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平成25年度業務実績報告書に関する
法人の自己評価の妥当性確認一覧表

平成26年８月20日
評価委員会



項目 年度計画 取組実績
自己
評価

委員コメント コメントに対する法人回答(概要) 第１回評価委員会での主な意見

7
【重点】

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、教育・研究支援等
の充実策を検討する。各研究科においても、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実施し、専門性の高い研究
者等を養成する。

<達成水準>
・柔軟なカリキュラム編成・大学院課程における教育
・研究支援等の充実策の検討

　将来の大学院共通教育科目に通じる文部科学省のグラントであるポストドクターキャリア開発事業の一部
である工学部の「技術経営特論」「技術経営論」を全学大学院生が受講できることとした。
　文部科学省の平成25年度「博士課程教育リーディングプログラム」に本学と大阪府立大学が共同で実施
する「システム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム」が採択された（高度な学術的研究成果を産業
の開拓に強力に結び付ける高い企業マインドをもち、「基礎から実用展開への生きたリンク」を構築できる、
産業界で活躍するグローバルリーダーの養成に力点を置いている）。
　学部・大学院教務委員会においては、大学院共通教育と試行科目の提案と検討を行い、大学院のあり方
を全学的に検討している。
　また、各研究科において、他研究科との相互単位取得、分野横断型の授業の実施などとともに、海外派
遣、外国人研究者招聘、研究指導体制など、各種充実策を実施し、専門性の高い研究者等の養成に努め
た。
（商）カリキュラム検討委員会を設置し、必要に応じて改善。他研究科との相互単位取得の促進を図ってい
る。
（経済）相互単位取得を認めるカリキュラムを編成。
（法）分野横断型の教育に必ずしもなじまないところがあるが、意欲的な学生には強く薦めてもいる。
（文）インターナショナルスクール事業による各種支援、頭脳循環プロ並びにROVの後継事業にもとづく院生
等の若手研究者の海外派遣、都市文化研究センター（UCRC）の研究員として大学院生等若手研究者を受
け入れ、専修免許状、学芸員、専門社会調査士の資格の取得のためのカリキュラムの提供等を実施。
（理）日本学生支援機構 平成25年度留学生交流支援制度（短期派遣）短期研修・研究型プログラムに「理
学の国際交流ネットワークによる大学院学生短期海外研究プログラム」が採択され、推進中。後期博士課
程学生のドイツへの派遣、外国人研究者を招聘しての国際ゼミナール（8件）、外国人講師による英語論文
の書き方に関する講義、後期博士課程学生に奨励奨学金制度の設置等を実施。
（工）他研究科間相互単位認定は既に実施されており、一定の実績が現れている。
（生科）コースごとに修士での指導教員以外のアドバイザー、副査、仮副査などによる指導を実施。
（医）臨床医科学専攻において医師免許を有しない者についても出願、海外留学生を対象とした大学院博
士課程10月入学制度の導入を決定し制度化。
（看護）平成26年度から博士後期課程の新設科目として「がん支援特講」及びその領域特別研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
を決定。
（創都）希望者に応じたアドホックな対応を行う。

Ⅲ

・文科省の平成２５年度「博士課程教育リー
ディングプログラム」に「システム発想型物質
科学リーダー養成学位プログラム」が採択さ
れたことについて、評価されるべきであり、Ⅳ
評価ではないか。
・大学院研究科における相互単位取得など
は、それほど難しい課題と思われない（他大
学で当たり前のことでは？）のに、なぜいまま
で進まなかったのか。

・今まで採択されなかったが、平成25年度は大阪府立大学との
共同申請で採択され、大阪府立大学の３研究科と市立大学の
工学研究科が参加している。
・大学院研究科の相互単位取得は、「専門性」「系統性」などを
分野ごとに検討する必要があり難しい部分もあるが、今回の
「博士課程教育リーディングプログラム」採択を契機に、大学院
教育の一つの形として引き続き進めていきたい。

・公立大学での採択は府大・市大との共同申
請のみであり、非常に難しいプログラムに採
択されたことは評価できる。

【Ⅲ評価からⅣ評価に変更】
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【重点】

経営学研究科における「社会人プロジェクト研究」や法
学研究科法曹養成専攻における「中小企業向け法律
相談」を通じた臨床教育、理学研究科における「化学人
材育成プログラム」、生活科学研究科における「QOLプ
ロモーター育成プログラム」、創造都市研究科における
「3セクター協働の地域活性化」など、都市や地域の活
性化を担う高度専門社会人を育成する。

＜達成水準＞
・(経営)社会人プロジェクト：10人
・(法)法曹養成：60人・(生科)QOLプロモーター育成：10
人
・(医)がん専門医育成コース：5科目・資格職合格率：
90%(社会福祉士、看護師　等)
・（創都）3セクタープロジェクト：10人（関係院生、　修了
生）

　経営学研究科の社会人プロジェクト研究「医療福祉マネジメント」、法学研究科の「中小企業向け法律相
談」を通じた臨床教育、文学研究科の専門社会調査士資格取得のためのカリキュラム、理学研究科の「科
学のプロ（社会で活躍する博士課程修了学生）」育成プロジェクト、生活科学研究科の「地域ケアを担うPh.D
臨床栄養師の養成」、創造都市研究科の教育プログラム「3セクター協働（＝公共・市民・民間部門）の地域
活性化」、医学研究科の「7大学連携先端的がん教育基盤創造プラン（第二期がんプロコース）」（※文科省
採択事業）、看護学研究科の看護師国家試験合格率100％の達成など、各研究科は地域の活性化を担う
高度専門社会人の育成を図っている。

＜平成25年度　各種資格試験合格率＞
・司法試験合格率　　　 　　　33％（合格者35名/受験者106名）※1
・管理栄養士合格率 87％（合格者32名/受験者 37名）
・社会福祉士合格率　　 　　 91％（合格者10名/受験者 11名）
・医師国家試験合格率　 　　92％（合格者69名/受験者 75名）
・看護師国家試験合格率　 100％（合格者47名/受験者 47名）
・保健師国家試験合格率　 96％（合格者54名/受験者 56名）
※1　合格率は全国14位

Ⅲ

・高度専門社会人の育成について、司法試験
や公認会計士試験など資格試験がらみのも
のについてはある程度、教育の成果は分か
るが、創造都市研究科や、経済学、経営学研
究科での社会人教育の成果はどうか。これら
については、卒業生の追跡調査が必要なの
ではないか。

・創造都市研究科では、修了生に毎年度アンケートを実施して
おり、ＦＤ研究会で報告をしている。また、修了後のアンケートも
一部実施している。研究科として、整理分析し、系統的に今後
に活かすには至っておらず、今後の課題である。成果としては、
大学教員として採用された者や、独自にNPO法人を立ち上げた
者、地方議員になった者などがいる。
・経済学研究科では社会人特別選抜を行っており、そのうち修
士号取得者が累計で74名、博士号取得者が３名いる。経営学
研究科では、医療や福祉の経営責任者が院生として在籍し、一
定の成果がある（医療専門人材育成）。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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【重点】

各学部研究科は、外国語・外国人教員による授業を拡
充し、語学研修・外国語による論文指導・国際学術交
流支援の充実等により、グローバル人材の育成を図
る。

・(商)メルボルンホーソン語学学校派遣：8名
・(文)インターナショナルスクールプログラムの推進
・(理)海外研修を含む大学院科目「海外特別研究」の
新設（前期および後期博士課程）

　各学部研究科において、次のような各種取組みを実施し、グローバル人材の育成を図った。
（商）　学研究科のメルボルンホーソン語学学校への学生の派遣、インドネシアでの現地企業との学生の共
同研究活動の実施（経済）　英語をメディアとした講義科目の設定
（法）　博士論文の外国語での提出についての体制整備の検討
（文）　外国人研究者によるインターナショナルスクール（IS）集中科目の開催（英語での講義と英語でのディ
スカッションの実施）
（理）　大学院生の積極的な海外研修を促すために新設された「前期海外特別研究」および「後期海外特別
研究」、日本学生支援機構 平成26年度海外留学支援制度（短期派遣）短期研修・研究型プログラムへの申
請（工）　国際会議における学生による英語での研究発表（生科）　メルボルン大学等協定校に短期語学研
修生としての留学
（医）　海外ＢＳＬ実習へ参加、５大学６学部との国際学術交流協定の締結
（看）　Srinakharinwirot University と部局間における学術交流に関する協定の締結
（創都）　外国人教員の英語による講義「ワールドビジネス」の開講や英語による論文執筆・論文指導など
や、外国語に堪能な教員の採用等

Ⅲ

・グローバル人材の育成という点で、研究を
世界に発信できる人材の育成が重要であろ
う。若手研究者や大学院生レベルで、外国の
ジャーナルや学会報告実績はいかがか。

・大学院生の全体把握は難しいが、ジャーナルに発信するレベ
ルになると後期院生が中心と思われる（平成25年度後期院生
582人）。ジャーナルの平成25年度実績は若手研究者173件、大
学院生は207件、学会報告では若手研究者211件、大学院生
248件である。ジャーナルでいうと、大学院生は207件で、後期
院生の半数まではいかないが、かなりの実績であると考える。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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学生サポートセンター円卓会議の提言の進捗状況に
ついて報告し、教員の意見を聞く場として学生サポート
センター運営会議を設置するとともに、サポートセン
ターの事務職員によるワーキンググループを立ち上
げ、提言を実行し、学生サービスの充実を図る。また、
学生のニーズ、意見を集約するための学生生活実態
調査の実施に加え、全学ポータル上で学生が各種意
見・要望を言えるサイトを作成する。

<達成水準>
・学生サービス充実検討委員会開催回数：5回
・学生生活実態調査の実施及び集約
・全学ポータルに学生の自由意見・要望欄を設置
・学生サポートセンター運営会議開催：2回以上
・ワーキンググループ開催：計10回

　学生サービス充実検討委員会に代わるものとして円卓会議の提言を検討、実行するために学生サポート
センター内に３つのワーキンググループを設置し、合計32回の会議を行い検討した。　また、本年9月に教員
の意見を聞く場として、学生サポートセンター運営会議に代わりサポートセンター懇談会を設置し3回開催し
た。ポータルサイトに学生から自由に意見を聞くためのアンケートページである「学生アンケート（ご意見・要
望等）」欄を常時開設し、意見や要望とそれに対する回答をポータルサイトのお知らせ掲示板に随時掲示し
た。
　学生生活実態調査を全学ポータルの利用及び調査票により実施（調査期間：10月1日～11月11日）し、対
象者（全学の学部生、大学院生）に対し、1,250件の回答を得（回答率：14.9％）、集約を行ない、報告書を作
成した。　また、「学生サポートネットの構築（提言）」を踏まえて、学生なんでも相談窓口を3月に暫定設置
し、学生サポートセンターの機能充実を図った。平成26年度から本格実施する。 Ⅳ

・「学生何でも相談窓口」の暫定設置を行い、
学生サポートセンターの機能充実に努めてい
るが、大学側が行ってきた学生サポートにつ
いて、学生がどのように受け止めているか、
その評価、要望について知りたい。
・学生を調査対象とするだけでなく、学生サ
ポートセンターWGや懇談会に、学生（ボラン
ティア・自治会メンバー・アルバイト職員など）
にもメンバーに入ってもらうことは考えていな
いのか。（学生による学生サポーター）

・「学生なんでも相談窓口」を検討し、３月暫定設置し、４月から
本格稼働している。また、この学生生活実体調査において、学
生サポートセンター機能に対する質問があり、「かなり良い」「や
や良い」が32.9％、「ふつう」が43.1％、「やや悪い」「かなり悪い」
が15.3％となっている。「良い」の回答が「悪い」の回答の倍以上
あり、一定の評価を得ていると考えている。また、「悪い」の内容
は、学生サポートセンターの集約化により、「窓口が遠くなり不
便」というものが多く学生サポートの質の問題でないと考える。
・現在は学生の参画は考えていないが、今後は学生の参画も
視野に入れ検討していきたい。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

24

学生への経済的支援制度について、これまでの経済
的困窮者を主とした支援制度に加え、本学のアドミッ
ションポリシー及び設立理念等に即した制度に再構築
するため、方向性を決定し、制度概要をまとめる。

＜達成水準＞
・方向性を決定し、制度の概要を作成

　前年度の学生担当委員会（Ｂ委員会）では、大学院生に対する新修学支援を念頭に議論を行ったが、そ
の原資については新たに確保することが必要との結論になった。そのため、今年度に入り、学生担当部長
から複数の関係先に対し新原資確保の依頼や話し合い等を行ったが、新たな原資確保は極めて困難であ
ることが再認識された。他方、経済的困窮者を主とした支援制度である現行の減免制度について検討を行
い、その見直しを行うことを決定した。

Ⅱ

・「原資確保は極めて困難であることが再認
識された」ということだが、中期計画自体を変
更する検討が必要ではないか。中期計画の
変更を要するならば評価は「Ⅰ」になるので
はないか。
・実績としての「一部実施」とはどういう意味
か。
・「方向性」というのは、具体的にはどのような
内容か。
・「達成水準としていた制度概要」と「実績とし
ての制度概要」の乖離があって、Ⅱ評価とい
うのなら、その乖離の程度を明確にしてほし
い。

・現行の減免制度に加えて、新しい制度が作れないかということ
を考えてきたが、予算面で難しく、現行制度の一部見直しを行
いながら、予算内での制度設計を行うことになった。
・新たな制度として、例えば大学院の後期課程の学生に対する
奨学金の付与など、中期計画にそったものを検討しているが、
具体的な内容が決まっておらず、Ⅱ評価としている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

2 ページ



項目 年度計画 取組実績
自己
評価

委員コメント コメントに対する法人回答(概要) 第１回評価委員会での主な意見

28
【重点】

都市型の総合大学という利点を最大限活用し、理系と
文系の融合研究も含む「都市科学」分野の研究を重点
的に実施する。特に「人工光合成研究センター」を核と
した人工光合成などの次世代エネルギー研究、「うめき
た」を拠点とする都市の健康科学研究を重点項目と
し、さらに健康格差、都市防災等、複合的な課題にも継
続して取組む。

＜達成水準＞
【健康格差】・学会発表数：4回以上
・論文・報告書刊行数：4本
【防災】・啓発セミナーの開催：1回
【多文化共生】・学外の研究機関と連携し、「博士課程
教育リーディングプログラム」を申請
【人工光合成等】・全学研究シーズを集結した新しい研
究拠点を整備し、可視化したスモールコミュニティ構想
の開始
・人工光合成白書の作成
・人工光合成からスマートライフについての計画書を策
定
【健康科学】・うめきたにて健康科学拠点としての活動
プロジェクトの立ち上げ：2件

【防災】　文科省COI事業申請に対応し、都市防災研究グループ（理、工、生）、健康科学研究グループ（医、
工、生、都市健康等）及び学外研究者との連携を見据えた「スモールコミュニティ構想」を取りまとめた。
COI申請については、トライアル機関として、2年度間、総額1億円の採択となった。
　都市防災に関する啓発セミナーを8回実施した。
【多文化共生】　海外サブセンターにおける国際活動を実績に、本学文学研究科に連携し、平成25年度博士
課程教育リーディングプログラム（プログラム名称：「アジア発祥型アーツ・マネジメント副専攻プログラム」）
を申請した。
【複合先端研究機構】【人工光合成等】　文科省COI事業申請に対応し、都市防災研究グループ（理、工、
生）、健康科学研究グループ（医、工、生、都市健康等）及び学外研究者との連携を見据えた「スモールコ
ミュニティ構想」を取りまとめた。
　COI申請については、ＣＯＩ－Ｔ（トライアル機関）として、H25年度・H26年度の2年間で総額1億円の採択と
なった。
　博士課程リーディング大学院オンリーワン型に申請「光合成ライフイノベーションを起動するリーディング大
学院」のヒヤリングを受けるが採用にいたらず。
　人工光合成フォーラム等はほぼ達成。
　アジアバイオ水素国際学会（ABHL）/生体及び生体模倣による太陽エネルギー変換に関する国際会議を
開催（11/22～11/24）し、海外からの研究者36名を含む、142名の参加があった。　ＩＣＴによる関西連合の
組織化。
【健康科学】　文科省「イノベーション対話促進プログラム」に採択され、企業、研究機関、消費者等との対話
を通じたイノベーション創出への取り組みの一翼を担うこととなった。そのキックオフとして、9/16一般向け公
開シンポジウムを開催し、延べ300名の来場者を得た。
　10/31に関係機関を集め、分野別の研究会を発足させるべく初回全体ミーティングを開催した。
　グランフロント大阪ナレッジキャピタル入居企業（1社）や入居クリニック（1機関）との共同研究契約を締結
し、健康科学製品・サービス創出の企画立案を行うこととなった。
　健康科学推進会議、健康科学ビジネス推進機構の事務局との同居が決まり、密接な連携体制の下、事業
を推進することとなった。

Ⅲ

・都市科学等の重点研究において
（１）COI申請について、トライアル機関として
採択となった。
（２）イノベーション対話促進プログラムに採択
となった
（３）「グローバル競争下の都市成長戦略に関
する、都市経営視点からの基礎研究」が重点
研究Bに採択された
などの実績からⅣ評価とするべきではない
か。

・COIのトライアル（COI-T）として採択されたが、今後COIとして
の採択に向けて継続的に努力していかなければならないと考え
ている。
・「グローバル競争下の都市成長戦略に関する、都市経営視点
からの基礎研究」は学内の競争的研究資金である重点研究B
に採択されたことものなので、Ⅳ評価には至らないと考えてい
る。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

11月以降　月１回程度の頻度で、分野別勉強会・企業懇話会を開催し、企業等個別課題への対応協議を開
始。
　1月　第２回全体ミーティング（ブレインストーミング）を開催。
　2月　健康科学推進会議年次総会を兼ね健康科学推進フォーラムを開催。
　3月　イノベーション対話促進プログラム実施報告実施報告完了。
【各研究科】　都市ビジネス、健康格差、中小企業問題、都市文化研究、都市防災等に関わる研究を行って
いる。
（商）　都市ビジネスに関する共同研究を継続。「グローバル競争下の都市成長戦略に関する、都市経営視
点からの基礎的研究」が重点研究Ｂに採択。
（経）　【健康格差】学会発表と報告書刊行を各3件実施。
（法）　法曹養成専攻は、中小企業支援法律センターを梅田サテライトに設け、中小企業問題について実践
的に学べる機会を提供。
（文）　都市文化研究センターでは、5つの戦略的研究プログラムを通じて、都市科学研究を遂行。各プロ
ジェクトにおいて、公開シンポジウムなどを開催。
（理）　平成25年度大阪市立大学国際学術シンポジウム「都市の再創造～20年後の大阪～」 に、セッション
7「まちの安全とひとのウェルビーイング（健幸）」およびセッション 8「コミュニティを創るオープンソースアプ
ローチ」 を理学研究科教員がリードして組織、外国人著名研究者を招へい、本学の国際的な都市科学研究
推進に寄与。
（生科）　都市の既成市街地におけるコミュニティ活動の低下や少子高齢化、生活問題に関する研究の取り
組みを実施し、地元報告会を2回開催などを実施。
（創都）　重点研究として都市科学のテーマでもある以下の様なものを実施。「創造経済と地域活性化」、「３
セクター連携の地域活性化人材育成」、「都市防災プロジェクト」に参画等。

31
【重点】

既存の大学間、部局間国際学術交流協定について、
評価・検証を行い、協定内容の見直しや大学間協定へ
の格上げを促進する。また、全学横断的な研究課題に
よる国際学術シンポジウムを開催し、学内の研究交流
拠点の連携を図るとともに、国際的に著名な研究者の
招聘などにより研究者交流を促進する。

<達成水準>
・大学間交流協定数：15
・国際学術シンポジウムの実施

　新たに、済州大学（韓国）、三育大学（韓国）、チェンマイ大学（タイ）、タマサート大学（タイ）、ソウル市立大
との大学間交流協定を締結した。
 全学的な国際学術シンポジウム「大阪市立大学国際学術シンポジウム－20年後の大阪」を9/17～19の3
日間に渡り開催し、のべ650名の参加者があった。その際、国際的に著名な外国人研究者を7名招へいし
た。
 国際センターにおいて、外国人研究者の在留資格認定証明書の代理申請業務を開始した。
 外国人研究者受入れに関する手引きである「外国人研究者受入れマニュアル」を新たに作成した。

＜大学間学術交流協定数＞
H20： 9協定　H21： 9協定　H22： 9協定H23：11協定 H24：14協定　H25：19協定

Ⅲ

・国際学術交流協定の締結は国際交流促進
のステップとして重要であると考えられるが、
多くの大学で、学術交流協定を結んでも、学
生の交換など交流がほとんどないなど、ス
リーピング状態になっている交流協定が少な
くないと聞く。締結された各協定はどれほどア
クティブなのか、定期的に検証する必要があ
ると思われるが、それはなされているか。

・各部局で単独で行っている協定について、活発に進んでいる
ものについては、大学間交流に格上げしていきたいと考えてお
り、そのためにも具体的な活動がどういうものかチェックしないと
いけないと認識している。国際センターが中心になり、各部局に
おいて協定の更新期限がきているものについては、更新の有
無や今後の更新について確認し、最新の協定交流の把握に結
びつけていっている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

33
（重点）

女性研究者支援策の実施と、若手研究者の確保・育
成のための制度について検討を進めるとともに、女性
研究者及び若手研究者支援のための補助金獲得に努
める。

＜達成水準＞
女性研究者及び若手研究者支援のための補助金　(平
成25年度科学技術人材育成費補助事業)への応募

　平成25年度科学技術人材育成費補助事業(文科省)である「テニュアトラック普及・定着事業」及び「女性研
究者研究活動支援事業」に計画どおり応募し、採択された。
　両事業の着手により、「若手研究者の確保・育成」及び「女性研究者を取り巻く環境整備」への取組の強化
に着手した。

Ⅳ

・「女性研究者及び若手研究者のための補助
金」は科研費を獲得し、事業計画に着手でき
たことは評価できるが、科研費は恒久的な財
源ではない。恒久的財源についての見通しが
示されていないので、評価Ⅳはやや甘いよう
に思われる。
・プロジェクトマネージメントオフィス（ＰＭＯ）を
設置されているが、その機能（役割分担）と人
的体制について説明願いたい。

・採択の際のヒアリングにおいて国からも確認をされているが、
いわばスタートアップ事業であり、外部資金により体制整備を整
え、終了後も引き続き、法人として事業を継続するものである。
・研究、教育、地域貢献など分野横断的に対応できるよう設置。
　オフィス長（兼任）大学運営本部事務部長
　学務企画課長（兼任）
　学務企画課係員（兼任）
　事業推進コーディネータ　１名（外部資金雇用短時間職員）
　COC事務補助　１名（外部資金雇用短時間職員）
　その他（外部資金雇用）
　教務担当コーディネータ１名（特任教員）（大学教育センター兼
任）
　事務補助１名（大学教育センター兼任）

・分野横断的に構成されているプロジェクトマ
ネージメントオフィスについて、評価する。

【法人自己評価で妥当】

3 ページ



項目 年度計画 取組実績
自己
評価

委員コメント コメントに対する法人回答(概要) 第１回評価委員会での主な意見

29
【重点】

都市研究プラザは、グローバルCOE事業を継承し、あ
らたな発展をめざして若手研究者を採用、外部資金獲
得準備、国際学術誌発行、国際学会AUCの開催、国
際シンポジウム開催、現場プラザ・海外サブセンターの
活動等に取り組む。

＜達成水準＞
・若手研究者を年2回公募・採用、育成
・学内外の研究機関と連携し、大型外部資金獲得に向
けた申請を実施
・国際ジャーナルCCSの継続発行
・国際学会（AUC）に関連する国際学術イベントを2回以
上開催
・国際シンポ・イベントを5回以上開催、ドキュメント・レ
ポート等を3誌以上発行
・現場プラザにおいて、地域と連携し5件以上の共同事
業を実施
・海外サブセンターと共催し、3件以上のイベントや共同
事業を実施
29

①平成25年度若手研究者を2月及び8月に募集し、4／1付8名、10／1付4名及び継続研究員8名を含めて、
20名（延べ人数）を採用。国際学会での発表等研究実績をあげている。
②平成25年度博士課程教育リーディングプログラム（複合領域型：多文化共生社会）／文学研究科に連携・
協力して申請。平成25年度「地（知）の拠点整備事業」に協力、事業採択に寄与。
③文科省の平成25年度テニュアトラック定着・普及事業に、拠点部局として申請、採択される。
④文科省の平成26年度からの全国の共同利用・共同研究拠点の認定に「先端的都市研究拠点」として申
請並びにスタートアップ支援事業に申請し、内定を受ける。
⑤平25年度国際ジャーナルCCSは、13号～16号（年4号）を発行。平25年度は契約見直しの年であるが、継
続更新の見通しである。
⑥5／31・6／1の両日、キングスカレッジ・ロンドンに於いて第2回都市創造性学会（AUC）を開催。世界各国
から当該分野の第一線の研究者や実践者が集い、最新の研究発表や新たな都市論構築に向けた議論が
展開された。平成26年の第3回は大阪で開催すべく準備活動を行っている。
⑦国際シンポ・イベントを7回開催。国内向けイベントは、22回開催。主催（共催）以外の後援等のイベント
は、44回開催。ドキュメント・レポート等の発行は、レポート2を発行。なお、予算不足のために来年度発行の
ドキュメントを数点予定している。
⑧豊崎プラザ・CCA（阿波座）・船場アートカフェ・西成プラザ等の現場プラザにおいて、地域と連携して共同
事業を5件以上実施。
＜特別研究員（若手）の応募者数（採用者数）＞
H20：　計43名（計36名）　　H21：　計41名（計34名）　H22：　計31名（計23名）H23：　計20名 (計17名）
H24：　計15名（計11名）　H25：　計25名（計15名）
＜国際シンポ・イベント開催回数＞H20：　 5回　　H21：　10回　　H22：　16回H23：　11回　　H24：　10回
H25： 　7回
＜研究成果物発行数＞（B＝書籍、D＝ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ、R=ﾚﾎﾟｰﾄ、N＝ﾆｭｰｽﾚﾀｰ）H20：　B1+D2+R3+N4　　H21：
B1+D2+R4+N4　　H22：　D1+R4+N4H23：　D6+R4+N4　　　　 H24：　B3+R3+N4　　　 　H25：　B1+R2+N4

Ⅲ

・将来性のある研究分野、有望な若手研究者
に研究資金を傾斜配分するなどの措置をとる
ことは良いことであるが、重点研究指定や研
究者の選考、さらに評価にあたっては、各学
問分野やテーマの特質に十分に配慮してな
されるべきであるが、その点についての実情
を知りたい。

学内の競争的研究資金として、４つの分野「重点研究（A）」「重
点研究（B）」「萌芽研究」「若手研究」があり、評価・審査に際し
ては、文系理系を交えた全研究科からの審査委員による厳正
な採点を行い、最終的に学長により採択を決定している。特に
研究費上限が1,500万円の「重点研究（A）」については、終了後
に外部評価を行い、その結果をホームページにて公表してい
る。
また、テーマによって応募課題を文系と理系に分類し、それぞ
れの応募件数によって、採択件数を按分している。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

32
【重点】

新たな戦略的研究経費の仕組みを定着させ、本学を
特徴付ける研究の創出に予算配分する。また、新重点
研究(A)および重点研究（A）の成果報告については、
各課題につき複数名の専門的知識を有する学外者（外
部有識者）の書面による評価を実施する。

＜達成水準＞
・前年同水準の応募者数の確保（H24：79研究）
・評価結果の公表

　新たな仕組みを定着させ、本学を特徴付ける研究の創出に予算配分した。
≪改善点≫
　配分予定額見直しによる採択予定枠の拡大。
　文系・理系毎の採択枠創設による応募意識啓発。
　選考委員への文系及び理系研究科教育研究評議員増員による審査・評価の充実(H24:8人→H25:14人)。
重点研究Aの終了課題について、研究代表者による成果報告会（プレゼン）と外部評価を新たに導入。

＜戦略的研究経費総額＞
H20：　137百万円　　H21：　129百万円 H22：　121百万円H23：　121百万円　　H24：　100百万円 H25：　100
百万円

＜応募(採択)件数＞H24：　79(32)件　　H25：　78(41)件

Ⅲ

36-1
（重点）

地域連携センターの体制を強化し、行政・地域ニーズと
のマッチングを図るシンクタンク機能を充実させる。

＜達成水準＞
・行政や地域との連携を深め、地域のニーズを集約・
学内シーズのHP公開

　平成25年6月24日（月）に大阪市住之江区役所、住吉区役所、西成区役所との連携協定を締結した。今
後、この連携協定のもと、より一体となって地域課題に取り組むことで、大学・自治体のさらなる相互発展を
目指す。
　同日、協定締結を記念して「地域防災の取り組み・課題と大学の役割」をテーマとした、本学都市防災研究
グループ（ODRP）と各区長による公開討論会が行われた。各区長からの報告では、区の課題や取り組み、
大学との連携事例が紹介された。
　文科省補助事業である、大学COC事業においては、フォーラムを府大と共催で3回開催した（（11月）110人
（2月）150人（3月）200人）。　また、西成区との連携協定をもとに10月8日、三区との連携協定に基づく事業
の一環として、大阪市社会福祉研修・情報センター（西成区出城）で、「西成情報アーカイブ」企画運営事業
を受託し実施した。　フォーラム１回（10月50人)、スタディツアー2回（11月20人、12月20人）、教育機関人材
研修1回（1月10人）、シンポジウム1回（3月30人）を開催した。西成情報アーカイブのリーフレットを発行した
（3月）
　総務省「域学連携」地域力創出モデル実証事業にて、小学校への出張講義（2回）、合宿（7回）やワーク
ショップ（2回）を開催し、延べ49名の学生が50日の活動に参加した。
　プロジェクトマネジメントオフィスと連携し、今後も行政と地域での連携事業を展開していく。

Ⅳ

・達成水準の定量化が難しく、評価Ⅳの判断
が難しいが、Ⅳ評価の根拠は、
（１）文科省平成２５年度「大学COC事業」に
採択されたこと
（２）このCOC事業関連について、具体的に
種々の取り組みをしたということ
の２点と考えていいか。
・プロジェクトマネージメントオフィス（ＰＭＯ）を
設置されているが、その機能（役割分担）と人
的体制について説明願いたい。
・地域との連携について、具体的に諸種の活
動を展開したことを評価したい。

・COCに採択されたことは大きな成果と考えているが、それだけ
ではなく、地域連携センターを中心にさまざまな取組を行ってい
る。（西成区の委託事業「西成アーカイブ」の企画運営、総務省
の「域学連携」地域活力創出モデル実証事業（和歌山県新宮市
との連携）など）
・PMOは項目33参照

・さまざまな取組が行われており、Ⅳ評価で
妥当と考える。

【法人自己評価で妥当】

42
（重点）

都市健康・スポーツ研究センターは、昨年と同程度の
公開講座を実施し、市民の健康保持･増進とスポーツ
振興を支援するため、産官との連携を推進する。

＜達成水準＞
・公開講座数／受講者数：5件／200人
・新たな実践的活動の検討

新たに住吉区スポーツセンターと連携して、「いきいきドック」を企画・開講した。
公開講座等
・大阪ガス健康づくり教室（大阪市）「現代人に学ぶ養生訓　歩いて健康」講師（参加者256名）
・健康・スポーツアカデミー企画「アーチェリー技術クリニック」開催（参加者12名）
・文化交流センター公開講座「9月防災講座」において「一次救命処置の実際」の講師（参加者29名）
・大正区女性会公演会において「動くことは健康につながる」の講師（参加者200名）
・健康・スポーツアカデミー企画「いきいきドック」開催（参加者9名）
・健康・スポーツアカデミー企画「サロン ド スポルト（トップアスリートのまなざし）」開催（参加者33名）
・住吉区防災フェスタ（防災運動会）において「パネル展示および体力測定・筋肉量測定」を実施（参加者13
名）
・茨木市運動講演会「転ばぬ先の…？筋力アップでロコモ予防」講師（参加者89名）
・健康・スポーツアカデミー企画「第12回健康・スポーツ科学セミナー」開催(参加者66名）
・健康・スポーツアカデミー企画「いきいきドック」開催(参加者1名）
・文化交流センター専門家講座「スポーツコース」において「知れば体を動かしたくなる！メタボに運動が効く
ワケ」の講師(参加者55名）
・住吉区　災害時、地域や施設はどう動く！？～福祉避難所の運営と地域の要援護者の課題から～「パネ
ル展示、体力・筋量測定」（住吉区民センター）（参加者10名）
・住吉区社会教育関連学習会において「健康長寿をめざせ！～暮らしに運動とスポーツを～」の講師（参加
者30名）
＜公開講座　受講者数＞
H20：　3件（242人）　　H21：　6件（466人） H22：　6件（339人）H23：　5件（147人）　　H24：　5件（406人）
H25：12件（803名）

Ⅳ

・‘いきいきドック’の参加者は１－９名と少な
いが、ドックの内容とキャパシテイはどのよう
なものか。予定どうりの参加者が得られてい
るのか。
・公開講座数／受講者数とも大幅に増加した
背景は何か。
・公開講座を多数開設し、多くの受講者を得
たことは、社会貢献として評価できる。
ただ、公開講座を開設することにはそれなり
の負担を伴う。公開講座開設によって、教員
の負担、大学本来の教育・研究活動への影
響などについても言及して欲しい。
　大学が市民へのサービスを提供することは
もちろん良いことではあるが、多ければ多い
ほどよいということでもないように思われる。
望ましい提供水準（開設数など）、提供形態
（無料か、有料かなど）についての検討は十
分行われているのか。

・「いきいきドッグ」は住吉スポーツセンターと連携して新たに企
画したもので、住吉スポーツセンターが開設している高齢者向
け健康教室「いきいきワクワク健康体操」の受講者を対象として
いる。高齢者に事前に危険を認知してもらうことを目的とし、運
動機能や認知機能など多岐にわたる項目の測定を行っている
ため、１時間で３名程度の対応となる。
・梅田にある文化交流センターでの公開講座に加えて、住吉区
との連携で行う事業なども積極的に行ってきており、参加者増
につながっている。
・公開講座数については、回数について数年検討してきており、
より成果が期待できる講座を検討している。また、講座担当が
特定の教員に集中しないように、多くの教員から提供可能な
テーマを登録してもらい、講座テーマの更新と負担の分散を
行っている。
・公開講座の広報の在り方について、参加を期待したい方への
広報やホームページからの参加申し込みの導入など実施してき
ている。

・高齢者に対応した新しい取組を行ったことを
評価する。

【法人自己評価で妥当】

4 ページ



項目 年度計画 取組実績
自己
評価

委員コメント コメントに対する法人回答(概要) 第１回評価委員会での主な意見

48

「弁理士による学内知財連続講座（計６回）」の開催や
知財専任のCDの配置などを通じ特許出願の啓発に努
め、特許出願件数の増加に努める。また、出願された
特許を民間との共同研究に繋げ外部資金獲得の増加
を図る。

＜達成水準＞
・国内特許出願大学承継件数：80件
・特許活用件数（共同出願件数＋共同研究に結びつい
た単独出願件数）：45件

　「弁理士による学内知財講座」地域イノベーション人材育成事業のプログラムとして、学内学外双方に適
用できるプログラムに変更して6回実施中。
　知財専任のＣＤを2名配置し、理系学部の教授会に参加し、特許出願の啓蒙活動を行った。
　民間との共同研究は平成25年度比で件数・金額とも108％達成した。
　国内特許継承件数：63件、活用件数：43件（3月末現在）
＜特許出願件数・登録件数＞
Ｈ20：34件／ 3件　　Ｈ21：25件／ 8件　 Ｈ22：45件／ 6件Ｈ23：63件／ 3件 Ｈ24：79件／13件　 Ｈ25：63件
／11件

Ⅱ

・達成水準について、国内特許出願大学継承
件数と特許活用件数があるが、大学の発明
がどれだけあるかという点からすると、前者
の「国内特許大学継承件数」というのでなく、
第三者への発明譲渡も含めた「発明件数」で
評価すべきではないか。
・外部資金獲得という観点からすると、「特許
活用件数」がより重要であり、またこの達成
は困難度が高いと考えられる。それにも拘わ
らず、特許活用件数が９６％の達成率である
というのは評価されるべきで、評価Ⅲでいい
と思う。
・学内に特許として出願すべき、あるいは活
用すべきシーズがあるにもかかわらず、出
願・活用の努力を怠ったためか、もともと学内
にシーズが不足していたためか。どちらかに
よって、取り組み方が異なるのではないか。

・国内特許出願大学継承件数は、平成24年度が79件でほぼ目
標を達成していたが、平成25年度は63件であったため、Ⅱ評価
と考えている。
・学内シーズの把握については、コーディネーターが教員の研
究内容、シーズのヒアリングを進めているところであるが、まだ
まだ十分でないと思っている。今後の対策として、コーディネー
ター増員をはじめ、産学官連携体制を強化していきたいと考え
ている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

50
【重点】

3つの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加させること等により、中
小企業などからの技術相談件数の増加を図り、共同研
究に繋げる。また、各種のセミナー等のイベントに参加
し、産業界とのコンタクト数を拡大する。

・ホームドクター制度会員数：220社
・セミナー等の開催数／参加者数：20回／1,500人・技
術相談件数：350件

　ホームドクター制度会員数：227社
　セミナー等の開催数／参加者数　38回／2,418人
　技術相談件数：　470件
　府大との共同オフィス活動の再構築による、大阪地区の中小企業への連携を強化してきた。
　関西アーバン共同研究助成金応募の中小企業からの技術相談対応を行った。
　工学研究科のインフラ問題対策「ストックマネジメント研究センター」の活動を産創館と連携して進めること
により、大阪の中小企業の社会インフラ整備事業への中小企業の新規参入を促進した。

＜ホームドクター制度会員数＞
H22：　135人　　H23：　166人　　H24：　234人　H25：　227人

Ⅲ

・セミナー開催数／相談案件とも大幅増であ
るのに、なぜⅢ評価なのか。Ⅳ評価ではない
か。

セミナーの開催数、相談件数とも年度計画の達成水準は満たし
ているが、中期計画として、民間企業との受託・共同研究の金
額ベースの目標を４億円に設定しており、平成25年度は2億8千
万円だったため、Ⅳ評価に至らないと判断している。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

63-3

大阪府立大学との統合を視野に入れ、教員が学部・研
究科の組織の壁を越えて柔軟かつ機動的な活動を行
うことができるよう、教員組織と教育組織を分離する。

＜達成水準＞
・平成25年度中に教員組織と教育組織を分離
・平成25年8月をめどに、新大学案に教学分野の統合
再編案を反映

　大学改革室室長、次長及び学長特別補佐で構成するＷＧを設置し、先行して組織分離を実施している5大
学に対して、ＷＧによる訪問調査を実施した。
　調査結果を踏まえ、本学の状況にあわせた組織分離の方法を検討した。
　新大学案の議論にそって組織分離の検討を進める予定であったが、議論の進捗状況等を勘案し、平成26
年度に改めて具体的な検討を行い、26年度末までに必要な規程等を整備し、27年度からの分離実施を目
指すこととした。「大阪市立大学改革プラン」（26年4月策定）にも組織分離について盛り込み、スケジュール
も明確にした。
　新大学案（平成25年10月版）において、新大学の教育組織・研究組織（教員組織）の案を記載した。

Ⅱ

・この項目の評価においては、特に外部環境
変化に起因する部分と自己責任部分に分け
て評価されるべきではないか。自己責任部分
の調査・組織分離策、スケジュール策定は実
施されている。実際に平成２５年度中に教員
組織と教育組織を分離できなかったのは、外
部環境変化によるものであり、この未実施を
もって評価Ⅱとするのは、疑問がある。評価
Ⅲでいいのではないか。
・新大学構想と密接に関連する重要なイッ
シューであり、慎重に議論されることが望まし
いので、今年度の評価Ⅱとなってもやむを得
ないのではないか。

・教員組織と教育組織の分離は平成25年度中の実施を計画し
ていたものであり、実施できなかったためⅡ評価と判断してい
る。また法人の経営審議会でも早く実施するように指摘されて
いる。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

66

他大学の状況も踏まえた教員の給与制度について課
題整理とともに、新たな方向性を示し具体的制度設計
を行う。

＜達成水準＞
・教員の給与改正に向けた方向性を打ち出し、年度末
までに制度を設計

　前年度に実施した国公立大学の給与制度の調査資料をもとに、教育職給料表及びその他教員に係る手
当の比較検証を行い、教員の若年齢層と高年齢層における他大学との制度上の較差・相違を洗い出した
上で、教員にかかる給与制度の一部見直しを行った。
　また、「大阪市立大学改革プラン」（26年4月策定）の中で、教員給与制度の改革として、若手教員や成果
を出した教員に対してモチベーションに繋がる制度などを盛り込んだ。

Ⅱ

・教員の給与制度について新制度設計がで
きなかったことが、評価Ⅱとなった理由と思わ
れるが、各種調査を行ったにもかかわらず、
制度設計に至らなかった理由は何か。
・何が達成できて、何が達成できていないの
か、どういう制度を作ろうとしているのかを、
もっと明快に整理してほしい。

・調査などから、国立大学並みに近づける方向で組合との協議
を進めてきたが、大阪市の給与水準とのバランスを踏まえつ
つ、国立大学に比較的順じている府立大学の給与水準を検証
し、全体のバランスを踏まえながら、若年層の処遇を向上させる
とともに、高年齢層を引き下げ、給与全体の給与は府大水準並
みとした。

若年層の改善は実施できたが、全体としてモチベーション向
上とまではできなかったためⅡとした。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

67

有期雇用教職員制度改正にかかるワーキンググルー
プを設置し、課題整理を進め、新たな制度の設計を行
う。

＜達成水準＞
・改正に向けた方向性を打ち出し、平成25年10月をめ
どに制度を設計

　有期雇用教職員制度改正検討会議を踏まえ、より制度設計に係る専門WGとして「キャリアスタッフ制度設
計ワーキンググループ」を設置。社会保険労務士を交え、雇用のあり方等具体に検討を実施。平成25年10
月1日付けで「キャリアスタッフ制度設計にかかる検討結果について」報告書を提示した。
　平成25年12月に研究開発力強化法及び任期法の一部改正する法律が公布され、教員及び研究者は、有
期労働契約の契約期間が5年から10年を超える必要があると示された。この適用の影響を受けない職種に
ついて、平成26年4月の制度改正に向け、一部有期雇用職員制度の見直しを行った。
　「大阪市立大学改革プラン」（26年4月策定）の中で、若手教員の育成を図る教員人事制度等の改革とし
て、現行の特任制度を基本としつつ、教育の活性化に繋がるような若手教員の積極的な活用を図る制度に
改善し、また、テニュアトラック等の任期付き教員制度の改正を図ることを盛り込んだ。

Ⅲ

・新制度設計が未完成（一部完了）となったと
のことだが、完了しなかった理由は何か？

・有期雇用について、５年を超える場合は無期雇用としなけれ
ばならないという労働契約法の改正があり、それを元にキャリア
スタッフ及び特任教員の制度設計を検討し、職員については平
成25年10月に制度改正を行った。

しかし、平成25年12月に教員及び研究者については10年を超
える場合は無期雇用とする研究開発力強化法及び任期法の法
律改正があり、教員については引き続き検討することになった
ため、一部のみ完了となっている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

71

はばたけ夢基金寄附募集実施委員会等により、今後
の寄附募集方針等を決定し募金活動を実施する。ま
た、各同窓会等の協力を得て、再度卒業生にパンフ
レットを配付するなど積極的に募金活動を実施する。

＜達成水準＞
・寄附募集実行委員の任命及び、本学卒業生が役員と
なっている企業への募金活動（約100社）
・有恒会（文系同窓会）等の協力を得て、卒業生にパン
フレット等を配布　(約19,000名)
・教育後援会(学友会を改称)の協力を得て、学生の保
護者にパンフレット等を配布　（約3,000名）

　有恒会（文系同窓会）等の協力を得て、卒業生にパンフレット等を配布　(約19,000名)の達成目標にかえ
大阪市立大学同窓会報（H25.5.15発行・発行部数5万部）、大阪市立大学有恒会報（H25.5.15発行、9.15発
行、H26.1.15発行・発行部数1万）に、はばたけ夢基金募集の広告を掲載した。
　平成25年4月30日に募金活動検討ＷＧを開催、5月31日に寄附募集実施委員会を開催し、今後の寄附募
集活動等の方針を協議した。
　11月3日開催のホームカミングデーにて卒業生200名、ＯＢ教員80名にパンフレットを配布した。
　在学生の保護者（約4,800名）への大阪立大学広報誌VOL.13(H25.10発行）、VOL.14(H26.3発行）送付時に
パンフレットを同封した。
　本学卒業生が役員となっている企業（柳光会・青柳会会員185名）への大阪市立大学広報誌
VOL.13(H25.10発行）、VOL.14(H26.3発行）送付時にパンフレットを同封した。
＜寄附件数及び金額＞
H21： 262件／ 100,215千円　 H22：1,093件／ 96,728千円 H23：　84件／ 65,063千円H24： 26件／327,002
千円 Ｈ25： 　45件／ 161,665千円

Ⅲ

・卒業生や保護者へのパンフレット配布という
手段で、どの程度、募金の成果を挙げること
ができると考えているのか。

・平成25年度は同窓会報や保護者会の会報などにパンフレット
を同封するなどして、約490万円の寄付があり、通信運搬費等
の経費が100万円程であったため、一定の効果があったと考え
る。はばたけ夢基金が平成26年９月末までで期限を迎えるが、
新たに10月から大阪市立大学夢基金を創設することを決めて
いる。パンフレットの配布だけでなく、同窓会組織の会合等に担
当者が出向いて説明するなど、取組強化に努めている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

5 ページ
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85

災害対策本部の業務分担を整理し、シミュレーション訓
練の手法を検討するとともに、防災訓練では特定の教
員に偏ることのないよう、幅広く避難誘導等を経験す
る。また、災害時の迅速な状況把握のため、安否確認
システムの導入を検討すると同時に防災意識の醸成を
図るため、期限に達する備蓄食料等を有効に活用す
る。

＜達成水準＞
・防災訓練参加者数：4,000人
・災害対策本部の業務分担、マニュアルの検討作成

　震度4以上5未満の地震発生時（第0ステージ）に対応する緊急連絡員体制を作り、マニュアル、装備の準
備を行った。
　学内組織の再編に合わせて、自衛消防隊の再編成を行った。消火訓練、AEDを利用した救護訓練、トラン
シーバー・メールを利用した通信訓練を複数回実施した。
　防火・防災総合訓練では、従前、曜日が固定され、特定の教員が避難誘導を担当していたが、今年度、初
めて昼休みを利用して、杉本地区全学を対象とした発災時（第1ステージ）の防災訓練を実施し、約4,000人
の参加を得、未経験の教員が避難誘導訓練に従事することができた。本部隊本部班において、大阪市危機
管理室や住吉区役所の協力を得、相互に情報交換を行う通信訓練や、各地区隊の情報を集約し、統括に
判断を仰ぐ等より現実に近い訓練を行った。
　期限の迫る備蓄食料を訓練に協力した学生に配布し、防災意識の醸成に寄与した。
　期限の近づいた保存水を冷やしてオープンキャンパスで配布することにより、熱中症予防に寄与し、また、
本学が防災への取り組みを行っている大学であることを高校生とその保護者に喧伝した。
　杉本地区全学から若手で構成される、災害対策特命ワーキンググループを結成し、震災発生後一定時間
を経過後（第2ステージ）における地域の収容避難所対応、学生ボランティア、通訳ボランティアの組織化を
含む、災害対策本部マニュアルを完成させた。
　特命ワーキンググループで、災害対策本部シミュレーション訓練を計画し、想定される事象に対し、それぞ
れの災害対策本部の役割に従って、幹部職員を中心に実施することにより、各々の役割と行動を確認し
た。
　警戒段階（第0ステージ）、発災時の初動対応（第1ステージ）、発災後一定時間経過後（第2ステージ）の3
つをまとめた大阪市立大学災害対策マニュアルを作成し、全教職員に配布周知した。　大阪880万人訓練で
は、全学に協力を依頼し、通信訓練を実施した。
　防災管理点検を実施し、ロッカーの固定等の不備について所属に改善を求め改善結果の報告を受けた。
学生の家族にも安否を伝える機能のある安否確認システムが、次年度年度当初より、登録可能になるよ
う、調整、準備を行い、説明会を実施した。
＜防災訓練参加者数＞
H20：　1,500人　　H21：　3,000人　　H22：　3,000人H23：　4,000人　　H24：　4,000人　　H25：　4,000人

Ⅳ

・防火・防災訓練の内容が、
（１）杉本地区全学を対象にしたこと
（２）未経験の教員が避難誘導訓練に参加し
た
など、従前に比して充実したことが、Ⅳ評価
の根拠になっているのか。
しかしながら、（１）（２）については、本来そう
あるべきであり、Ⅳという評価は甘く、Ⅲ評価
ではないか。
・順調に進捗していると評価される。

・前年度に引き続き4000人規模の防火防災訓練ができたこと、
また新たな取組として、若手職員を中心とした災害対策特命WG
を立ち上げ、発災後２時間を経過した時点（第２ステージ）まで
の体制を検討し、第２ステージの災害対策訓練を実施した。
　さらに発災から第２ステージまでを含めたマニュアルを策定し
て、時系列的に災害時に教職員がどう対応しなければいけない
かということを明示できたことをもってⅣ評価と判断している。

・発災直後だけでなく、第２ステージまで含め
た訓練やマニュアルの策定がされていること
からⅣ評価は妥当である。

【法人自己評価で妥当】
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