した健康・運動科学を推進する研究や公
開講座および実践的活動等の事業展開を通じて、市民の健康保持･増進
とスポーツ振興を支援する。
・健康・スポーツ科学研究に関する国際交流を推進する。

[年度計画の達成水準]
・公開講座および実践的活動件数／受講者数 （7件／300人）
・国際学術交流の推進
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＜研究活動について＞
・H29大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進研究において、「都市部住民のアクティブヘルスライフを創出する都市居住・生活環境に関する調査研究」に取り組
んだ。
・H29大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進研究 において、医学研究科と連携し、「歩くだけで足腰の疾患を早期診断できるDiagnostic aisleの開発」に関する研
究に取り組んだ。
＜市民を対象としたスポーツ振興事業等＞
・H29.5.13 大空小学校出張講義「いのちを守る学習スペシャル」（参加者350名）
・H29.6.3 2017年度前期コミュニティ防災教室WS「災害対応「災害における健康・体力について」講演及び体力測定（参加者8名）
・H29.8.19 あそびとまなびのキャンパス～夏休み防災こどもキャンプ；体力テスト（参加者25名）
・H29.8.19 めざせ金メダル親子で学ぶ、スポーツとかがく（参加者70名）
・H29.9.2 OSAKAスポーツ大学講演会講師（参加者80名）
・H29.9.23 OSAKAスポーツ大学講演会講師（参加者55名）
・H29.9.23 OSAKAスポーツ大学体力テスト実施（参加者15名）
・H29.10.27 OSAKAスポーツ大学講演会講師（オープンスペースでの開催のため参加人数を計測できず）
・H29.11.3 OSAKAスポーツ大学スポーツ実技講座体力テスト（参加者59名）
・H29.11.11 住吉区民に対する活動量調査（参加者23名）
・H29.11.20 西成区老人福祉センター体力測定・運動相談（参加者43名）
・H29.12.3 北区民に対する活動量調査（参加者36名）
・H30.2.3 住吉区民に対する活動量調査（参加者23名）
・H30.2.19 西成区老人福祉センター体力測定・運動相談（参加者45名）
・H30.2.20 住吉区老人福祉センター体力測定・運動相談（参加者17名）
・H30.2.25 北区民に対する活動量調査（参加者33名）
・H30.3.13 住吉区老人福祉センター体力測定・運動相談（参加者21名）
＜公開講座等＞
・H29.4.23 市大朝日ライフサイエンス塾講師（参加者46名）
・H29.5.25 近畿公衆衛生学会特別講演（参加者350名）
・H29.6.8 健康保険組合連合会　大阪連合会健康セミナー講師（参加者62名）
・H29.9.30 子どもの健康セミナー講師（参加者18名）
・H29.４．17 大阪市立大学都市防災教育研究センター, 第14回サイエンスカフェ「都市と健康をめぐる研究ディスカション」発表（参加者19名）
・H29.4.21 第70回オ－プンラボラトリー、テーマ：災害時のいのちを守る術, 講師(参加者78名）
・H29.７.15 大阪市立大学教育後援会保護者会講演会講師（参加者85名）
・H29.5.13～7.22 アーチェリー教室（参加者のべ102名）
・H29.10.27 シニアライフセミナーin宝塚講師（参加者78名）
・H29.11.8 ウエルネスライフEXPO講師（参加者21名）
・H29.11.23 三大学（府大・関大・市大）連携シンポジウム;スマートエイジングとスポーツ（参加者571名）
＜高大連携事業等＞
・H29.6.9〜26 咲くやこの花中学高等学校活動量調査（参加者226名）
・H29.8.29 大教大附属平野校舎SGHプログラム協力「災害時の避難生活における問題点に関する講義」（参加者29名）
・H30.3.2 咲くやこの花中学高等学校健康・スポーツ科学実習（参加者17名）
＜課外活動支援等＞
・H29.6.10 & 9.21～22 ボート部「フィットネスチェック（参加者21名）
・H29.7.8 ボート部競技力向上セミナー「フィットネスチェックの概要」（参加者50名）
・H29.7.1 & 8.12 アーチェリー部「アーチェリークリニック」講師（参加者17名）
・H30.3.11 スポーツフェスタ（アーチェリー）（参加者54名）
＜国際交流＞
・H30.3.8〜9  タイ王国チュラロンコン大学スポーツ科学部との国際学術交流

＜達成水準に対する実績＞
・公開講座および実践的活動件数／受講者数 （7件／300人）：500％（35件）
/907％（2,747人）
・国際学術交流の推進：実施済

（補足）
・年度当初に計画していた事業に加え、防災教育センター関連事業（大空小
学校出張講義）、関西テレビとの連携事業（OSAKAスポーツ大学；大阪市補
助事業）、咲くやこの花中学高等学校との連携事業、本学知と健康のグロー
カル拠点推進事業（市民に対する活動量調査）、および一部の公開講座等
について、新たに取り組むこととなったため、当初予定を大幅に上回る成果
が得られた。
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≪参考≫平成29年度業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目
第二期中期計画[達成水準]／

年度計画[達成水準]
平成29年度取組実績 平成29年度自己評価の判断根拠

【専門医療】
地域がん診療連携拠点病院として体制強化を図るとともに、がんの新たな
診断法、治療法の開発を推進し、診断及び治療効果の向上を図る。

[中期計画の達成水準]
・がん拠点病院としての体制充実
・化学療法センターの充実

・造血幹細胞移植推進拠点病院として研修および支援センターを充実し、
地域の移植医療向上に貢献する。
・キャンサーボードの運用に関する下部組織を構成し、その検証と改善を
行う。
・全診療科を対象とした薬剤師サポート外来を設置し、運用する。

[年度計画の達成水準]
・造血幹細胞移植セミナーの開催（年間3回以上、のべ100人以上）
・造血幹細胞移植件数（35件以上）
・骨髄バンク幹細胞採取（20件以上）
・移植相談、セカンドオピニオン（15件以上）
・キャンサーボードの運用に関する下部組織の設置
・全診療科を対象とした薬剤師サポート外来の設置

【危機対応能力を備えた医師の育成】
　専門領域にとらわれず、患者の予期しない病態の悪化や状態の急変に
主体的に対応できる危機対応能力を備えた医師を育成する。
　災害拠点病院としての機能を高めるため、災害時の初期救急医療に対
応できる能力を備えた医師を育成する。

[中期計画の達成水準]
・危機対応能力育成プログラムへの若手医師の参加
・救命救急診療シミュレーシヨンコースの充実
・気道管理、呼吸管理、循環管理講習会の開催

・引き続き、災害時の初期救急医療に対応できる医療従事者を育成する
ために、救急初期診療を習得できるoff the job トレーニングコース等を充
実するとともに、救命救急センターが提供する「危機対応能力育成プログ
ラム」を活用し、危機対応能力を備えた医師を育成する。

[年度計画の達成水準]
・ATOM(Advanced Trauma Operative Management)コース（2回開催）
・災害対応講習会に参加（MIMMS、HMIMMSそれぞれ1回、のべ4名）
・気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会（5回実施）
・災害対応セミナーの開催（3回実施）
・危機対応育成プログラムに参加（1名あたり3～4カ月の修練期間で2名以
上の医師が参加）
・院内災害訓練への医師の参加（50名以上）
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・ATOMコースを7月2日に開催し、3名の医師と6名の看護師が受講した。（大阪市大より看護師2名が受講した）ATOMと同等のDSTC（Definitive Surgical Trauma Care）コー
スを8月25〜27日に開催し、医師12名が受講した。
・ATOMを3月11日に3名の医師と8名の看護師が受講した。DSTCを3月23日〜25日に開催し、医師12名が受講した。
・6月と10月に開催されたHMIMMSに合計で、医師4名、事務員1名が受講した。
・気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会を4月、7月、8月に実施した。（医師14名が受講した）
・気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会を10月、12月、1月に開催した。（医師15名が受講した）
・災害対応セミナーを6月（2回）、7月（1回）、1月（1回）、2月（1回）に開催した。
・危機対応能力育成プログラムに4〜6、7〜9月、12月〜3月にそれぞれ1名が参加した。
・７月に災害訓練を２日間実施し、医師72名を含む延べ210名が参加した。
・２月に近畿地方DMAT訓練を実施し、医師12名を含む延べ53名が参加した。

＜達成水準に対する実績＞
・ATOM(Advanced Trauma Operative Management)コース（2回開催）：100％
（2回）
・災害対応講習会に参加（MIMMS、HMIMMSそれぞれ1回、のべ4名）：100％
（4名）
・気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会（5回実施）：120％（6回実施）
・災害対応セミナーの開催（3回実施）：167％（5回）
・危機対応育成プログラムに参加（1名あたり3～4カ月の修練期間で2名以上
の医師が参加）：150％（3名）
・院内災害訓練への医師の参加（50名以上）：168％（医師の参加は84名）

（補足）
・各項目の達成水準を上回った。また、例年実施している災害訓練に加え、
内閣府主催の大規模地震時医療活動訓練・近畿地方ＤＭＡＴブロック訓練に
参加し
関係省庁や近隣病院との連携を強化できた事を踏まえ、「Ⅳ」とする。
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・造血幹細胞移植セミナーおよびワークショップを9回開催（参加者合計328名）した。
・研修では、医師4名、HCTC4名を長期研修で受け入れ、新たに医師15名、看護師14名、ＨＣＴＣ4名、理学療法士2名、臨床検査技師2名の短期研修を受け入れた。
・造血幹細胞移植を４４件実施した。
・骨髄バンクの骨髄採取22件、末梢血幹細胞採取6件実施した。
・移植相談は30件実施し、セカンドオピニオン24件実施した。
・がん診療委員会にてキャンサーボードの取組み推進に関する協議がなされ、各診療科へ調査を実施した。
・薬剤師外来の対象診療科を順次拡大し、全診療科を対象とした薬剤師外来を運用した。
・がん相談支援センターにおけるがん相談業務において両立・就労支援体制強化策として大阪産業保健総合支援センター・大阪府社労士会と連携を図った。

＜達成水準に対する実績＞
・造血幹細胞移植セミナーの開催（年間3回以上、のべ100人以上）：328％（9
回、328名）
・造血幹細胞移植件数（35件以上）：126％（44件）
・骨髄バンク幹細胞採取（20件以上）：140％（28件）
・移植相談、セカンドオピニオン（15件以上）：360％（54件）
・キャンサーボードの運用に関する下部組織の設置：がん診療委員会にて協
議済
・全診療科を対象とした薬剤師サポート外来の設置：実施済

（補足）
・各項目で達成水準を大幅に上回っていることから、「Ⅳ」評価とする。
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≪参考≫第二期中期計画業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目 第二期中期計画[達成水準] 第二期中期計画取組実績 第二期中期計画自己評価の判断根拠

【若手研究者養成等】
大学院教育の環境整備として、学位取得後のキャリアパス形成支援のた
め外部資金を活用した若手研究者の育成支援などの具体的支援を図る。

[中期計画の達成水準]
・リサーチアドミニストレーター育成
文科省事業「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）」の採択を目指す。
・研究者実習制度等の実施

【研究者の支援・環境改善】
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。

[中期計画の達成水準]
・(再掲)若手研究者育成の具体策の実施(リサーチアドミニストレーター、
研究者実習制度等)
・設備改善や勤務制度など具体的な女性研究者支援策の実施
・女性研究者及び若手研究者支援のための補助金への応募
・JST女性研究者支援の補助金の応募を検討
・若手研究者支援のためのテニュア・トラック制度の補助金の応募を検
討。（JSTが国に予算要望中）
・特定研究奨励費のあり方について検討・改正
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・リサーチアドミニストレーター育成、文部科学省事業「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
ついては、同事業補助金に申請したが不採択（H24）になり、その後、公募がなくなったため大学独自にURAセンターを設置し、ＵＲＡを育成した（H27～）。
・ＵＲＡセンター等による若手研究者の育成については、「日本学術振興会特別研究員申請支援」としての公募説明会の実施（Ｈ28～）、科研費採択率向上に向けての申請
支援等を実施した。
・外部資金を活用した若手研究者の育成支援については、様々な補助事業に申請し採択を受けたことで具体的な育成を行った。
　　・「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に採択された（（文）Ｈ23・Ｈ24、（理）H26～H28）。
　　・文部科学省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」に採択された（H24～H28）。
　　・文部科学省：博士課程リーディングプログラム「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム」に採択された（Ｈ25～）。
　　・ふるさと寄附金を財源として、優れた研究業績を上げた若手研究者を表彰することを目的に『「グローカル人材育成事業」南部陽一郎記念若手奨励賞』を創設した
（H29）。
・文部科学省省補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」では、代表機関である本学と大阪府立大学、兵庫県立大学の公立三大学において、高度な研究能力を持つポ
ストドクターが「イノベーションへの志」を身に付けて産業界の多様な場で活躍する流れを共同で創りだすことによって、地域貢献型高度人材養成の好循環を目指す取組を実
施した。
・具体的には、大学院キャリア形成論や大学院キャリアデザイン実習のキャリア教育科目等の開講や企業との交流会の実施、長期インターンシップ、コーディネーターによる
相談等になる。
・その結果、事後評価においては、「三つの公立大学が密接な連携のもとに事業を進め、綿密に練られた意欲的な取組を実施し、初期の目標を超える実績を上げたことは高
い」との評価コメントとともに、すべての項目（実績等、システム構築・運営、インターンシップ、意識改革、実施体制、今後の進め方）においてS評価を受けるとともに、総合評
価でもＳ評価を受けた。
・補助期間終了後（H29）も独自予算により、大学院博士・修士人材やポストドクターへのキャリア形成支援を継続した。
・特に授業科目については、大学院共通教育科目の「学問・大学と社会―大学院キャリア形成論」および「大学院キャリアデザイン実習」(新規開講)、「グローバル経営特論」
とし、正規カリキュラム化を図った。
・文学研究科の博士課程修了者を対象に、大学教員養成プログラム（プレFD）の一環として文学部専門科目の一部授業を非常勤講師として担当する「大学教育授業実習制
度」を実施し、大学教員としてのキャリア形成を行うための基礎的スキルについて指導した。

・その他の研究科においても、大学院生を含む若手研究者を養成するために、研究活動に必要な資金や設備・施設、制度等を充実させた。

＜達成水準に対する実績＞
・リサーチアドミニストレーター育成：実施済
・文部科学省事業「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）」の採択を目指
す。：方針変更
・研究者実習制度等の実施：実施済

(補足)
・一部計画を変更しましたが、計画の主旨を満たしていると自己評価した。
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※リサーチアドミニストレーター（ＵＲＡ）については、No47を参照。
※若手研究者の育成および研究者実習制度等については、No8を参照。
・教職員が働きやすい環境整備の実現を目指し、理事長以下役員全員が宣言書のとおり「公立大学法人大阪市立大学　イクボス宣言」を行った。（H28）
・設備改善や勤務制度など具体的な女性研究者支援策の企画・実施することで、女性研究者比率が13.2％（H24）から16％（H28）まで増加した（H24～H29）。
　　・女性研究者支援室を開設し（H24）、研究支援員を配置した（H25）。
　　・女性研究者ネットワークシステム（SNS・研究支援員人材データベース）を構築し、運用を開始した（H25）。
　　・「ワーク・ライフ・バランスに係るアンケート調査」（年1回）を実施した（H25～H27）。
　　・女性研究者への啓発・研究力向上のためのシンポジウム・セミナーを実施している（H25～）。
　　・「女性研究者表彰制度[岡村賞]」を実施（年1回）している（H26～）。
　　・専用サイト上に「女性研究者ロールモデル」を掲載（男性研究者3名を含む計14名）している（H26～）。（H27～「ロールモデル集」を発行している）
　　・メンター制度を開始し、医学部附属病院院内保育所（病児保育「たんぽぽ」）の利用者を全学教職員対象に拡大した(H27～）。
　　・相談窓口事業を実施するとともに、育児・介護リーフレットを発行した（H27～）。
　　・保育サポート事業（保育料利用料補助）を開始した（H27～）。
　　・大阪府立大学、羽衣国際大学、大阪教育大学と共同利用を開始し、支援室だより（vol.１～５）を発行した（H27～）。
　　・厚生労働省より「くるみん」に認定された（H27）。
　　・「女性研究者国際懇談会（H28年度＝1回・H29年度＝2回）」および「女子中高生のための関西科学塾（年1回）」を開催している（H28～）。
　　・ 「ふるさと寄附金」を財源として、女性研究者短期留学助成（2名）および女性研究者外国論文校閲・翻訳助成（3名）を実施した（H29）。
・JST「女性研究者研究活動支援事業（一般型）」に応募し採択された（H25）。
・JST「ダイバーシティ研究環境実現イニシアティブ（牽引型）」に応募し採択された（H29）。
・JST「テニュア・トラック普及・定着事業」に応募し採択された（H25）。
・テニュアトラック普及・定着事業の後継事業である卓越研究員制度を活用した。
　(H28年度：3ポスト提示　H29年度：3ポスト提示)
・戦略的研究の制度を一本化し、特定研究奨励費は若手研究者向け種目の「若手研究」として募集を行い、研究費を配分している（H24～）。
・教育、研究及び産学官連携の発展に結びつけることを目的として、クロスアポイントメント制度を導入した。

＜達成水準に対する実績＞
・(再掲)若手研究者育成の具体策の実施(リサーチアドミニストレーター、研
究者実習制度等)：実施済
・設備改善や勤務制度など具体的な女性研究者支援策の実施：実施済
・女性研究者及び若手研究者支援のための補助金への応募：実施済
・JST女性研究者支援の補助金の応募を検討：実施済
・若手研究者支援のためのテニュア・トラック制度の補助金の応募を検討。
（JSTが国に予算要望中）：実施済
・特定研究奨励費のあり方について検討・改正：実施済

各年度の最終評価
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅲ Ⅲ

Ⅱ Ⅲ

Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅳ

各年度の最終評価
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅲ ⅣⅢ Ⅳ Ⅲ Ⅲ
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≪参考≫第二期中期計画業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目 第二期中期計画[達成水準] 第二期中期計画取組実績 第二期中期計画自己評価の判断根拠

【理学部附属植物園】
理学部附属植物園は、学部領域を超えた全学的視点による研究会や公
開講座、市民や学外有識者も交えた公開イベント等を実施する。あわせ
て、関係機関や関連施設(市立自然史博物館等)とも連携し、都市の環境・
緑化政策に貢献する。

[中期計画の達成水準]
・全学的視点でのフォーラム等の開催
・市民イベントの充実
・大阪市関係局との連携（環境・緑化の政策提言等）

【都市健康・スポーツ研究センター】
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。

[中期計画の達成水準]
・健康・スポーツアカデミー拠点施設の整備
・サクセスフルエイジングinおおさかの展開(健康関連講演会、市民の健康
測定イベント等)
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・ 植物園改革の取組みについては、厳しい財政運営の中で、植物園の存在意義の確認と新たな展開に向けた改革の方向性を検討するため、平成25年7月に植
物園改革検討委員会を設置し、平成27年3月に『植物園基本構想への提言』により、①森の植物園に特化する、②情報発信を強化する、③業務運営体制の抜
本的な見直し、④借地問題への対応の4つの改革の方向性が示され、植物園運営会議により、改革の進捗確認を行った。
（提言に基づく改革の実績）
・ 借地料の見直し（これまでの契約にとらわれず、持続可能な適正な借地料に向け交渉を重ね平成25年度借地料5,435万円を29年度2,390万円に削減）
・ 熱帯温室の廃止（熱帯温室内の植物資源は園内研究温室及び咲くやこの花館、京都府立植物園へ移設を行い熱帯植物の資源保守と植物園連携を図った。
・ 作業部門の業務改善を実施。学術専門業務、地域貢献・情報発信等園運営業務、維持管理業務の3層構造に転換し、業務の効率化、高度化を図った（ガイド
ツアー参加者の倍増（29年度2,100人）
・ 地域貢献においても、新たな取組みを推進した。
①平成24年度からナラ枯れ研究会を植物園主催で立ち上げ、大阪府、交野市、枚方市、環境NPO、森林ボランティア、緑化事業者、学生などの参加のもとその
対策や地域における発生状況などの情報交換を行い、ナラ枯れ対策の研究成果を普及した。近隣のナラ枯れ被害が減少に転じたことを受け、ナラ枯れ研究会
の経験を生かし、新たな視点で平成29年度から「里山を考える研究会」として発展継続し植物園の研究成果を広く地域に広めている。
②平成30年3月30日に植物園の地元の交野市との連携協定を締結。植物園を活かした健康福祉の増進、環境保全と教育振興、地域の活性化に貢献する。
・植物園運営会議の定例開催（改革の推進とPDCAを確認するため、27年度より『植物園運営会議』を開催し、改革の進捗状況について確認している）
・全国植物園協会総会の誘致を行い、平成29年度第52回全国植物園協会総会を杉本キャンパスで開催した。総会には植物園協会総裁の秋篠宮殿下のご臨席
を賜り、大阪市長、全国植物園協会会員参加のもと植物園相互の連携を図った。
・植物園市民講座「私たちの生活と植物」を開講し、毎年２回の講座を実施した。
本講座では、工学研究科、医学研究科、文学研究科等の教員を講師として迎え（全学的な講師陣により）、「環境・健康問題と植物」、「文化と植物」などをテーマ
にした講義を提供した（Ｈ24）。
・地域連携センター主催の「キャンドルナイト」（連携イベント）を共催し、入園無料を実施した（本イベントは、交野市主催の「かたのカンブァス：森のクリスマス
パーティ！！」との同時開催）。入園者は3000名を超えた（Ｈ25）。
・都市研究プラザと連携して、大阪市立大学国際学術シンポジウム「包摂的創造都市と文化多様性」に協力した（園長の講演、エクスカーションの受け入れ、およ
び交野市長などの来賓を交えてのワークショップの実施）（Ｈ26）。
・植物園教員を中心に大阪市立大学国際学術シンポジウム「植物と人間の共生―都市の未来を考える」を企画し、杉本キャンパスおよび大阪市自然史博物館
で実施した。本シンポジウムでは、本学の理学研究科、工学研究科、医学研究科、都市研究プラザの教員が演者として参加し、国内外の招へい研究者を交え
て、都市環境政策に対する本学のこれからの取り組みなどについて議論した。二日間で、一般市民を含め、延べ304名が参加した（Ｈ29）。
・開園６０周年記念事業として、公開講演会（森の植物園への招待）（H26）、観察会を４回実施した（H26、Ｈ27）。講演会の演者および観察会の講師として他大
学・研究施設の教員・研究員を招いた。
・特別夜間開園を実施した（「夜咲熱帯スイレンの観察（Ｈ24～）」、「桜山の枝垂れ桜ライトアップ（Ｈ25～）」）。また、花ハス観察のための早朝開園を実施した（Ｈ
27～）。
・多くの特別展示を実施した（７件）。特に「私たちの住んでいる地域の絶滅危惧植物」はテレビで報道されるなど高い評価を得た（Ｈ27～）。
・教員が講師を務める観察会を毎年５件以上実施した。
・毎年、みどりの日を入園無料にした（日本植物園協会協賛事業)（Ｈ26～）。また、関西文化の日（２日間）を入園無料にした（関西元気文化圏推進協議会協賛
事業）（Ｈ27～）。
・毎年、交野市「天の川七夕祭り」（織姫の里まつり協議会）を協賛して夜間開園（入園無料）を実施した（H25～）。
・交野市などと共催した講座・観察会を数多く実施した。また、植物園を利用した市民団体などのイベントを数多く後援した。
・大阪市立自然史博物館と連携して、生きている化石「メタセコイア」－化石発見75周年・生存発見70周年記念事業（講演会、観察会、展示会）を計画した
（H27）。本計画は、大坂市博物館協会・大阪市立大学包括連携協定に基づく企画として実施した（H28）。
・大阪市立大学国際学術シンポジウム「植物と人間の共生―都市の未来を考える」（上記）は、大阪市自然史博物館の協力のもと企画実施した（H28）。また、シ
ンポジウムに大阪市・大阪府の環境・緑化政策に関係する行政担当者を招待し、行政との意見交換と交流を図った。

＜達成水準に対する実績＞
・全学的視点でのフォーラム等の開催：実施済
・市民イベントの充実：実施済
・大阪市関係局との連携（環境・緑化の政策提言等）：実施済

(補足)
・日本植物園協会大会、大阪市大国際学術シンポジウム等を実施すること
により、全ての取組課題について、当初の計画を上回る成果を得ることがで
きた。
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＜研究について＞
・H27より都市健康･スポーツ研究センターの全教員が都市防災教育研究センター研究員を兼任し、災害対応に関する避難体力等の研究に取り組んでいる。
・H27大阪市立大学戦略的研究基盤研究において、「都市部の子どもの体力を向上する身体活動量および生活習慣」についての研究に取り組んだ。
・H28大阪市経済戦略局委託事業として「市民のスポーツ実施率向上のための調査研究」に取り組んだ。
・H28スポーツ庁補助事業「スポーツによる地域活性化推進事業（スポーツを通じた健康長寿社会等の創生）」において、市民の身体活動量に関する調査研究に取り組んだ。
・H28大阪市立大学戦略的研究基盤研究において「日常生活活動―身体活動量リンクの活用による市民の健康寿命の延伸効果」 についての研究に取り組んだ。
・H28大阪市立大学戦略的研究基盤研究において、「高齢女性の身体トレーニングによる排便状況ならびに腸内環境の変化と運動継続意欲との関連」に関する研究に取り
組んだ。
・H28大阪市立大学戦略的研究重点研究において、「公立大学防災センター連携によるコミュニティ防災システムの構築」に関する研究に取り組んだ。
・H29大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進研究において、「都市部住民のアクティブヘルスライフを創出する都市居住・生活環境に関する調査研究」に取り組
んだ。
・H29大阪市立大学知と健康のグローカル拠点事業推進研究 において、医学研究科と連携し、「歩くだけで足腰の疾患を早期診断できるDiagnostic aisleの開発」に関する研
究に取り組んだ。
＜事業について＞
・健康・スポーツアカデミー拠点施設として、連続血圧計測定装置（H27～H28）、力学的動作計測装置（床反力計）（H29）、歩行動作計測装置 （H29）等を整備した。
・健康・スポーツアカデミー拠点充実に向けた取り組みとして、新たな実践的活動として住吉区スポーツセンターとの連携（H25～）を図り、市民における健康の保持・増進なら
びにスポーツの振興に寄与してした。
・大阪市経済戦略局スポーツ部と包括連携協定（H28～）を締結し、市民を対象とした実践的活動を通したスポーツ振興事業を推進した。
・タイ王国のチュラロコン大学スポーツ科学部との部局間協定（H28～）を締結し、国際交流に積極的に取組んだ。
・大阪市との連携協定（H29年度～）に基づき市民の生活活動量に関する調査研究事業を開始した。
・大阪府立大学の関連教員を健康・スポーツアカデミーの委員に加え（H29～）、健康・スポーツアカデミー拠点の充実を進めた。
・「サクセスフルエイジングinおおさか」等の取組みにより、公開講座および受講生数が飛躍的に増加した。

＜公開講座　開催数（公開講座および実践的活動件数／受講者数）＞
H23：  5件（   147人）　　H24： 5件（    406人）　　H25：12件（  803人）
H26：12件（   842人）　　H27：14件（1,230人）　　H28: 30件（1,491人）
H29：35件（2,747人）

＜達成水準に対する実績＞
・健康・スポーツアカデミー拠点施設の整備：実施済
・サクセスフルエイジングinおおさかの展開(健康関連講演会、市民の健康測
定イベント等)：実施済

各年度の最終評価
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅳ Ⅳ Ⅳ ⅣⅢ Ⅲ

各年度の最終評価
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅲ Ⅲ Ⅳ ⅣⅢ Ⅳ
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≪参考≫第二期中期計画業務実績　自己評価Ⅳの項目一覧

項目 第二期中期計画[達成水準] 第二期中期計画取組実績 第二期中期計画自己評価の判断根拠

【広報戦略】
広報戦略会議を中核として、より効果的に情報発信するための仕組みを
構築する。学長記者懇談会をはじめ、様々な形でメディアへの情報発信を
行う。

[中期計画の達成水準]
・戦略的な広報活動の年間計画を策定
・学長、研究科長記者懇談会の定期実施
・情報媒体の効果的な発信（各種、紙媒体の集約発行等)

【防災対策の充実　】
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。

[中期計画の達成水準]
・自衛消防隊の再編
・災害対策本部の業務分担見直し
・災害シュミレーション訓練の実施など防災訓練の充実

【卒業留学生組織】
卒業後も本学との交流を継続して行うことで優秀な留学生の獲得を推進
するとともに、国際的に本学や大阪・関西圏への支援強化を図るため、卒
業留学生のネットワーク体制を構築する。

[中期計画の達成水準]
・上海を拠点とした中国人卒業留学生のネットワーク化
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・大阪市上海事務所、大阪市政策企画室、大阪国際経済振興センター（IBPC）等と協議し、大阪市上海事務所に本学上海リエゾンを設置した。
・上海リエゾンには現地職員を配置し、新規同窓会員の開拓、同窓会活動の支援を行い、卒業留学生（約120名）と上海在住の一般卒業学生（約60名）により構成されるネッ
トワーク体制を構築した。
・「国際交流アドバイザー」制度を創設し、中国・上海、タイ・バンコク、インドネシア・ジャカルタ在住の本学卒業生を国際交流アドバイザーに各地域ごとに選任し、協力体制の
構築を図るとともに、各地域にホームカミングデー（同窓会）の開催など協力体制の構築を図った。
・チュラロンコン大学内にタイ拠点（OCUバンコクオフィス）を設置し、ホームページの開設や関係機関への情報提供を行った。
・卒業留学生のネットワーク体制が構築されたことにより、中国・上海における就業体験の実施、東アジア都市対話フォーラムの開催、上海市教育委員会からの招待を受け
て中国国際工業博覧会への出展、日中友好交流記念の学術交流会の開催（大阪府立大学と共同）や優秀な外国人留学生が獲得できた。

＜年間留学生総数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数）＞
H23：348人　　H24：343人　　H25：359人
H26：425人　　H27：434人　　H28：437人
Ｈ29：404人

＜達成水準に対する実績＞
・上海を拠点とした中国人卒業留学生のネットワーク化：実施済
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・各部局からの情報収集の仕組みや情報発信のノウハウ共有など有機的な連携が著しく進み（～Ｈ27）、年間計画を立て、目標や重点広報テーマを定めた戦略的活動を実
施した（Ｈ28～）。
・他大学の戦略的な広報の取組みを調査したことにより、新たな視点やノウハウを獲得することができ、広報戦略の立案に役立てた。
・広報戦略としては、情報発信の数量目標の設置と達成努力を行うステージから、量だけではなく質を高めて効果的なタイミングで発信する方向へと移行した（Ｈ29）。また発
信ばかりではなく、インナーブランディングや広聴の機能をより高める方向にも取組みを拡大させ、年間広報活動計画の中に位置づけて着実な進捗をはかった（Ｈ29）。
・学長、研究科長記者懇談会については、年間２回の学長記者懇談会に加え、研究科ごとやテーマごとの記者懇談会・勉強会も実施し、メディアから多くの関心を得た。
・ターゲットを意識した広報誌を定期的に発行することで、情報を効果的に発信した。また、新学長就任時等にはイレギュラーで増刊号を発行し、積極的な情報配信に努め
た。
・その他にも、リーフレット、マップ付きクリアフォルダー、植物マップや各種チラシなど、用途に応じた仕様の制作物をタイムリーに作ることで、本学や本学のイベント等の魅力
を高めることに貢献した。
・広報の様々な取組については、外国メディアを招いて関西エリアで実施されたプレスツアーでも紹介され、外国メディアでも紹介された（H26)。

＜プレスリリース件数＞
H24：86件　H25：80件　H26：97件　H27：116件 H28：127件
H29：142件

＜学長記者懇談会/特定学部記者勉強会＞
H24：2回　H25：1回　H26：2回　　H27：3回　H28：3回　H29：4回
※平成26年度は新大学推進会議後の学長による記者レクを含めると4回開催。

＜広報誌の発行＞
H24：2回  H25：2回　H26：3回　H27：3回(日本語版3, 英語版2) H28：4回(日本語版3, 英語版3) 　H29：5回（日本語3回, 英語2回）

＜記事掲載件数＞
H22：81件　H23：322件　H24：347件  H25：374件　H26：681件
　
＜ＴＶ等放映＋記事掲載数（うち記事掲載件数）＞
H27：1,408件（1,111件）  H28：1,178件（894件）　H29：1,223件（925件）

＜達成水準に対する実績＞
・戦略的な広報活動の年間計画を策定：実施済
・学長、研究科長記者懇談会の定期実施：実施済
・情報媒体の効果的な発信（各種、紙媒体の集約発行等)：実施済
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・自衛消防隊については、学内組織の再編に合わせて、毎年実施している。
・災害本部の業務分担を見直し（H24～H27）、災害対策本部マニュアル（H25～）、災害対策マニュアルの改訂に合わせて学内に周知した。
・防災訓練については、学生・教職員の防災意識が醸成され、毎年約4,000名が参加している（Ｈ24～）。
・住吉区役所や地域町会と連携した訓練の実施や大阪880万人訓練、住吉区の災害時避難所開設訓練に参加するなど、地域の防災拠点としての役割を担うべく、多角的に
訓練を実施した。
・基礎的な災害シュミレーション訓練を実施した（H24）。
・緊急時一斉放送設備の導入（H24）、災害用の井戸採掘（H24）、学生・教職員の安否確認システムの導入（H26～）や防災マニュアルの作成、防災パネル展示、防災管理点
検等の取組みを実施した。

＜防災訓練参加者数＞
H23：約4,000名　　H24：約4,000名　　H25：約4,000名　　H26：約4,000名
H27：約4,000名　　H28：約4,000名　　H29：約4,000名

＜達成水準に対する実績＞
・自衛消防隊の再編：実施済
・災害対策本部の業務分担見直し：実施済
・災害シュミレーション訓練の実施など防災訓練の充実：実施済

各年度の最終評価

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅲ Ⅲ Ⅲ ⅢⅢ Ⅲ

各年度の最終評価

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

各年度の最終評価

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

Ⅲ Ⅲ Ⅲ ⅢⅢ Ⅲ
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