
　

平成23年度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９月18日
評価委員会

【別冊１】

資料１－３（１）



年度
計画
No.

平成23年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント 第１回評価委員会での意見 備考

18-2 ・経済学研究科は、新
たに専門性の高い経
済学の修得をめざす社
会人コースを実施す
る。

・社会人大学院生入試は、英語の免除、論文・面接重視を含む、社会人の
特性に見合ったものにしている。従来の少人数演習を中心とした水準の高
い専門教育を実施しているが、社会人専用のコースは新設していない。

おおむね進捗
している

計画は「社会人コースを実
施する」となっているが、社
会人専用コースは設置さ
れず、なおかつ検討中とい
うことであるのに、「おおむ
ね進捗」は疑問である。

翌年度の実施が見込まれる場合は「おおむね進捗してい
る」との判断になるが、経済学研究科における社会人コー
スの実施については実施が見込まれているのかどうか不
明である。

第2回評価委員会における大学からの意見聴取事項とす
る。

80-1 ・女性教員（22年度
12.1％）の積極的採用
について引き続き努め
る。

・教員の採用自体が困難な状況であり、大幅な改善は見込めないが、経営
学研究科で3名の特任教員採用、理学研究科で1名の教授、2名の特任教
員を採用、工学研究科で女性の特任教員1名を専任教員として採用、創造
都市研究科で3名の女性教員採用などの実績もあり、特任教員制度も利用
した女性教員の採用に努めた。

進捗している 取組実績に採用人数があ
るが、採用者全体のうちの
女性教員の採用割合はど
れぐらいなのか。

ここ数年、専任教員採用者数における女性教員の割合は
２０％台であり、、また女性教員の割合も前年度の12.1％
を上回り、13.0％となっていることから、「進捗している」と
判断する。

第１回評価委員会において「進捗している」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】

88 ・外部からの分析・機械
製作等の受託事業開
始に係る規程整備を行
い、可能な分野から学
外受託事業を開始す
る。

・他学規程の収集、検討を行った。
・受託事業規程(案)を策定したが、規程制定及び実運用の手続きを鑑み、
再度検討を行うこととした。

おおむね進捗
している

計画では可能な分野から
学外受託事業を開始する
となっていて、規定は策定
されたということだが、開始
された事業はあるのか。ま
た開始予定の事業はある
のか。

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「おおむね進捗している」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】

98-2 ・第二期中期計画へ向
け、大学・社会におけ
る植物園の役割、およ
び今後の植物園運営
の方向性を検討する。

・公開講演・討論会「大阪市立大学植物園－その全学的利用と更なる社会
貢献を目指して－」を理学研究科主催事業として企画し、学術情報総合セ
ンター(10階会議室)で実施した。学長・副学長を始めとする教職員、並びに
植物園に関心をもたれる市民の方々が参加し、活発な議論と意見交換がな
された。
・総参加者数：約150名

特に進捗して
いる

判断根拠にある活発な議
論が交わされたことで「特
に進捗している」とは判断
しがたい。議論の中身やど
ういった方向性が示された
のか教えてほしい。

法人からの、植物園の今後の方向性の具体例（工学部と
の連携により共同研究が始まり、その研究成果を市民へ
還元していく等）の説明をふまえ、「特に進捗している」と
判断する。

第１回評価委員会において「特に進捗している」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】

100-3 ・引き続き複合先端研
究機構において、都市
圏における環境の再生
に向けて、理系研究科
横断・融合的な研究を
行い、その成果の社会
への還元を図ることと
し、第二期中期計画へ
向けその効果的運営を
図る事務体制のあり方
検討を行う。

・特任准教授3名を配置した。
・研究環境整備に向け、人工光合成研究拠点整備を行うための補助金を大
阪市に要求し、拠点整備予算を獲得した。
・拠点整備に向け、管理運営体制として拠点運営委員会の設置に向け、準
備委員会を立ち上げた。
・平成23年度、人工光合成研究センター整備に係る大阪市補助金を獲得
し、センター設置に着手した。

特に進捗して
いる

事務体制のあり方を検討
するという計画に対し、拠
点運営委員会の準備委員
会の立ち上げだけでは「特
に進捗している」とは言い
難いのでは。

複合先端研究機構の事務体制を整備し、また産学連携
担当により、企業との連携を進めるための折衝が進められ
ているなどの法人からの補足説明をふまえ、「特に進捗し
ている」と判断する。

第１回評価委員会において「特に進捗している」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】

平成23年度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-１．教育に関する措置

Ⅰ-２．研究に関する措置

第２回評価委員会における 

意見聴取事項 



年度
計画
No.

平成23年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント 第１回評価委員会での意見 備考

105-4 ・大阪市の人材育成を
図るため、中等教育と
の教育の接続について
あり方を検討する。

＜咲くやこの花中・高との連携事業＞
・23年4月29日、理学部・文学部市大授業受講前見学会(学術情報センター)
・23年7月6日、保護者見学会(40名)と入学者との懇談会(学術情報センター)
・23年7月14日、生活科学部による食物文化科への出張授業
・23年8月3～5日、インターンシップ(2名)及び新任教員研修(1名)受入れ(学
術情報センター)
・23年10月24日、文学部教授咲くやこの花中学高等学校授業見学
・23年11月16日、文学部、歴史フィードワーク実施
・23年11月17日・18日、学術情報センターにおいて職業体験学習受入れ(中
学生3名)
・23年11月24日、創造都市研究科・人権研修(教職員・保護者)
・23年11月24日、数学研究所長出張授業
・24年2月2日、文学部・高校演劇科出張授業
・24年3月8日、理学部・出張授業
・24年3月8日・9日学術情報センターにおいてインターンシップ受入れ(高校
生2名)

学生ボランティア派遣
・8月24～26日、中学校勉強合宿(文学部学生2名)
・8月22日～9月30日、土曜セミナー・文化祭補助・演劇科補助(文学部学生
1名)
・8月27日～2月18日、土曜セミナー補助・中学校国語補助(文学部学生１
名)

特に進捗して
いる

取組実績にさまざまな連携
事業があるが、個々の参加
人数をみると２～３名と少
人数であるのに「特に進捗
している」とは言い難いの
では。

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「特に進捗している」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】

131 ・新産業創生研究セン
ターは、工学研究科産
学官連携推進委員会
と連携し、オープンラボ
ラトリを年4回以上実施
するとともに、民間から
の共同研究受入額2億
5000万円をめざす。

・オープンラボラトリ4回開催
・民間からの共同研究は平成23年度120件、1.74億円と目標未達となった
が、民間からの受託研究受取額が83百万円あり、合計すると2.5億円を達成
した。

おおむね進捗
している

共同研究と受託研究を合
計した金額を記載している
が、この二つの事業の性質
は合計できるものなのか。

計画では民間からの共同研究受入額を数値目標に設定
しているのに、民間からのニーズが同じということで受託
研究との合計額を実績としているのには問題があるように
思われる。

第2回評価委員会における大学からの意見聴取事項とす
る

139-2 ・都市文化研究セン
ターは、アカデミック・
フォーラム、海外提携
大学との共同セミ
ナー、シンポジウムを
企画、実施する。

・都市文化研究センター所管の重点研究、都市問題研究などの諸プログラ
ムにおいて、国内で大小の国際シンポジウムを企画、開催した。日本学術振
興会「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」に応募
し、海外提携大学との共同セミナー、研究者の相互交流をいっそう進めた。
・重点研究、都市問題研究などにおいて、海外(ハンブルク、イリノイ)でシン
ポジウムを開催するとともに、提携大学等の研究者を招いて国内でも国際シ
ンポジウムを開催した。
・日本学術振興会「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」でも、海外(ソウル、上海)、国内で国際シンポジウムを開催し、海外の大
学との共同研究をすすめた。

進捗している 国際交流の進捗につい
て、国際シンポジウムの回
数、内容、交流研究者数
などが飛躍的に向上とある
が、数値データを示してほ
しい。

外国人研究者数や院生・若手研究者等海外派遣の数値
は飛躍的向上しているが、あくまで計画にとっては参考情
報である。国際シンポジウムの回数については、平成22
年度が過年度と比較して、大幅に上回っていて、平成23
年度が減少しているわけではないので、「進捗している」と
判断する。

第１回評価委員会において「進捗している」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】

Ⅰ-3．社会貢献に関する措置

第２回評価委員会における 

意見聴取事項 



年度
計画
No.

平成23年度計画 取組実績
法人

自己評価
コメント 第１回評価委員会での意見 備考

185 ・エネルギー使用量の
1％以上の減を目標と
し、教室管理システムと
連係して照明・空調の
制御を行うなど引き続
き省エネルギー運動を
推進する。

・H23.5｢学内における省エネルギー行動の取り組み｣の啓発文書を各所属
に配布
｢周知文等：あり｣
・H23.6環境省要請の地球温暖化防止のためのCO2削減/ライトダウンキャン
ペーンに協力し、屋内外照明の消灯を実施
「周知文・配布ポスター：あり」
・H23.6.13省エネルギー推進委員会を開催
「委員会規定等：あり」
「資料・議事録等：あり」
・H23.6　省エネルギー啓発ポスターの配布
「周知文・配布ポスター：あり」
・省エネルギー研修会の開催と啓発
「資料等：あり」
・不使用教室の使用禁止と自習室の設定
・パソコンの省電力設定
・学内巡視
・一部エレベータの運転停止を行うなど、引き続き省エネルギー運動を推進
した。
・H23.12｢冬季における節電行動計画｣の策定と啓発文書を各所属に配布
・H23.12.1省エネルギー推進委員会を開催
・H23.12省エネルギー啓発ポスター(18℃)の配布と照明の間引き点灯の実
施
・省エネルギー研修会の開催と啓発
・不使用教室の使用禁止と自習室の設置
・パソコンやプリンタ(コピー機)に省電力設定の実施
・補助電熱ヒーターの使用中止を行うなど、引き続き省エネルギー運動を推
進した。
・夏季および冬季における節電行動計画をホームページに掲載し、節電を
促した。

特に進捗して
いる

・関西電力からの要請によ
り１０％削減を目指したこと
により「特に進捗している」
と判断しているが、エネル
ギー使用量の１％以上を
達成したからではないの
か。

・省エネ対策は、社会の節
電キャンペーンに追押しさ
れているが、評価Ⅳが妥当
と判断できる。

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「特に進捗している」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】

210 ・ネットワークシステム
の安定運用に努める。

・ネットワークやシステムの管理について、他大学調査を行った。(京都府立
大学、岡山大学、神戸大学)
・他大学調査も参考とし、全学の情報システムの将来像を基本構想にまとめ
た。
 
 


進捗している ネットワークの安定運用と
は具体に何か。基本構想
をまとめただけでは「進捗
している」とは言い難い。

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「進捗している」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】

Ⅴ．その他業務運営に関する重要事項

Ⅲ．財務内容の改善に関する措置



　

平成23年度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９月18日
評価委員会

資料１－３（２）

（第2回評価委員会における意見聴取項目）



年度
計画
No.

平成23年度計画
法人

自己評価
意見聴した内容 聴取項目に対する法人回答 第２回評価委員会での意見

18-2 ・経済学研究科は、新
たに専門性の高い経
済学の修得をめざす社
会人コースを実施す
る。

おおむね進捗
している

翌年度の実施が見込まれ
る場合は「おおむね進捗し
ている」との判断になるが、
経済学研究科における社
会人コースの実施につい
ては実施が見込まれてい
るのかどうか、お伺いした
い。

○経済学研究科では、それまで実施してきた社会人特別選抜制度（1986年度に
創設）は、「50歳以上」という年齢制限を設けて（現在、年齢制限は「30歳以上」と
なっている）、「長年の職業生活を通じて得られた経験を学術的業績に仕上げて
いただくこと」、あるいは「自分のライフワークとして長年研究してきたテーマを論
文や著書に仕上げていただくこと」を目的としたもので、通称「熟年大学院」とし
て親しまれてきた制度である。
　平成23年度より、この趣旨の社会人特別選抜制度はＢ選抜として継続しつつ、
新たにＡ選抜を設けた。このＡ選抜は必ずしも社会人専用のコースとして設けら
れたものではないが、既に「学士課程等で経済学を学んだ社会人」のうち、「経
済学の知識を今日的な水準に引き上げる必要」を感じておられる方を対象に設
置されたものである。
　23年度・年度計画の「自己評価の判断根拠」欄において、「入試改革による社
会人院生の積極的受け入れは行っているが」とあるのは、このＡ選抜の実施のこ
とを指している。

社会人専用ではないが、新しいコースを作ったという実績はある。
計画では専門性の高い経済学の習得を目指すとなっており、当初の予定
していたものとはすこし違うコース設定となったため、「おおむね進捗して
いる」と自己評価されたということか。

131 ・新産業創生研究セン
ターは、工学研究科産
学官連携推進委員会
と連携し、オープンラボ
ラトリを年4回以上実施
するとともに、民間から
の共同研究受入額2億
5000万円をめざす。

おおむね進捗
している

計画では民間からの共同
研究受入額を数値目標に
設定しているのに、受託研
究との合計額を実績として
いるが、改めて「おおむね
進捗している」との判断に
ついてお伺いしたい

共同研究の目標額の2.5億円に対して、目標額の約7割となる1.74億円とおおむ
ね達成しており、オープンラボラトリも目標の年4回開催は達成されている。よっ
て「おおむね進捗している」と判断できると考えている。

【特にご意見なし】

Ⅰ-3．社会貢献に関する措置

平成23年度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-１．教育に関する措置
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