
　
資料３－１（１）

第一期中期目標期間業務実績報告書に関する
法人の自己評価の妥当性の確認一覧

平成24年8月31日
評価委員会
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

１１ ・社会情勢の変化など
に応じて学部第2部（夜
間課程）のあり方につ
いて検討を行う。

・平成19年度に「学部第2部あり方検討委員会」を設置し2年にわたる議論を
踏まえ、平成20年10月に平成22年度からの募集停止を決定した。決定後速
やかにホームページで公表し学生に対する説明会も実施した。
・決定どおり22年度からの募集停止を実施し、それに伴い社会情勢に応じて
新たな社会人教育を展開していくこととし、平成21年度から順次、長期履修
学生制度や社会人特別選抜等を実施するとともに、昼間就労を余儀なくされ
ている学生への支援として、関係学部の平成22年度入学生より第2部の経過
授業を活用して夜間等の履修支援措置を実施している。

Ⅳ

[事前評価]
Ⅳ

昼間就労を余儀なくされて
いる学生への支援として夜
間の履修支援措置がとら
れているが、これは継続さ
れるのか、経過措置期間
中のみか。

第二部の募集停止に伴い、第一部に入学した学生であり
ながら昼間就労を余儀なくされている学生に対し、夜間の
授業を活用して単位修得し、卒業できる仕組みづくりをし
た。しかしながら、現在に至るまで実質的なニーズは皆無
であること、また、第二部を募集停止して今年が4年目とな
ることから、第二部学生が基本的には全員卒業していくこ
とから、留年生への授業枠の確保の必要性と併せて今後
の検討課題としている。

社会人学生の受入れが２部を廃止したことに伴い、減尐し
ているが、大学院生については維持されている。体制整
備は実施されていることから評価については「中期計画を
上回って実施した」と判断する。

第１回評価委員会において「中期計画を上回って実施し
た」とのご判断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

18 （22年度以降の中期計
画）
・経営学研究科の社会
人特別プロジェクトや経
済学研究科の社会人
を対象とした大学院教
育の実績を踏まえ、高
度専門職業人の育成
をめざし、より専門性の
高いコースの設置など
により社会人教育の充
実を図る。

＜経営学研究科＞
・社会的ニーズや近畿圏の社会人大学院の動向ならびに教員の教育体制を
見据えつつ、平成21年度より研究テーマを「医療・福祉イノベーション経営」
として5年間固定し、募集を行うことにした。学生募集をおよび実務家非常勤
講師の選定にあたり、大阪府病院協会、大阪府私立病院協会、大阪府看護
協会、大阪府社会福祉協議会の協力を得て、医療、福祉分野で実務経験を
持つ人を募り、実務経験者等を交え、科学的・実践的な医療・福祉経営モデ
ルのあり方を研究した。

・出願者／入学者
　21年度）　15名／13名
　22年度）　17名／12名
　23年度）　26名／15名
　24年度）　15名／12名

＜経済学研究科＞
・入学試験については新制度を導入し、社会人を対象とした大学院の実績
は着実にあがっている。

・社会人大学院生数
　17年度）　7       18年度）　9
　19年度）　8       20年度）　8
　21年度）　6       22年度）　3
　23年度）　3

Ⅲ

[事前評価]
Ⅲ

18-1　評価Ⅳは妥当だが、
18-2は評価Ⅱのため全体
として評価Ⅲは妥当であ
る。

ご意見のため回答なし。 異議は特になし。 第１回評価委員会において「中期計画を十分に実施した」
とのご判断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

75 ・都市研究プラザを設
置し、都市に関する問
題を、研究科を超え、
学際的・多角的にまた
国際的な規模で研究
し、成果を公表する。

・平成18年度
　都市研究プラザを開設し、関係規定の整備、基礎的な施設整備を行った。
　開設記念シンポジウムの機会を活かし、海外研究者で構成される「URP
International Advisory Board,IAB」を発足させた。
　大型研究資金獲得のためプロジェクトチームを組織し、活動を開始。
・平成19年度
　文部科学省グローバルCOE(19～23年度事業。以下「G－COE」と記す)に
採択される。同年９月より活動を開始。国内外より若手研究者を公募・採用
し、グローバルな研究活動を展開。
・平成20年度～平成21年度
　G-COE研究体制を若手研究員、研究スタッフ、研究補助者等約150名で
構成し、海外サブセンター7か所、大阪市域7現場プラザを設置して、研究活
動を行い、多岐にわたり研究成果の公表を行う。
　平成21年度には日本学術振興会によるG-COE中間評価が実施され、国
際的な公募により若手研究員を採用するこれらの制度は、ユニークな人材育
成方式として、高評価を受けた。
・平成22年度
　プラザを編集拠点とする国際学術ｼﾞｬｰﾅﾙCCSをエルゼビア社から発行。
内外の注目を集め、高い評価を受ける。本学のステータス向上に寄与。
　大阪国際交流センターと共催し、「都市の世紀を拓く」をテーマに、国際ラウ
ンドテーブル会議を毎年継続開催していくことを決定。国内外から都市研究
者を招き、第1回の国際シンポジウムを開催し、内外に研究成果を公表。
　文部科学省「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」(平
22～24年度事業。以下「頭脳循環プログラム」と記す)に採択される。国内外
より若手研究者を募集、海外派遣を行う。
・平成23年度
　国際ｼﾞｬｰﾅﾙCCSをユネスコと連携するなど順調に継続発行。その学術的
基盤となるAUC国際学会の設立に向け、準備活動を行う。第2回ラウンドテー
ブル会議の国際シンポ"「災害後社会とアーツによる地域マネジメント」を開
催、東日本大震災の復興支援に寄与。次年度に向け、G-COE終了後を見
据えた事業方針を検討。

Ⅲ

[事前評価]
Ⅳ

事前評価から評価がか
わった項目について、全般
的に説明してほしい。

・平成18年4月の都市研究プラザ設立以来、平成19年度
のグローバルCOE採択、平成22年度には新国際学術誌
CCS（City, Culture and Society）を創刊するなど、国際的
な規模で成果をあげており、事前評価では自己評価「Ⅳ」
としてきたが、第一期中期計画終了にあたり、以下の理由
により「Ⅲ」の評価に変更を行った。
①国際学術誌CCSの継続・発展の要であり、その学術基
盤となる国際学会AUC(The Association for Urban
Creativity)設立について、平成23年度中が達成目標で
あったが、東日本大震災などの影響により平成24年7月の
設立となった。
②平成23年度の年度計画において、グローバルCOE事
業終了後の事業方針を決定し、新たな外部資金獲得をは
じめ第二期中期計画に向けた諸活動を準備するとしてき
たが、平成24年度以降の事業見通し（特に、組織・財政基
盤）がたっていないことにある。

グローバルCOE事業終了後も引き続き事業を実施する
が、特に財政面では平成24年度以降は単年度ごとの検
討にならざるを得ないという、法人回答をふまえ、「中期計
画を十分に実施した」と判断する。

第１回評価委員会において「中期計画を十分に実施した」
とのご判断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

第一期中期目標期間業務実績報告書に関する法人の自己評価の妥当性の確認一覧

Ⅰ-２．研究に関する措置

Ⅰ-１．教育に関する措置
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

・G-COE協議会開催回数
 19)9  20)13  21)12  22)13  23)13

・G-COE若手研究者の応募者数（採用者数）
19) 計66名（計39名）　20) 計43名（計36名）
21) 計41名（計34名）　22）計31名（計23名）
23）計20名 (計16名）

・頭脳循環若手研究者の応募者数(採用者数)
22）計3名（計3名）　23）計8名（計7名）

・「文科省科研費」取得件数
18) 1件　 19) 4件　　20) 14件
21) 14件　22) 16件　 23) 21件

・平成18年度
　「URP DOCUMENT」(報告書)の形態で、研究成果を継続発刊。研究発表
の場として「PLAZA WEEK」を開催。
平成19年度
　平成17・18年度の研究成果をまとめ、報告書として公表。G-COE採択を機
に「編集委員会」を設置し、刊行物等の定期発行・質の向上などを統括し、
「URP GCOE DOCUMENT」「URP GCOE REPORT SERIES」「ニューズレ
ター」として発行。
・平成20・21年度
　定期刊行物の制作・編集。
・平成22年度
　国際ジャーナルCCSを創刊。定期刊行物の制作・編集。
・平成23年度
　国際ジャーナルCCSの継続発行。定期刊行物の制作・編集。

・ドキュメント等の発行部数
 (D=ドキュメント、R=レポート、N=ニューズレター）
18) D1+R2   　19) D2+R2  　 20) D2+R3+N4
21) D2+R4+N4  22) D1+R4+N4  23) D6+R4+N4

・URP・G-COE編集委員会の開催状況
19) 12回 　  20) 14回  　21) 15回
22）11回   　23) 13回

・平成18年度
　国際シンポジウムの開催
　海外研究者招聘
・平成19年度
　国際シンポジウムの開催
　海外研究者招聘
　海外大学との部局間協定締結
・平成20年度
　国際シンポジウムの開催
　海外研究者招聘
　海外大学との部局間協定締結

・平成21年度
　国際シンポジウムの開催
　海外研究者招聘
　海外大学との部局間協定締結
　CCSプロモーションを主眼に海外研究拠点歴訪
・平成22年度
　「都市の世紀を拓く」をテーマに、国際ラウンドテーブル会議を継続的に開
催することを決定し、第1回国際シンポを開催。
　国際的イベントの開催
　台湾大学と部局間協定締結
・平成23年度
　第2回ラウンドテーブル会議／国際シンポの開催
　国際的イベントの開催

・国際シンポ開催回数(共催含む)
18) 2回開催　　19) 4回開催　20) 5回開催
21) 10回開催　 22）16回開催(イベント含む)
23）11回開催(イベント含む)

・海外大学相互交流協定等
19）1件  20）5件  21）2件  22）1件
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

・平成18年度
　海外研究者で構成される「URP International Advisory Board,IAB」を発足さ
せた。
・平成19年度
　香港において開催
・平成20年度
　メルボルンにおいて開催
・平成21年度
　ソウルにおいて開催
・平成22年度
　日本(大阪国際交流センター)において開催
・平23年度
　国内外でのイベントで随時(持回り)開催
　
18)　諮問委員の委嘱・承認
19)　諮問委員会の設置　1回開催
20)　諮問委員会　1回開催
21)　諮問委員会　1回開催
22） 諮問委員会　1回開催
23） 諮問委員会  随時(持回り)開催

97 ・研究成果の外国語に
よる情報発信を増加さ
せるほか、ホームペー
ジにおいては海外から
のアクセスに対して魅
力のあるコンテンツの
充実に取り組むなど、
国際的な観点から情報
発信する。

・英語版ホームページの随時点検・見直し、留学を志望する外国人向けによ
り詳細な情報の提供、英語版大学案内冊子、大学案内DVD(英語版)の作成
などにより世界各地域に向けて情報発信している。
・研究者要覧の定期作成やデータベース化を推進するとともに、記載内容の
英文表記を勧奨している。

Ⅲ

[事前評価]
Ⅳ

事前評価から評価がか
わった項目について、全般
的に説明してほしい。

・英語版ホームページや英語版大学案内冊子、大学案内
DVDは早期段階(事前評価時点)で完了しており、平成23
年度には中国語版の大学案内冊子・DVDも作成したが、
研究者要覧(研究者データベース)では機能として英語版
も備えているものの、入力状況の改善に関しては今後の
課題となっているため、総合的な自己評価として「Ⅲ」とし
た。

研究者データベースの入力状況について、全体としては
高い入力率だが、英語版だけでみると約１割にとどまって
おり、今後入力率の上昇に向け取組む必要があるとの法
人からの説明により「中期計画を十分に実施した」と判断
する。

第１回評価委員会において「中期計画を十分に実施した」
とのご判断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

毎年英文大学案内冊子を作成し、海外からの研究者や学生に配布するとと
もに、ホームページにも掲載して情報発信に努めている。
・平成23年度には、英語版大学案内冊子の内容を見直し、コンパクト化を図
るなど全面リニューアルを行った。
・平成23年度、中国語版大学案内冊子を新たに作成した。
・ 外国人研究者の宿泊施設であるゲストハウスの詳しい情報を英語版ホーム
ページに掲載するなど、ホームページの内容を随時見直すとともに、平成23
年度には英語版ホームページの掲載内容について、ニュース情報の更新や
カテゴリー分けの見直しなどの内容の充実に努めた。
・平成22、23年度、上海で開催された中国国際工業博覧会において、本学
教員の研究成果をポスター展示するとともに、中国語版大学案内冊子の配
布や中国語版大学案内DVDの放映による情報発信を行った。

・英語版大学案内冊子作成部数
17)　1200部　　　　18)　1000部
19)　1000部　　　　20)　1000部
21)　1000部　　　　22)　1000部
23） 3000部

・中国語版大学案内冊子作成部数
23） 1000部

平成18年度
　都市研究プラザのウェブページを開設
・平成19年度
　上記ウェブページに併設してG-COEウェブページを開設
　公募情報等を外国語でも配信開始。
・平成20年度
　上記二つのウェブページを統合して運用開始。引き続き公募情報を外国語
でも配信。
　ドキュメントや広報誌をWeb掲載
・平成21～23年度
　同上、継続配信
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

・アクセス数
18) 調査なし　　 19) 39,774(年度途中から調査)
20) 202,948　　　21) 765,415
22）117,979　　　23）93,796

・成果のウェブ掲載数
(D=ドキュメント、R=レポート、N=ニューズレター)
18)　　　　　　　　　19） 旧ページにアップ）
20) D5+R7+N4　　21) D2+R4+N4
22）D1+R4+N4　　23）D6+R4+N4

102 ・平成18年度より、各学
部・研究科において地
域貢献推進のための
体制を整える。

・各学部、研究科において地域貢献推進のための体制を整備し、各種の取
組を実施した。
(商)平成19年に地域貢献・高大連携窓口設置。
(文)地域貢献推進委員会を設置し、市大授業、人文選書、高大連携、オー
プンキャンパス、教員免許状更新講習などの事業について企画運営。
(理)平成20年に高大連携委員会を改め、地域貢献委員会を設置。
(工)研究科内に産学官連携推進委員会を設置、「オープンラボラトリー」を立
ち上げ、継続実施した。新産業創生研究センターの技術相談のうち多数を
担当。
(生)21年度には東住吉区と健康まちづくり事業の3カ年の事業連携を行っ
た。昭54年より継続する児童・家族相談所の取組に加え、平成17年より地域
交流室にて住居や食生活の相談も受入れ。
(医)市民医学講座を毎年10回実施。
(看)地域貢献の基本的な考え方、地域貢献の目的、地域貢献の具体的な目
標ならびに地域貢献事業については、ホームページにアップし、学内外に向
けて情報発信を開始。
(創造都市)地域貢献推進委員を設けるとともに、重点研究「創造経済と都市
地域再生」「創造都市を創造する」および「3セクター協働の地域活性化戦
略」の各プロジェクトで、大阪市北区の地域開発協議会、商業活性化協会な
どとの提携協定を通じて、地域貢献をおこなっている。
・(工)オープンラボ参加者数
　18)　343人   19)  309人    20) 284人
　21)　221人   22)  222人    23) 227人
・（工）技術相談件数
　17） 52件    18） 33件    19)　106件    20) 158件
　21)　217件  22)　データ消失（〜230件）　　23)  288件
　　(内約70%に工学部教員が寄与）

Ⅳ

[事前評価]
Ⅲ

・各学部において地域貢献
委員会のような窓口の設置
は行われているが、中期計
画が具体的でないので、Ⅲ
評価かⅣ評価か判定が困
難である。取組みのない学
部はあるのか。

・事前評価から評価がか
わった項目について、全般
的に説明してほしい。

・全研究科において、体制整備は早期に完了し、高校
生、市民、教員、地元企業等を対象に、多様な地域貢献
活動が行われている。
商）大阪ビジネスフロンティア高等学校との連携、市内専
門学校等を対象とする推薦入試実施等による高大連携の
実施。研究科の社会人プロジェクトによる大阪地域の医療
機関等の経営革新と人材育成の支援。
経済）地域貢献担当委員により高大連携の窓口等を一元
化。自治体委員を毎年20～30件。
法）学部生主体で運営する一般市民対象の「無料法律相
談」、法科大学院の教育の一環である「中小企業支援法
律センター」を実施。
文）地域貢献推進委員会により高校生対象の市大授業、
人文選書の刊行、教員免許状更新講習の企画運営等。
最近は委員会により活動を積極的に学外に発信。

理）高校化学グランドコンテスト、市大授業、出張授業、
SSH指定校の研究指導、高校教員との連携など、特に高
大連携の取組では全学で最も貢献。
工）産学官連携推進委員会により研究を地域に直接紹介
する「オープンラボラトリー」を18年以降では30回実施、参
加者述べ1606人。新産業創生研究センターによる技術相
談を18年度以降実施、23年度実績288件。
生科）児童・家族相談所、地域交流室における市民対象
の相談事業、QOLプロモーターの育成プログラムによる地
域リーダー育成事業など実施。
医・看）市民医学講座を年10回実施。
創都）地域貢献推進委員を設けるとともに、北区の協会等
と協定した地域活性化の活動など

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会において「上回って実施した」とのご判
断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

・（医）市民医学講座の開催状況
　18)  10回開催　受講者数1,840人
　19)  10回開催　受講者数1,201人
　20)  10回開催　受講者数1,361人
　21)  10回開催　受講者数1,525人
　22)  10回開催　受講者数1,541人
　23)  10回開催　受講者数1,475人

・第一期目標期間においては、地域貢献推進本部による
全学的な活動の活性化もあり、学内において地域貢献が
公立大学の重要な役割であるとの意識が定着、向上し
た。各研究科における取組みも内容、質ともに充実し、中
期計画を上回って実施したと考えている。
・第二期中期目標期間においては、(仮称)地域連携セン
ターの設置など、全学的な体制整備をさらに推進していく
とともに、各研究科においても活動の活性化を図ってい
く。

Ⅰ-3．社会貢献に関する措置
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

139 ・本学が支援してきた
国際シンポジウムを平
成18年度以降も継続的
に開催するとともに、21
世紀ＣＯＥ都市文化研
究センターの活用（海
外サブセンターによる
教員の交流や外国人
研究者の受入れなど）
を平成18年度以降一
層推進させ、国際共同
研究を推進する。

・外国からの受け入れ研究者数はコンスタントに二桁を記録している。財政的
基盤の確保については、19年度に学内競争的資金「重点研究」、20年度と
21年度に「都市問題研究」を獲得したほか、21年度には日本学術振興会の
「組織的な若手研究者海外派遣事業」に採択され、19年度からの大学院GP
の事業を国際的に展開するための基盤を形成した。
・さらに、IS(インターナショナルスクール)集中科目、IS日常化プログラムなど
で、外国人研究者を招聘し、文学研究科若手研究者の教育に参与していた
だいた。
・23年度には、はじめて、日本学術振興会「若手研究者招聘事業」プログラム
に応募し、「アジア型都市創造性を確立する学術ネットワークと研究者の育
成－文化・生態アプローチ」が採用された。本プログラムにしたがい、東南ア
ジア諸国から若手研究者を招聘し、アートパフォーマンスを実施いただくとと
もに、文学研究科院生らとの交流をおこなった。
・23年度後半、「頭脳循環」プログラムに採択されたことから、国際共同研究
は加速的に進みはじめた。

・外国人研究者受入
18）15名    19）11名　　20）12名
21）12名　　22）25名    23）29名

Ⅳ

[事前評価]
Ⅲ

事前評価から評価がか
わった項目について、全般
的に説明してほしい。

・都市文化研究センターにおけるさまざまな研究会、シン
ポジウムの開催に留まらず、「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」に採択されたことにより、
国際シンポジウムの回数、内容が充実し、加えて交流研
究者数も大幅に増加したため。

国際シンポジウム等(シンポジウムと銘打っていないが複
数の外国人が参加した研究報告会やワークショップも含
む）：
H18)6, H19)1, H20)5, H21)8, H22)12, H23)8

外国人研究者受入数：
H18)15,　H19)11, H20)12,  H21)12,  H22)25,  H23)29
　
院生・若手研究者等海外派遣:
H19)7, H20)12, H21)13, H22)37, H23)60

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会において「上回って実施した」とのご判
断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

・毎年国際シンポジウムを開催した。市民に対しても研究成果を広く還元する
ような形態を推進しており、本学独自の事業として進めている。
・平成25年度開催の国際シンポジウムについては、本学の強みを生かした全
学的なテーマで開催するべく国際化戦略本部において検討を進めている。
・平成23年度に設置した国際化戦略本部において国際化アクションプランを
策定し、国際的研究拠点である「都市研究プラザ」「複合先端機構」「都市文
化センター研究センター」「数学研究所」等を発展 させ、海外研究交流拠点
として連携を図る方策について検討を進めていくこととした。

・本学主催の国際シンポジウムの実施状況
17)　生活科学研究科（予算450万円）
18)　経済学研究科  （予算400万円）
19)　創造都市研究科（予算370万円）
20)　理学研究科    （予算350万円）
21)　経営学研究科  （予算350万円）
22)　都市研究プラザ（予算350万円）
23)  法学研究科　　（予算343万円）

153 ・平成21年4月にがん診療連携拠点病院として指定を受け、研修会の実施状
況等を含む整備状況を平成21年、22年、23年と現況報告として大阪府を通
じて厚生労働省へ提出。
・平成22年1月、平成23年2月に緩和ケア研修会を開催。
・乳がん地域医療連携クリティカルパス、前立腺がん診断連携パス、大腸が
ん術後連携パスを整備・運用した。
・肝癌の早期発見のための項目を含む肝炎専門相談パスを作成した。

Ⅳ

[事前評価]
Ⅳ

特に進捗しているのは153-
2「健康手帳エル」の作成・
配布と153-3「認知症事業」
である。153全体として評価
Ⅳは妥当と考える。

ご意見のため回答なし。 異議は特になし。 第１回評価委員会において「上回って実施した」とのご判
断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

地域医療機関との連携を強化するため年度ごとに以下の様な取組を行っ
た。

・平成18年度
紹介件数の増加を目指して、地域医療連絡室業務支援システムを自己製作
し、利用率を上げた。
 (地域医療連絡室利用件数)
17)　5,702件     18)　6,344件
19)　7,590件     20)　9,499件
21)　8,528件   　22)  7,193件     23)  7,569件

・平成19年度
疾患別の医療連携を計画するため、大阪府医療機関情報データベースを自
己製作し、医療機能に関する情報の収集に努めた。
 (登録件数)
　H19　病院 548　診療所 2,803　訪問看護ステーション 336
　H20　病院 553　診療所 3,607　訪問看護ステーション 336

・平成20年度
疾患別の医療連携を拡大するため、各種疾患に関する地域医療ネットワーク
の構築を行い、研修会等を開催した。

・平成21年度
地域のかかりつけ医との医療連携を推進するため、かかりつけ医を出発点と
する地域連携クリティカルパスを整備した。

Ⅰ-４．付属病院に関する措置
・地域における基幹病
院として、平成21年度
以降地域医療機関との
医療連携や交流を更
に積極的に展開・充実
する。特に、大阪市立
病院群をはじめとする
医療機関との診療・教
育・研究における連携
を強める。
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

・平成22年度
肝疾患の医療従事者向け研修会を6回(548名)開催した。
認知症研修会(4回)、協議会(2回)、地域事業支援(9回)を開催または実施し
た。

・平成23年度
肝疾患の医療従事者向け研修会を1回(45名)開催した。
認知症研修会(2回)、地域事業支援(4回)を開催または実施した。

・大阪市立病院群との連携
① 年1回開催の「大阪市立大学医学部関連･協力病院会議」を通じて、医療
に対する研究や研鑽等の協力関係を強化している。また、患者の病状に応
じて、病院相互の医療機器等の情報交換等も行っている。
② 大阪市事業（高齢者医療公開講座、母子保健事業検討会等）の講師派
遣や、市民病院等への非常勤医師の派遣などを行っている。
③ 市制120周年記念事業として、大阪市立弘済院附属病院と平成21年11月
15日に、大阪市中央公会堂で『第7回大阪市立大学医学部＆大阪市立弘済
院ジョイントセミナー「都市・大阪の認知症に挑む」』を開催した。

・平成17年度
病院情報誌の活用による戦略立案並びに病院情報誌第2版の発行(2200冊)

・平成18年度
三大疾患に関する診断から治療後までの解説を特集した病院情報誌第3版
を発行(1万冊)
※広告を掲載した(広告収入 約210万円)

・平成21年度
肝疾患のみをとりあげた「おおさか肝疾患診療連携ネットワーク誌Vol.1」を発
行(3000冊)
※国と大阪府の補助金により発行した。

213 ・業務執行上の安全・
衛生の確保を図るとと
もに、危険物質の保管
場所や建物等のセキュ
リティ管理体制を構築
する。

＜杉本キャンパス＞
・19年度から防火・防災訓練を実施、年々規模を拡大してきた。22年度から
は全教職員・学生を対象に実施し、23年度は市民の方も含め約4,000人が参
加した防火・防災訓練を実施した。
・22年度から順次、防火・防災訓練とは別に、個別訓練等として消火訓練、
救護訓練、通報訓練、消防設備講習会を実施している。
・消防法の改正に伴い、22年度に新たな消防計画を策定し、自衛消防組織
を編成し、上記の防火・防災訓練に対応するなど災害発生時に的確に対応
できるようにしている。
・震災発生時に学内に帰宅困難学生を留め置くことを前提に、最長3日間の
備蓄用品を準備した。
・緊急時に学内に一斉告知放送が行える設備が整った。

・防火・防災訓練参加者数
19）150人　      　20）1500人
21）3000人　　　　22）3000人以上
23）4000人

＜阿倍野キャンパス＞
・防火・防災訓練については各年度において実施した。特に、毎年度実施さ
れる地震とそれによる火災を想定した災害訓練については、病棟を対象と
し、年度ごとに実施するフロアを巡回させることで入院患者を含む6階から上
層部の全てのフロアが訓練を経験することで、現場での災害に対する対応能
力を向上させることができた。
　訓練参加者は毎年度約40名、18～23年度の参加者の累計人数は約250
名。
・21年度より、防火管理者(庶務課長)を筆頭に自衛消防組織を組織し、有事
の際の指揮命令系統を確保できるよう取り組んだ。また、自衛消防組織を構
成する各班長等については人事異動毎に「自衛消防業務新規講習」の受講
を実施した。

Ⅳ

[事前評価]
Ⅲ

・Ⅳ評価は妥当。自衛消防
組織の実体についてききた
い。

・事前評価から評価がか
わった項目について、全般
的に説明してほしい。

　本部隊は、本部班、広報班、施設班、初期消火班、避難
誘導班、救出救護班（医療対応）で編成している。
　本部隊初期消火班と救出救護班は、要請に応じ応援部
隊として出動する。
　地区隊は、商学部棟隊、経済学部棟隊、法学部棟隊、
文学部棟隊、理学部棟隊、工学部棟隊、生活科学部棟
隊、経済研究所棟隊、学術情報総合センター隊、旧教養
地区隊、1号館隊、本館地区サポートセンター隊、本館地
区各種運営隊の13隊から編成される。所属を越えて、主
に場所で区分し、協力しながら対応する訓練を行ってい
る。
　事前訓練では、自衛消防隊の本部隊、地区隊の初期消
火班を中心に、水消火器や、屋内消火栓を実際に使って
の消火訓練を行っている。救出救護班は、保健管理セン
ターを中心にトリアージ等の訓練や救急搬送、応急手当、
胸骨圧迫、AED操作等の訓練も行っている。
　避難や、救助に必要な備品類も各地区隊で管理し、そ
の場所を明示するようにしている。
　いつ、災害が発生するか不明なことや、教員は授業や出
張も多く、各地区隊の場所に、災害発生時にすぐ駆けつ
けられるとは限らないことから、全ての教職員を自衛消防
隊に組織し、班長不在時は、班長代行ができるよう、班員
に代行の順番を割り振っている。
　また、休日・夜間時に災害が発生した場合に備えて、震
度5強で最尐人員が、震度6弱で教職員の3分の1が、連
絡が無くても、報道等で災害発生を知れば、自動で参集
する動員体制を作っている。
　教職員のための災害発生時対応マニュアルを作成し、
訓練を繰り返すことにより、年々、学生を無事に避難させ
るための自衛消防隊での教職員の役割が定着してきてい
る。

法人回答に対する異議は特になし。 第１回評価委員会において「上回って実施した」とのご判
断を得たものと考えられる。

【法人の自己評価で妥当】

・18年度から関係学部教員による核燃料物質貯蔵施設管理委員会を設置、
核燃料物質管理規程を制定した。
・19年度に教職員、学生の安全衛生管理を統括して推進するため法人運営
本部に安全衛生管理担当を設置した。
・20年度から作業環境測定を実施、年々規模を拡大し実施している。
・22年度から化学物質管理システムを導入するとともに、化学物質管理規程・
要項を制定し、毎年教育訓練を実施するなど適正管理に努めている。
・21年度から学内各室について計画的に労働安全コンサルタントによる職場
巡視を行い、安全衛生上の問題点について指摘を行い、改善事項について
報告を求めている。

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項
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中期
計画
No.

中期計画 取組実績
法人

自己評価
コメント コメントに対する法人回答 第１回評価委員会での意見 備考

・作業環境測定部屋数、測定物質数
19）   1部屋    2物質　　　20） 31部屋   97物質
21）161部屋 308物質　　　22）178部屋 432物質
23）248部屋 430物質

・感染症(B・C型肝炎、麻疹、風疹、ムンプス、水痘、結核)予防対策のための
データ管理ができた。
・大学として化学物質管理ソフトの導入。
・電離放射線被ばく業務対象者の被ばく量把握ができた。
・労働安全衛生法による職場巡視の一部実施。
・作業環境測定の対象部署の実施。
・化学物質管理ソフトの導入による総量把握の準備
・平成23年度より心の健康保持増進を図るため、メンタルヘルス対策として、
産業医・人事・安全衛生担当による推進グループを組織して、不調者の現状
把握及び支援策の検討を行なった。また、メンタルヘルスケアに係る講習会
を開催した。

<20年度>
・大学教員有志で「JR杉本町駅東口設置推進の会」を発足
<21年度>
・JR、大阪市計画調整局、大学の三者で駅改善案作成ワーキング会議を5回
開催
<22年度>
・東改札口着工
<23年度>
・JRが東改札口完成。
・南部ストリートは工事発注し、平成24年6月15日完成予定。
・計画調整局、建設局、JR西日本と協議し東西通路及び南北道路横緑地整
備の内容を調整した。

<23年度>
・全学的な災害用放送設備の整備や構内に防犯カメラを設置。

<22年度>
・公立大学法人大阪市立大学危機管理規程、公立大学法人大阪市立大学
緊急対策本部規程を制定した。
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【案】 

 

公立大学法人大阪市立大学 

第一期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年 月 

大阪市公立大学法人評価委員会 

 

資料３－１（２） 
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評価にあたって 

 

大阪市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法第28条の規定に基づき、公立大

学法人大阪市立大学が中期目標を達成するための中期計画の業務実績について、平成18年

度から毎事業年度ごとの評価を行ってきました。 

平成24年５月末に、第一期中期目標期間における業務実績報告書の提出があり、また、

地方独立行政法人法第29条に基づく第一期中期目標に係る事業報告書、及びそのダイジェ

スト版である「第一期中期目標期間の成果」も参考にしながら書面審査を行い、理事長兼

学長以下、理事者への意見聴取も行って、法人としての考え方をお聴きしたところです。 

平成24年度から第二期中期目標期間が始まっているところですが、第一期中期目標、中

期計画に基づく取組の達成状況の調査、分析を行い、次のとおり、地方独立行政法人法第

30条の規定に基づく第一期中期目標期間の業務実績評価をとりまとめました 

 

 

 

大阪市公立大学法人評価委員会名簿 

 氏  名 役 職 等 

委 員 長 松岡 博 大阪大学名誉教授 

委 員 長 

職務代理者 
楠本 正一 大阪大学名誉教授 

委  員 

種田 ゆみこ 公認会計士 

岡野 祐子 関西学院大学法学部 教授 

音田 昌子 ジャーナリスト 

堀  正二 大阪府立成人病センター 総長 
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１ 総合評価 

 

公立大学法人大阪市立大学は、平成18年４月の独立行政法人化以降、第一期中期目標に

基づき、計画的な業務運営を進めてきた。 

大学運営については、教育・研究・地域貢献・産学連携、国際戦略を主導して組織的に

取組を推進するための各推進本部を設置し、担当理事の下、教員が大学運営に関与する仕

組みを構築するするとともに、業務運営については法人運営本部のもと、法人化のメリッ

トを生かしながら、効率的、円滑な運営に努めてきた。 

一方で、設置者である大阪市の市政改革基本方針に掲げる「経常経費２割削減」の目標

に基づき、平成22年度まで、運営費交付金についても削減がなされた結果、業務実績報告

においても、大学の様々な事業や施策に少なからず影響を及ぼしてきていることが散見さ

れる。大阪市立大学としても、受託研究・共同研究の促進や、文部科学省の競争的外部資

金の獲得、創立130周年を記念して「はばたけ夢基金」を設置するなどの自助努力に努め

ているが、これに加えて、事業や施策の優先順位を明確にしていくことが求められる。 

 

業務実績評価は、法人化に伴い実施しなければならない法定業務であるが、評価を通じ

て、目標・計画の進捗状況を確認するとともに課題を認識し、大学の活性化につなげてい

くことこそが、評価業務の趣旨、目的である。 

こうした意味から、膨大な目標・計画の項目の一つ一つの進捗も重要であるが、限られ

た物的・人的資源の中で、大学が何を目指し、いかなる特色のある大学に発展していくの

かというミッションを明確にして、社会に訴えていくことこそが重要である。そうした点

で言えば、第二期中期計画の策定に際し、今後重点的に取り組む事項と、その達成を通じ

て到達する将来像について『第二期中期計画に示す「新・市立大学」』としてとりまとめ

たことは、委員会として評価したい。 

 

様々な活動を行っている大学を一定の目標に導くためには、何よりも、理事長兼学長の

リーダーシップが生きる仕組みと、大学の目指す方向に沿った、教職員の理解と取り組み

が重要である。大阪市立大学では、各推進本部を始め、横断的に対処するための委員会等

を組織しているが、意思決定の機動力を高めるとともに、権限と責任を明確にし、理事長

兼学長のリーダーシップによる、組織としてのガバナンス機能が十分に発揮されているか

について、常に検証しながら、法人・大学の運営に努められることを希望する。 

 

中期目標期間（平成18～23年度）の個々の業務実績については次章に掲げるとおりであ

るが、第一期中期目標の業務実績の状況は、 ・ ・ ・ ・ ・ であると考える。 
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２ 項目別評価 

Ⅰ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

１ 教育に関する措置 

（１）教育の基本方針 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］教育に関する措置に係る中期目標69項目のうち、●項目が評価Ⅳ、

●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的に判断した。 

 

（２）教育の内容 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標40項目のうち、●項目が評価Ⅳ、●項目が評価Ⅲであり、

これらの結果を総合的に判断した。 

 

（３）教育の実施体制及び学生への支援 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標29項目のうち、●項目が評価Ⅳ、●項目が評価Ⅲであり、

これらの結果を総合的に判断した。 

 

〔特筆すべき点・改善を要する点〕 

凡例：○ … 平成18～23年度における特筆すべき取組を記載する。 

● … 改善を要する点を記載する。 

【20】 … 取組等の実施年度。例であれば、平成20年度の取組項目をあらわす。 

【特筆すべき点】 

○ 文部科学省が助成する各種教育支援プログラム1拠点への採択 

国プログラム名称 取組名称 学部･研究科 年度 交付金額 

現代的教育ニーズ取組支援プログラム ＱＯＬプロモーター育成による地域活性化 生活科学部 17～19 32,531千円 

〃 インタラクティブ型キャリア教育方法の確立－

BRTを通じた経営学系（商学部）の専門教育と

キャリア教育との融合－ 

商学部 

19～21 50,598千円 

大学院教育改革支援プログラム 国際発信力育成インターナショナルスクール 文学研究科 19～21 20,040千円 

〃 

地域ケアを担うPh.D.臨床栄養師の養成－病院

と地域をつなぐ管理栄養士のエキスパート教育

プログラム－ 

生 活 科 学 研 究 科 

19～21 33,585千円 

地域医療等社会的ニーズに対応した 

医療人教育支援プログラム 

全人的医療を実現できる医師・歯科医師の養成 医学部、 

医学研究科 
17～19 79,023千円 

（19年度）同上 

（20年度以降）社会的ニーズに対応し

た質の高い医療人養成プログラム 

女性医師・看護師の臨床現場定着及び復帰支援 医学部、 

医学研究科 19～21 63,000千円 

がんプロフェッショナル養成プラン 6大学連携オンコロジーチーム養成プラン 

（6大学共同申請） 

医学部、 

医学研究科 
19～23 513,182千円 

大学教育推進プログラム 4年一貫の演習と論文指導が育む学士力 経済学部 21～23 48,560千円 

大学病院連携型高度医療人養成推進 

事業 

近畿圏循環型医療人キャリア形成プログラム 

（7大学共同申請） 

医学部、 

医学研究科 
20～24 333,395千円 

法科大学院等専門職大学院形成支援 

プログラム 

中小企業法臨床教育システム 
法学研究科 16～18 87,692千円 

教育研究高度化のための支援体制整備

事業 

大阪市立大学戦略的教育研究4領域の 

基盤強化支援プロジェクト 

タスクフォー

ス2009 
21 635,025千円 
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（注）交付金額には、一部申請予定額を含む。 

 

○ 教育課程のあり方について、組織的、戦略的に検討し、学部・研究科の設置等を行

った。 

・ 大学院看護学研究科修士課程【20】及び博士課程【22】を設置した。 

・ 理学部・工学部の学科を再編した。【21】 

・ 全国的な医師確保や地域医療の安定充実の観点から、医学部医学科の80名から92名

に定員増を図った。【21】 

・ 入学者追跡調査を全学的に実施し、結果の検証【20】から各学部の学科体制や入試

制度に反映させた。【21】（経済学部の社会人特別選抜の実施、生活科学部推薦入

試定員増など入試制度変更の改善、理学部の学科再編など） 

○ 大学教育研究センター2における大学教育の諸課題に対する取組み 

・「本学の教育に関する調査（教育カリキュラム評価に関する予備調査）」【21】「初

年次教育・学士課程教育の検討について」【19】「授業アンケート調査に関する報告

書」【18】など、大学教育の諸課題に対する調査、研究を実施した。 

・ＦＤ3に関する諸活動の充実を図り、ＦＤについての基本的姿勢を表明する「大阪市

立大学教育改善・ＦＤ宣言」を採択した。【22】 

・総合大学としての特徴を活かした初年次セミナー4を実施し、初年次教育と専門教育

の有機的連携を進めた。【21】 

○ 英語教育開発センターを設置し【19】、少人数教育による実践的英語教育カリキュ

ラムＣＥ・ＡＣＥ5）を実施した。 

○ 法科大学院修了者の新司法試験合格率（全国）の実績 

【18年度：６位、19年度：16位、20年度：12位、21年度：21位、22年度：18位、

23年度：17位】 

○ 新たな社会人教育の展開 

・ 平成22年度より第２部募集停止の対応として、第１部入学定員の増員に加え、第１

部に６・７時限目を設け、夜間等のみで卒業できる特別履修措置を設けた。社会人

が学びやすい環境整備として、長期履修学生制度6を導入すると共に、履修証明制度
7の制度設計を行った。 

・ 専門職大学院8設置については、他大学における状況や、教員体制をはじめ種々の課

題から、中期計画を変更のうえ、経営学研究科において、医療、社会福祉分野にお

ける高度職業人育成のための、新たな社会人プロジェクトを実施した。【21】 

○ 特色ある教育体制にかかる事業に対して、予算配分を行い【21】、平成23年度には

大学の基盤的な戦略経費である「戦略的教育経費」として予算配分を行った。 

組織的な若手研究者等海外派遣 

プログラム 

 

国際発信力育成インターナショナルスクール若

手研究者等海外派遣プログラム 文学研究科 21～24 43,000千円 

〃 

 

数学研究者がリードする数学・数理科学の国際

的若手研究者の育成 
理学研究科 21～24 31,600千円 

大学病院業務改善事業 大阪市立大学病院業務改善推進事業 医学部 

医学研究科 
21～23 123,911千円 
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○ キャリア形成支援のため、企業データベース、学生データベースを活用した就職情

報を可視化できる「ＯＣＵキャリアデザイン9システム」により、インターンシッ

プ10情報を含めた、就職関連情報の情報発信体制を整えた【23】 

○ 優秀な学生を確保するために、進学ガイダンス、オープンキャンパス、大学見学等

の充実を図った。 

 

【改善を要する点】 

● 高大連携について、「高校化学グランドコンテスト」や出張講義等、非常に力を

入れて取り組んでいる点は高く評価するが、今後は、入試戦略のみならず、高校

教育と大学教育とのスムーズな接続、キャリア支援という観点からの検討を実施

されたい。 

● 社会人が学びやすい環境整備として、特別履修措置や、長期履修学生制度11を導

入しているが、履修証明制度12の活用を含め、ニーズの把握に努めつつ、社会人

教育の充実を図られたい。 

● 学際化の進展を踏まえ、分野横断型履修、副専攻など、総合大学の強みを活かし

た、カリキュラム、履修の促進、活性化を検討されたい。 

● ＧＰＡ制度13については、学内における成績評価だけでなく、海外留学時にＧＰ

Ａ制度による成績を求められるなど、グローバル人材育成の上でも重要な要素で

あるため、引き続き導入について検討されたい。 

● オープンキャンパス、大学見学、進学ガイダンス、入試説明会など、国内におけ

る学生確保の取組みとともに、海外からの留学生の確保についても取組みを強化

されたい。 

 

２ 研究に関する措置 

（１）研究の基本方針 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］研究に関する措置に係る中期目標31項目のうち、●項目が評価Ⅳ、

●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的に判断した。 

 

（２）研究の実施体制 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標31項目のうち、●項目が評価Ⅳ、●項目が評価Ⅲであり、

これらの結果を総合的に判断した。 

 

【特筆すべき点】 

○ 戦略的研究経費の充実 

・ 研究費のうち一定割合を戦略的研究経費として運用する等研究に対する取組   

みを戦略的に進めるとともに、平成20年度より、特別研究経費の区分に科学研究費

補助金採択の支援を目的とした特定研究奨励費を新設し、配分した。 

○ 21世紀ＣＯＥプログラム14に採択された「都市文化創造のための人文科学的研究」
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【14～18】「結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成」【15～19】「疲労克服

研究教育拠点の形成」【16～20】の各プログラムを着実に進めた。 

○ 都市に関する問題について、学際的・多角的・国際的な規模で取り組む、都市研究

プラザ15を開設し、国際シンポジウムの開催、現場プラザ設置等の活動を行った。

「文化創造と社会的包摂に向けた都市の再構築」がグローバルＣＯＥプログラム16

に採択された。【19～23】 

エルゼビア社17と提携し、国際ジャーナル「City,Culture and Society」を発行し

た。【22～】 

○ 理系研究科横断型の複合先端研究機構18を設置し【19】、大学院指導の相互受入れ

や研究会、シンポジウムの開催、外部研究資金の獲得などの活動を進めた。複合先

端研究機構において、光合成反応の中核となるたんぱく質複合体の構造を解明した

研究の成果が、国際学術誌「Nature」に掲載されたほか、2011年における10のブレ

ークスルー「Breakthrough of the Year」の1つとして、科学雑誌サイエンス誌に

より選出されるなど、国際的に高く評価され、研究拠点となる人工光合成研究セン

ター設置に着手した。【23】 

○ 女性研究者支援のため、杉本キャンパス学内保育所を開設した。【21】また阿倍野

キャンパスの院内保育所を医学部学舎に移転し、定員増を実施し、新たに病児保育

を開始した。【20】 

 

【改善を要する点】 

● 特別研究経費の財源について、外部資金確保が困難な基礎研究分野や学際的分野

などへの対応、また寄附金との連携を求めることなど、内部資金のあり方を検討

するとともに、研究経費投入にかかる大阪市や地域社会への効果検証の仕組みに

ついても検討されたい。 

● 都市研究プラザの今後の対応、若手研究者の支援 

・ 平成23年度でグローバルＣＯＥ事業が終了したこともあり、都市問題研究も含め、

研究者に対する支援、とりわけ若手研究者への支援について検討されたい。 

● 女性研究者支援 

・ 引き続き積極的な採用を行いながら、女性教員の割合を増やすとともに、女性研究

者を支援するための環境整備等については、利用者のニーズを把握し、さらなる

改善に努められたい。 

 

３ 社会貢献に関する措置 

（１）地域貢献の推進体制 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標３項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（２）地域貢献の活性化 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 
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［判断理由］中期目標33項目のうち、●項目が評価Ⅳ、●項目が評価Ⅲであり、

これらの結果を総合的に判断した。 

 

（３）国際貢献の基本方針 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標12項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（４）国際貢献の実施体制 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的に判断し

た。 

 

【特筆すべき点】 

○ 「医薬品・食品効能評価センター」では大学のセンターとして全国で初めて食品の

効能試験を実施し、また治験19拠点病院としてアクションプランを策定した。治験、

食品効能試験とも受託件数、契約金は年々増加している。 

治験・食品試験における入金件数と入金額 

【18年度：66件・159,133千円、19年度：74件・415,573千円、 

20年度：89件・464,977千円、21年度：88件・409,919千円 

22年度：108件・345,775千円、23年度：135件・528,751千円】 

○ 産学官連携事業の推進 

・ 文部科学省「産学官連携戦略展開事業」に採択され【20】「市大・府大産学官連携

共同オフィス」を設置し、新産業創生研究センターと連携しながら、事業展開を図

った。 

・ 平成18年度より、ニューテクガイド、オープンラボの定期開催、提携金融機関等に

よる産学連携セミナー、ＴＯＹＲＯビジネスマッチングフェアなど各種セミナーへ

の参加、平成 21 年度には、大阪府立大学と共同で東京でのＪＳＴ20主催「新技術説

明会」への出展など産業界等のニーズに関する情報収集に取り組んだ。 

・ 大阪府立大学と池田銀行とともに、大学発ベンチャー育成の投融資ファンド（総額

１億円）を創設し、投資先２件を決定した。【21】 

・ 大阪府立大学、大阪中小企業家同友会と「産学地域連携基本協定」を締結し、「中

小企業技術相談（ホームドクター制度）」を創設した【21】。また和歌山県中小企

業家同友会【22】と、奈良県中小企業家同友会とも「産学地域連携基本協定」を締

結した【23】。 

・ 新産業創生研究センターの機能拡充のため、産学連携コーディネーターを採用する

とともに、「知的財産連続講座」を開催し、学内に「産学官連携ワーキンググルー

プ」を発足させた。【21】 

・ 産学連携担当理事を設置し、産学連携推進体制の強化を図った。 

○ 地域貢献推進のための体制整備 
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・各学部・研究科において、地域貢献推進のための体制を整備し、各種取組を実施した。 

 ＜主な事業＞ 

商学部：大阪ビジネスフロンティア高等学校との連携 

生活科学部：市民対象の相談事業、ＱＯＬプロモーター21育成プログラムによる地域

リーダー育成事業 

法学部：学部生主体による一般市民を対象とした無料法律相談 

 文学部：教員免許状更新講習 

 理学部：高校委科学グランドコンテスト 

 医学部：市民医学講座の実施 

○ 国際交流の実施体制 

・ 国際化戦略本部および国際センターを設置し、留学生関係業務も含め国際交流事務

体制の一元化を図った。また国際化アクションプランを策定し、その実現に取り組

んだ。 

 

【改善を要する点】 

● 公立大学の重要な役割である地域貢献について、各学部、研究科での取組にとと

もに、地域貢献推進本部を中心とした全学的な取組についても、さらに強化され

たい。 

● 産学官連携については、研究シーズの情報集約化、コーディネーター機能の質

的・量的強化、意識改革など学内体制の強化を進め、受託研究、共同研究の増を

目指されたい。 

 

４ 附属病院に関する措置 

（１）附属病院の基本方針 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］附属病院に関する措置に係る中期目標14項目のうち、●項目が評

価Ⅳ、●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的に判断した。 

 

（２）附属病院の運営体制 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標14項目のうち、●項目が評価Ⅳ、●項目が評価Ⅲであり、

これらの結果を総合的に判断した。 

 

【特筆すべき点】 

○ 病院長を専任化し【18】、法人の理事とした。また、看護部長を副院長に加えたこ

とにより、病院運営体制の強化を図った。 

○ 電子カルテを主体とした病院情報システムを稼動し、患者サービス・医療の質・医

療安全の向上に努めた。【19】 

○ 救急病棟及び救急処置室の救急専用ＩＣＵ22の設置等の改修を行い、平成21年度よ

り救急医療体制の充実を図るとともに、平成22年4月、「救命救急センター」23の
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認可を取得した。 

○ 「肝疾患診療連携拠点病院24」の認定【20】、地域がん診療連携拠点病院、認知症

疾患医療センターにそれぞれ指定を受けるとともに【21】、府下５大学病院と連携

し肝疾患治療の充実を図った【21】。地域における基幹病院として、先進医療の充

実を図った。 

○ 文部科学省「周産期医療環境整備事業」の選定を受け、ＮＩＣＵ25を３床から６床

に増床するなど周産期医療環境を拡充するとともに、医師・看護師の業務軽減のた

め、病棟クラーク26の配置を行い、「大学病院業務改善推進事業」として選定され

た。【21～23】 

○ ＭＳＷ（医療ソーシャルワーカー）27を専任設置し、早期退院を推進し、病床稼働

率の向上を推進した。【22】 

 

【改善を要する点】 

● 管理会計システム28を効果的に活用して、引き続き経営改善に取組まれたい。 

 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 

（１）教育研究体制等の改善 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標４項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（２）人事制度の改善 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標４項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（３）予算制度の改善 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標４項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（４）業務執行の改善 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標２項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

【特筆すべき点】 

○ 理事長のトップマネジメントの下、担当理事を配した教育・研究・地域貢献の３推進

本部体制を確立し【18】、平成 22 年度には産学連携推進本部、平成 23 年度には国際
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化戦略本部を設置し、全学的な大学運営体制を整えた。 

○ 人事制度において、教員については特任教員、任期付教員制度を導入し、職員につい

ては、市派遣職員の復職に伴い、キャリアスタッフ制度の導入を図るなど、計画的な

人件費の縮減に努めた。 

○ 広報、就職、安全衛生など専門性の高い業務をはじめ、大学運営を担う職員について

は公募により優秀な人材確保に取り組んだ。 

○ 大学の特色を明確にする研究・教育に対して「戦略的研究経費」、「戦略的教育経

費」として重点的に予算配分を行い、また「学長経費」や「経営推進経費」を整備し

た。 

○ 学生サービスのワンストップ化及び学生支援業務の集約化のため、学生サポートセン

ターを設置した。【23】 

○ 同窓会や 保護者等、大学を支援する組織に対する体制として、「大学サポーター事

務局」を設置し、効率的な情報提供や情報管理のために「大学サポーター・公開講座

管理システム」を構築した。【23】 

 

 

【改善を要する点】 

● さまざまな人事制度を導入し、人件費の縮減に効果をあげたが、一方で教員の負担が

増加している。職員と教員の役割分担を明確し、大学の活性化に資する職員の人材育

成に努められたい。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する措置 

（１）自己収入の改善 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標４項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（２）経費の抑制 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標４項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（３）資産の活用 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標２項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

【特筆すべき点】 

○ 運営費交付金が削減されるなか、科学研究費補助金をはじめ競争的資金の確保、はば

たけ夢基金の創設【21】による寄付金など外部資金の獲得に積極的に取り組んだ。 
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【18年度：2,755百万円、19年度：3,379百万円、20年度：3,093百万円、 

21年度：3,730百万円、22年度：3,343百万円、23年度：3,933百万円】 

○ 法人会計への移行による複数年契約の導入、契約の集約化などにより、経費の削減に

取り組んだ。 

○ 知的財産にかかる各種マネジメントポリシー等を整備するとともに、新産業創生セン

ター内に知的財産部門を設置するなど、知的財産権の積極的な取得に向けた体制整備

に取り組んだ。 

 

【改善を要する点】 

● 経営努力により生み出した剰余金の積立金をはじめ、各種積立金について大学として

管理及び活用方針を明確にし、計画的な執行に努められたい。 

● 研究系外部資金や、科学研究費補助金等の外部資金獲得とともに、「はばたけ夢基

金」の寄付金活動についても、さらに努められたい。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

（１）評価制度の確立 

［評価結果］「中期目標の達成状況が良好である」 

［判断理由］中期目標７項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（２）改善の実施 

［評価結果］「中期目標の達成状況が良好である」 

［判断理由］中期目標３項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

【特筆すべき点】 

○ 副学長をトップとする全学評価委員会及び各学部・研究科に評価委員会を設置し評価

に関する体制を整備した。【18】 

○ 「大阪市立大学における評価の考え方」を策定し、各学部・研究科の活動の点検評価

を実施し中期計画の具体的推進に取り組んだ。【19】 

○ 独立行政法人大学評価・学位授与機構の大学機関別認証評価において、大学評価・学

位授与機構が定める基準を満たしているとの評価を受けた。【20】 

○ 20年度業務実績評価の指摘を受け、21年度以降、年度計画及び中期計画に関する進捗

状況調査を実施するなど評価結果をＰＤＣＡサイクルとして活用した。【21】 

 

【改善を要する点】 

● 「充実」「検討」を目標とするのではなく、可能な限り数値指標の設定、もしくは定

量化に努め、その「成果：Outcomes」を目標とする内容を検討されたい。また数値
指標については、市大の強みをアピールするためにも、他大学とも比較検証できるよ

うな設定に努められたい。 
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● 教員の人事面をマネジメントするための意思決定の仕組みについて構築し、大学の強

みを活かした学長のガバナンスの発揮に努められたい。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

（１）人権の尊重及び法令の遵守等 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標４項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（２）情報公開等の推進 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標５項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（３）施設及び設備の管理、整備及び活用 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標５項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

（４）安全の確保等 

［評価結果］「中期目標の達成状況が…」 

［判断理由］中期目標５項目の●項目が評価Ⅲであり、これらの結果を総合的

に判断した。 

 

【特筆すべき点】 

○ 内部監査室を設置し、業務監査等大学運営経費に関する監査を実施するとともに、大

阪市立大学倫理綱領など、教育研究に関するコンプライアンスに係る規程を策定した。

【19】 

○ 理系学舎の整備計画の策定及び大阪市の予算化が図られたことに伴い、整備工事に着

手し、また、各施設の耐震補強計画をまとめた。 

○ ＪＲ杉本町駅東口の新設に伴い、学内への安全なアクセスルートを確保するための整

備に着手し、2008 年にノーベル物理学賞を受賞した特別栄誉教授の南部陽一郎氏の功

績を称え、南部ストリートとして命名した。【23】 

○ 大学ホームページのリニューアルや大学広報室の設置など、広報体制の強化に向けて

取り組んだ。 

○ 自衛消防組織を編成し、平成23年度は教職員、学生に市民も含めた防火・防災訓練を

実施した。 

○ 化学物質の適正管理のため、化学物質管理システムを導入し、化学物質管理規定・要

綱を制定し、教育訓練を実施した。【22】 

 

64



- 13 - 

【改善を要する点】 

● 大学経営、法人運営を戦略的に計画・実施するため、その基礎となる学内の各種情報

を一元的に収集・蓄積し、かつ、学内で共有できる体制整備に取り組まれたい。 

● 広報活動については、教職員一人ひとりの広報マインドの涵養を図るとともに、ホー

ムページの充実、メディアを戦略的に活用した情報発信に取り組み、大学の活動を広

くアピールされたい。 
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≪ 用 語 解 説 ≫ 
1 文部科学省が助成する各種教育支援プログラム：学士力の確保や教育力の向上といった、高等教育

の質保証の強化に資する取組を支援することを目的として設けられた文部科学省による事業。 
2 大学教育研究センター：大学及び大学院における教育に関する研究及び調査を行うとともに、大阪

市立大学における大学教育の改善を支援することを目的として平成15年に設置された大阪市立

大学の教育研究組織。 
3ＦＤ：ファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development）の略。教員の能力や資質の開発。 
4初年次セミナー：異なる学部に所属する学生同士が学びあうことで、学生の興味関心の幅を広げ、総

合大学での学びへの導入を図ることを目的とした１回生向けセミナー。 
5 ＣＥ・ＡＣＥ：ＣＥは College English、ＡＣＥは Advanced College Englishの略。ＡＣＥは、Ｃ

Ｅより高度な英語力を身につけるための科目。 
6 長期履修学生制度：学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出た場合に、その計画的な履修を

認めることができる制度。 
7 履修証明制度：大学が、学生を対象とする学位プログラムの他に、社会人等の学生以外の者を対象

とした一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プログラム）を開設し、その修了者に対

して、学校教育法に基づく「履修証明書」を交付できる制度。 
8 専門職大学院：学校教育法第99条第2項に掲げる、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門

性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とする大学院。 
9  キャリアデザイン：長期的視点で自らの職業生活について考え、将来像を主体的に描くこと。 
10 インターンシップ制度：学生が在学中に、企業等において自らの専攻やキャリアに関連した就業体

験を行う制度。 
11 長期履修学生制度：学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出た場合に、その計画的な履修を

認めることができる制度。 
12 履修証明制度：大学が、学生を対象とする学位プログラムの他に、社会人等の学生以外の者を対象

とした一定のまとまりのある学習プログラム（履修証明プログラム）を開設し、その修了者に対

して、学校教育法に基づく「履修証明書」を交付できる制度。 
13 ＧＰＡ制度：Grade Point Average の略。学生の評価方法として、授業科目ごとの成績評価を５段

階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）で評価し、それぞれに対して４、３、２、１、０のグレードポイント

を付与し、この単位当たり平均を出して、その一定水準を卒業等の要件とする制度。 
14 21世紀ＣＯＥプログラム：ＣＯＥはCenter of Excellenceの略。平成13年6月に示された「大学

の構造改革の方針」に基づき、平成14年度から新たに開始された文部科学省の研究拠点形成等

補助金事業。後述するグローバルＣＯＥプログラムは、21世紀ＣＯＥプログラムを基本的に継承

している。 
15 都市研究プラザ：都市研究の「広場」として学内外の都市研究のネットワークの核となるとともに、

地域社会に溶けこんだ活動を通じて都市に関する学術的及び政策的研究を推進し、学術的及び政

策的提言を行うことにより、都市問題の解決及び都市の発展に寄与することを目的として、平成

18年4月に開設された大阪市立大学の研究組織。平成19年度にはグローバルＣＯＥプログラム

の拠点に採択された（プログラム名「文化創造と社会的包摂に向けた都市の再構築」）。 
16 グローバルＣＯＥプログラム：日本の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、世界最高水準の

研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点

の形成を重点的に支援し、国際競争力のある大学づくりを推進することを目的とする文部科学省

による事業。 
17 エルゼビア社:1880年創設の学術出版社（本社：アムステルダム）。世界中のネットワークを通じ

た学術出版事業を行っている。 
18 複合先端研究機構：社会や地域が必要とする複合的および先端的な研究課題に対して、研究科横断

形の研究プロジェクトを設定して取り組むことにより、学術の発展に資するとともに人材の育成

を行い、得られた成果を社会や地域へ効果的に還元することを目的として、平成19年４月に開

設された、大阪市立大学の研究組織。 
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19 治験：新しい薬について、厚生労働省から承認を受けるために行う臨床試験。 
20 ＪＳＴ：独立行政法人科学技術振興機構の略。科学技術基本計画の中核的実施機関として、我が国

のイノベーションの創出の源泉となる「知の創造」から「研究成果の社会・国民への還元」まで

を、総合的に推進している。 
21 ＱＯＬプロモーター：ＱＯＬはＱuality of life の略。生活の質。全体的視点を持ち、各生活要素

を統合・再構成する能力を有する専門職。 
22 救急専用ＩＣＵ：急病や外傷など救急医療で搬送された危篤状態の患者を収容する専用の集中治療

室（Intensive Care Unit）として、救命救急センターに設けるもの。 
23 救命救急センター：急性心筋梗塞、脳卒中、頭部外傷など複数の診療科領域にわたる重篤な患者に

対し高度な医療技術を提供することができる医療機関で、都道府県が指定する。 
24 肝疾患診療連携拠点病院:厚生労働省の「都道府県における肝炎検査後肝疾患診療体制に関するガ

イドライン」に基づき各都道府県が選定。大阪府下では、大阪医科大、大阪大、関西医科大、大

阪市大、近畿大の５病院が指定されている。肝疾患に関して一般的な相談や地域の専門医療機関

の案内等を行なっている。 
25 ＮＩＣＵ：新生児特定集中治療室（Neonatal Intensive Care Unit）の略。 
26 病棟クラーク：入院病棟で、主に入退院患者の諸手続、カルテ管理や伝票処理のほか、医師や看護

師が診療業務に専念できるよう事務的な業務を担う職員。 
27 MSW（医療ソーシャルワーカー）：Medical Social Workerの略。病院や保健所など主に医療施設で

働くソーシャルワーカー。社会福祉の視点で、患者や家族の方々の相談に応じることにより、経

済的・心理的・社会的な悩み等の問題解決への支援を行う職員。 
28 管理会計システム：一般的な財務会計処理のほか、医事会計・医薬品関係の物流・人事給与・電子

カルテなど、総合的な病院マネジメント支援を行うための機能を果たす連携システム。 
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平成２３年度財務諸表の概要について 【資料４－２】

（単位：億円）

キャッシュフロー計算書 貸借対照表 損益計算書 行政サービス実施コスト計算書

資産 負債
1,170 318

固定資産 資産見返負債
支出 期首残高 1,014 168経常費用 経常収益 費用 行政サービス

741 (土地) 長期寄附金債務 482 493 482実施コスト
385 31 172

49 (建物) 長期借入金 教育経費 運営費交付金
収入 411 14 16収益　　　　    133

723(工具器具備品)長期未払金 研究経費
47 2 22資産見返負債

(図書) 長期リース債務 診療経費 戻入　　　　　　  7
138 3 158

(その他) 資産除去債務 人件費 上記以外の収益 自己収入等
33 0 248 353
未払金 一般管理費 損益外減価

65 15(学生納付金) 償却　22 350
その他 その他 51

35 23(附属病院収益) 損益外利息
265 費用相当額　0

(受託研究・事業
流動資産 純資産 等収益)　　　  15損益外除売却

155 852 (寄附金収益) 差額相当額　0
(未収附属病院収入)資本金 6 引当外賞与見込

49 982 (その他) 0
(その他) 資本剰余金 臨時損失　　　　0 16 引当外退職

15 -199当期総利益　19 給付見込   4
期末残高 (現金預金) （経常利益）　　　 11

利益剰余金 （臨時収益）　　　　3臨時利益　　　　3 機会費用　　     
31 91 69 （目的積立金）　　 5目的積立金取崩　  5 14

※別途定期預金　60 ※利益剰余金内訳

　・目的積立金：50

　・当期総利益：19
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