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○主に業務実績報告書に関する事項 

法人への意見聴取事項 回 答 関連項目 

１国際力の強化について 

・国際交流支援に対する学生の評価は低い（大学改革プラ

ン P17）。グローバル人材の育成が謳われているが、グロー
バル人材とはどのような人材か、そのための具体的戦略に

ついてお聞きしたい（グローバルコミュニケーションコー

ス、国際協定校との単位互換制の進捗、英語授業による単

位取得、留学生の受け入れ実態など）。 
・国際交流に興味のある日本人学生と外国人留学生の交流

を促進するために「OCUグローバルメンバーズ」の活動を
始めているが、具体的に、この制度を、将来どのように展

開されていくのか。 
・大学のなかに、海外大学のオフィス、サテライトなどを

設置することで、積極的にグローバルな人材交流と情報・

文化の発信をはかる構想についてお聞きしたい。 
・国際力の強化のための海外への広報戦略についてお聞き

したい。 
・研究者データベースの整備が進んできている一方、英語

版の入力率が低すぎるようだが、国際化を標榜している大

学として、これに対する何らかの対策は考えているのか。 
・アジア地域における大学との大学間交流協定が進んでい

（別紙1参照） ３ 
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るが、欧米との学術・人事交流についてはいかがか。 
 

２達成水準の設定について 

・オープンキャンパス行事、進学ガイダンス、模擬授業な

どが活発に行われているが、これらの行事が、「多ければよ

い」と言う時期は過ぎつつあり、前年を上回ることは難し

くなると思われる。それぞれについての適正回数などは検

討されているのか。また、一部の教職員にその実施の負担

がかかるような懸念は無いのか。 

また地域貢献、出張講義なども年々活発に行われている

が、大阪市立大学にとってのそれらの活動の適正規模につ

いて検討されているのか。教職員にとって過重な負担とな

ること、大学本来の研究・教育への影響などの懸念が感じ

られる。 

・年度計画における「達成水準」や、自己評価の「判断基

準」で示されている「数値目標」のなかには、形式的なも

のが少なくないような印象をもった。これに留まらず、よ

り実質的な目標を設定してはいかがであろうか。 

＜例＞ 

・22-１学生サポートセンター⇒WG開催回数、懇談会開催件

数。より重要なのはセンターが行った学生サポートがどれ

ほど効果的であったかであろう。 

・11-2高度専門社会人育成。応募人数や卒業生人数だけで

・オープンキャンパス等について 

 オープンキャンパスの参加人数は、会場の収容定員等から

16,000人(2日間)程度までが適正と考えており、以降は参加

者の満足度の向上や安全かつ効率的な運営等の継続的な改

善が必要と考えている。 

 また、進学ガイダンスについては、多種多様な入試制度に

対する正確な説明が必要であり、また担当者の負担も考慮

し、日常から経験している入試室の職員(6～7名)で原則対応

している。したがって、参加回数としては通常業務との兼ね

合いから、4月～12月で 45～55回程度を適正目安としてお

り、最大が 60回程度と考えている。そのため、限られた回

数の中で、優秀な学生を確保するためのより効果的な参加に

向けた、会場や高等学校の継続的な見直しを実施している。 

 

・地域貢献等について 

 地域貢献関係の市民講座等については、各研究科に講座を

依頼する際に、地域貢献委員の担当教員が一部の教員だけの

負担にならないように配慮している。また、講座運営の際に

は、教員の負担を減らすべく、教員担当部分と職員担当部分

を明確化し、適正な運営を行っている。 

 適正規模についての検討は、Open Lecturesとして集約、

（全般） 
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なく、社会での活動状況の追跡。 

・31 海外大学との学術交流。協定数だけではなく、交流

の実績。 

・26 学生のメンタルヘルス カウンセリング件数だけで

なく、その効果 

・40 公開講座 受講生数だけでなく、受講生の評価や担

当講師の感想 

一元管理し重複の整理等を図ってきており、年度計画を作成

する際に、実施状況を踏まえながら、内容の見直し、回数の

検討等を行っている。 

 

・年度計画における「達成水準」や「数値目標」については、

本学の活動の見える化の推進を図り可能な限り定量化を進

めてきた。ご指摘のように本来「成果」が見える実質的な達

成水準の設定が求められるところであり、教育研究の分野で

は困難な事項もあるが、できるだけ実質的な目標となるよう

に年度計画作成時に改善を加え、ご指摘の項目も改善の参考

とし、次回平成27年度の年度計画作成にあたる。 

 

３ＧＰＡ制度について 

・GPA制度の浸透に足並みが揃わないようであるが、何が課

題になっているのか。全学部に GPA基準の成績表示を導入

しているが、どこまでの活用を目標としているのか。 

 

 全学としては、全学部への導入を１つの目標とし、全学部

で完了した。なお、活用については、各学部の特性に応じて、

各学部において行うものとしている。 

今後は、顕彰、留学支援、授業料減免等の選考や、学生へ

の個別学修指導等への活用などを検討していく。 

 

16 

４学生サポートセンター 

・学生サポートセンターの活動が軌道に乗って学生サービ

スが充実しているようだが、取組実績欄の記述からは、そ

の運営に関わる会議や委員会の構造がかなり複雑化してい

るように見受けられる。新機関の設置に伴って、該当する

基本的には、学内に新しい組織を立ち上げる場合はスクラ

ップアンドビルドを行い、旧の組織の廃止や役割の明確化を

図るため組織名称を変更するなど重複を避け、関係教員や職

員の負担に配慮している。また、その運営に当たっては設立

目的や使命が十分果たせるよう円滑で機能的な運営体制を

22 
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旧機関は廃止されるなどの対応がとられているものと想像

するが、組織を単純化して関係教員や職員の負担を軽減し、

機能的な運営が可能な方向に進んでいるのであろうか。 

・学生サポートセンターの取組のうち、力をいれた点につ

いて、具体的に関係者から話をお聞きしたい。 

 

構築している。 

学生サポートセンターについては、その目的である、学生

へのワンストップサービスなど学生サービスの向上に向け

て様々な視点から検討を行い推進した。 

 ・学生サポートネットの策定（学生なんでも相談窓口等） 

 ・環境条件の整備（潤いのある場づくりの提供等） 

 ・職員研修、事例研究会の開催（ＳＣ各組織の横断的研修） 

 ・システム化（英文証明書発行の機械化） 

 

５都市科学等の重点研究 

・各研究プロジェクト（人工光合成研究・健康科学研究・

都市防災研究）の企画推進体制（誰がリーダーシップをと

るのか）はどのようになっているのか。学外においての評

価（PDCAサイクル）はどうしているのか。 
 

 人工光合成研究・健康科学研究については、それぞれ人工

光合成研究センター・健康科学イノベーションセンターとし

て組織化されており、センター長のリーダーシップのもと円

滑に運営されている。また規程に基づき運営会議を設置し推

進体制が整備されている。都市防災研究は、現在は各関係部

局の防災研究に関わる教員によりプロジェクトチームを構成

し、プロジェクトリーダーが主導して運営している。今後、

センターとして運営主体を整備していくことを検討してい

る。 

 学外においての評価については、重点研究Aに、24年度人

工光合成研究・健康疲労科学・都市防災研究、25年度には人

工光合成研究・健康疲労科学が採択されて研究費が配分され

ており、年度ごとに学長に対する終了報告のプレゼンを行う

と同時に外部評価委員による評価も受け、ホームページに公

28 



 
 

5 
 

表している。その評価は、次年度以降の研究計画に活かされ

ている。また、各研究の外部資金において、申請段階での計

画に対する評価、終了段階での報告に対する評価を外部評価

として受けており、また、共同研究においては、契約締結先

の評価を受けることになり、研究計画・活動に活かされてい

る。 

 

６戦略的研究経費について 

・戦略的研究経費・戦略的教育経費・学長裁量経費・戦略

的経営推進経費の内訳と使途別配分実績についてお聞きし

たい。またその効果についての評価はどのように行われる

のか。 
 

【戦略的研究経費】 

 研究担当副学長・産学官連携担当副学長・文系及び理系研

究科長等からなる「戦略的研究選考委員会」による選考によ

り、理系・文系各々の申請件数を考慮し、偏りなく選考を行

っている。 

 各年度の終了案件については報告書の提出を受け、特に「重

点研究Ａ」については、複数の有識者による外部評価委員と

して評価を受け、ホームページにて研究概要及び評価の公開

を行っている。また、継続案件については、年度毎の審査と

し、研究成果や将来の展望が認められないものについては、

継続不可としている。 

 配分実績：別紙２ 

 

【戦略的教育経費】 

事業実績報告書を各配分者に提出させ、教育推進本部に報

告し、次年度の継続分の配分の参考とする。 

32 
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（教育推進本部経費） 

・特色となる教育体制への支援事業 

 公募分 2,400万円（別紙３） 

 教育推進本部長が必要と認めた事業 600万円 

 （グローバルコミュニケーションコース事業関係経費） 

・年度末に事業実績報告書を各配分者に提出させ、教育推進

本部に報告し、次年度の継続分の配分の参考とする。 

 また、事業についての内容を全学で共有するために、ＦＤ

活動の一環として報告会を実施している。 

 

【学長裁量経費】 

 全学的視点から大学の特色となる教育・研究の充実に関し当

初予算化されていない重要かつ緊急性の高い事案に対して、学

長の判断・裁量により戦略的・重点的に予算配分することとし

ており、 

配分時点において学長による一定の事業評価がなされている。 

さらに、事業完了後の事業効果については、その内容を各

申請者より事業実績報告書にて学長へ報告させ、すみやかに

事業の効果を検証している。 

（配分実績） 

・研究関係（Ｇ－ＣＯＥ事業をはじめとしたプラザ事業の継

続及び国際ジャーナルの刊行、国際学会の開催などグローバ

ルな都市研究推進事業費 等 10事業）22,487千円 



 
 

7 
 

・教育関係（中小企業支援法律相談を通じた臨床法教育の実

践 等 3事業）1,867千円 

・地域貢献関係（第10回高校化学グランドコンテスト 等 2

事業）1,700千円 

・広報関係（人工光合成研究にかかる講演会の採録による記

事広告出稿経費 等 2事業） 1,869千円 

・施設整備関係（学生サポートセンターの中庭整備等にかか

る経費 等 2事業）1,300千円 

  

【戦略的経営推進経費】 

 大学としての標準装備事業として、耐震改修や空調設備更

新及び人事給与システム更新等を行い、学長発議による教員

採用や大学改革を推進すべく大学改革室を設置した。 

効果については、提出させる事業実績報告書の中の、事業

実績及び事業効果により評価している。 

 

７学長のリーダーシップ 

・教育・研究・地域貢献・産学連携・国際化戦略の 5 つの
推進本部体制はそれなりに評価できるが、各推進本部の人

的体制、企画戦略、目標はどこまで明確化（明文化）され

ているのか。各推進本部の戦略決定に学長のリーダーシッ

プがどれ程関与しているのか。各推進本部体制に研究科長

はどの程度関与しているのか。 

 各推進本部の人的体制（組織）、任務等については、規程

により明文化されている（別紙４）。各推進本部は学長の直

下に設置され、国際化戦略本部は学長が、他の推進本部は副

学長が就任しており、学長を中心とした大学執行部との連携

強化が図られている。また、研究科長については、各推進本

部に理系代表・文系代表研究科長を構成員としているが、学

長が各研究科の特性に応じて選定している。また、各推進本

61 
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・学長のリーダーシップを発揮しやすい体制の一つとして、

研究科長選考方法の見直しが行われているが、その実態は

どのようなもので、どのようにリーダーシップの発揮につ

ながっているのか。 

 

部の下に設置される各種委員会の構成員には、広く各研究科

から選任している。 

また、重点研究のテーマや戦略的研究経費の配分などにも

学長のリーダーシップをより強く反映させる仕組みとなっ

ている。 

研究科長の選考方法については、昨年から複数名の候補者

から学長が選考する方法に改革しており、大学運営の両輪を

担う学長と研究科長の連携強化が図られている。 

 現在、大学改革プランにおいて、５推進本部体制を見直し、

学長を補佐し、全学的な教育研究戦略を検討する役割を担う

教育研究機構を設置による戦略機能の強化や、学長と研究科

長等との連携強化について、戦略・運営機能強化検討プロジ

ュエクトにおいて平成27年度設置に向け検討中である。 

 

８教育組織と教員組織の分離 

・教育組織と教員組織の分離構想は具体的に実践アクショ

ンに入っているのか。教育組織（研究院）の設立について

の課題は何か。 
 

 大学改革プランに沿って、教育組織と教員組織の分離の議

論を進めている。具体的には、教員組織改革検討プロジェク

トを設置し、具体的な議論を開始している。 

 同プロジェクトにおいて、研究科教授会と研究院会議の役

割、予算配分、研究院長の選任と研究科長等との関係、教育

研究評議会の構成など各種論点の整理を図っているところで

ある。 
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９新大学検討本部 

・新大学検討本部の組織体制と進捗状況・タイムスケジュ

ールについて説明して頂きたい。 
 

【組織体制】 

組織構成：学長、副学長、役員（常勤）、学長特別補佐等 

組織体制：学長の下に新大学検討本部会議を設置し、その下

に新大学検討会議並びに各ワーキンググループを設置。 

【進捗状況・タイムスケジュール】 

 平成26年４月25日付で大阪市より統合にかかるスケジュ

ールの延期に関する通知を受けた。現在、秋ごろに両大学を

策定主体とした大阪における公立大学のあり方の大枠を両大

学が府市とともに発信できるよう検討を進めており、その検

討状況について新大学検討会議並びに新大学検討本部会議を

定期的に開催し、情報共有を行っているところである。 

 

87 
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○主に大学改革プランに関する事項 

法人への意見聴取事項 回 答 

１高度専門人材の育成 

・大学改革プランに市大の使命・役割として「・社会が求

める高度専門人材の育成」を掲げられているが、社会、た

とえば企業が求める人材として、「高度な専門能力」以外に

も「視野の広さ」「柔軟な発想」「人間としての魅力」「行動

力」などなど種々の要件があると思う。市大が人材育成に

取り組むにあたり、このような人材に関する社会的ニーズ

をどのように把握し反映しているか。その取組状況などを

お聞かせいただきたい。 

 

企業が「求める人材像」（経済産業省）、「社会人基礎力」（経済産業省

の「若者の社会人基礎力に関するアンケート調査」）等においては、12

の社会人基礎力の中で「主体性」「実行力」「課題解決力」「計画力」など

が社会が求める大きな要素とされている。さらに「大阪市立大学の学生

に求める資質に関する調査」などから、企業が採用に当たり本学学生に

必要な能力として「主体性」と「発信力」が求められている。 

本学の大きな特徴である学生ひとりひとりの顔が見える少人数教育と

いうメリットを活かし、「主体性」と「発信力」の向上を図るとともに、

高大接続からキャリア支援まで一貫した教育、語学力の向上、グローバ

ル的視点の育成、「総合大学」のメリットを生かした広い視野を持つ専門

人材の育成を進めている。現在、具体的にはグローバルコミュニケーシ

ョンコースの試行実施やCR(コミュニティ再生）副専攻の検討などの取

り組みも行っている。 

 

２人事・給与制度 

・大学改革プランに人事・給与制度に関し、教員の評価制

度改革と連携させた年俸制の導入を検討すると記載されて

いるが、これについて具体的な取り組みを聞きたい。 

特に、教員の教育評価、研究評価、各々どのように評価

するのか、それをどのように年俸に反映させるのか。 

年俸制の導入については、有期雇用の教員について検討を始めている。

現時点では、教員評価制度改革として、教員活動点検・評価の活用につ

いて、教職員人事制度検討プロジェクトにおいて議論を開始している。 

また、教員活動点検・評価の第１期（３年間）が平成25年度末に終了

し、実施体制・実施内容等について外部評価委員による点検・評価を受

け、第１期期間における課題等に対して、今後全学評価委員会において
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 並行して検討を進めていく。 

 

３大学改革プランの教職員の声について 

・大学改革に積極的に取り組んでおられるが、「教職員の声」

（大学改革プラン）のなかに、「事務的雑務に追われて教育

研究に充分に専念できない」「業務負担が４０歳代に偏って

いる」「採用凍結に伴う、教員不足、若手教員ポストの不足」

「職員の人材育成が困難」「有期雇用職員の処遇改善が必

要」との意見があることをどう考えるか。これらの改善に

ついてどのように取組をされているか。 

・また、研究資金について競争的資金や外部調達資金の割

合が増えることには意味はあるが、研究者が常に研究資金

獲得のことに大きなエネルギーを割かなければならないと

いうマイナス面もあるのではないか。 

 

 改革プランにおいては、教員人事制度の改革として、若手教員の育成

を図る制度等の改革、モチベーションの向上に繋がるような制度改革、

ＵＲＡ制度の導入、教員評価制度改革などを盛り込み、改善を図る予定

である。加えて、教職協働、職員力強化も盛り込んでいる。 

 大学運営は学長とともに各研究科長が両輪となって進めていく必要が

あり、それを組織する各教員の意欲向上は極めて重要である。個々の教

員から上がってく課題等については、学長による研究科長等定例ヒアリ

ングの実施によって、適宜情報共有や必要に応じた協議を図れるように

し、改善を進めていくこととしており、現在改革プランの具体化へ向け

た検討プロジェクトを発足させ、議論を開始している。 

 特に、法人化以降の大幅な運営費交付金削減の厳しい状況下において

も、今後とも本学の使命を十分果たしていくためには、加えて競争的資

金や外部調達資金の獲得は重要である。平成25年度であれば、文科省Ｃ

ＯＩ事業、ＣＯＣ事業、博士課程教育リーディングプログラム、女性研

究者研究活動等支援事業、テニュアトラック普及・定着事業など多くの

事業に採択されているが、重点三戦略、女性研究者のための環境整備に

関連するなど、本学にとって研究促進や教員の環境改善など有益な外部

資金であると考えている。 

 また、外部資金の獲得により、全学横断的組織を作り、全学的研究を

他分野との協働で行うことで、各研究者も研究の視野が広げることがで

きる利点もある。 



 
 

12 
 

今後ともこういった外部資金の獲得推進のためには、教員の負担を軽

減しモチベーション向上を図る必要があり、ＵＲＡなどの専門人材の早

期活用や事務職員との教職協働力の強化は必須の課題である。 

  

 


