
中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

43 地域住民へ
の貢献

区民セミナーや地域住民等を対象とした相談事業
などの既存事業に加え、地域拠点としてより身近
に市民生活に貢献するため、災害時における本
学の役割強化やボランティア支援など連携を強化
する。

43-1

【重点】

　発災後一定時間を経過した後の、災害対策本部
マニュアルを充実させ、災害時の地域の収容避難
所としての役割を果たすとの観点から、災害対策
本部マニュアルに基づいた訓練の検討を行う。

[中期計画の達成水準]
・区民セミナーの充実
・区の諸事業への参画
・地域の防災における役割強化
・(法・生科)相談事業の継続
・(法)中小企業への法律相談、法実務に通じた法
曹養成、企業法学の発展の三位一体的展開

[年度計画の達成水準]
・災害対策本部マニュアルの充実
・災害対策本部訓練の実施

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。

42

【重点】

　都市健康・スポーツ研究センターは、平成25年
度に引き続き公開講座を実施し、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。
　また、新たな実践的活動の実施や学内健康関
連組織との連携を検討する。

[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)

[年度計画の達成水準]
・公開講座数／受講者数（5件／200人）
・新たな実践的活動の実動（1件／50人）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・災害対策本部マニュアルの充
実：実施済
・災害対策本部訓練の実施：実
施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

　若手職員を中心に、平成26年度第2期災害対策特命ワーキンググループを結成し、平成25
年度に作成した災害対策本部マニュアルをさらに充実した内容に改訂した。
　住吉区役所と連携し、第2回災害対策本部訓練を実施。平成25年度より大幅に規模を拡大
し、住吉区役所職員とともに、収容避難所に地域住民を受け入れるための実地訓練を実施し
た。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・公開講座数／受講者数：
240％／421％（12件／842名）
・新たな実践的活動の実動：
100％／42％（1件／21人）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・新たな実践的活動として「ス
ポーツサイエンスフェスタ2015
in OCU」を開催した。

・H26. 4.1～2 いきいきドック（参加者3名）
・H26.6.22･29 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16名）
・H26.7.25 大学コンソーシアム大阪：大阪中学生サマーセミナー「健康とスポーツのサイエンス
～アーチェリーとスポーツサイエンス～」講師（参加者24名）
・H26.9.5 文化交流センター公開講座「9月防災講座」において「避難に必要な体力を考える」
の講師（参加者36名）
・H26.10.25 第40回すみよし祭で「体力測定（下肢筋力）」（参加者55名）
・H26.11.5 立命館高等学校「アカデミックデイ」専門講座講師（参加者46名）
・H26.11.9「苅田ふれあいまつり」市民講演「運動しないと脳は老ける」講師（参加者231名）
・H27.2.2 文化交流センター専門家講座：スポーツコースで「スポーツを実践して健康寿命の延
伸を！」講師（参加者45名）
・H.27.2.6 第13回健康・スポーツ科学セミナー開催（参加者65名）
・H27.2.27 市大・朝日うめきたライフサイエンス塾「健康でおだやかに生きるには」講師（参加者
50名）
・H27.2.22 第5回透析運動療法研究会「ワークショップ」（参加者100名）、「教育講演」（参加者
150名）
・H27.3.8　「スポーツサイエンスフェスタ2015 in OCU」の開催（参加者21名）

＜公開講座　受講者数＞
H21：　6件（466人）　　H22：　6件（339人）　　H23： 5件（147人）
H24：　5件（406人）　　H25：12件（803人）　　H26：12件（842人）
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平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

43-2

【重点】

　各学部研究科は、地域拠点として市民生活に貢
献するため、各種セミナー・事業等を実施する。
　また、自治体との連携を推進し、スタディツアー
や研修など、地域人材育成を目指した講座を開催
する。

[年度計画の達成水準]
・住吉区民セミナー等、区役所との連携事業開催
数／参加者数（2回／250人）
・スタディツアー・研修（5回/100人）
・無料法律相談（200件）
・中小企業法律相談（100件）
・児童・家族相談所の相談件数／相談回数（160／
900）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

　各学部研究科は、地域拠点として市民生活に貢献するため、各種セミナー・事業等を次のと
おり実施した。
　また、自治体との連携を推進し、スタディツアーや研修など、地域人材育成を目指した講座を
開催した。
 ＜各種セミナー・事業等＞
 ・区役所との連携事業：2回／延べ2万120人
 ・スタディツアー・研修等：21回／785人
※住吉区の事業見直しにより、住吉区民教養セミナーの共同開催から、住吉区地域教育推進
事業の共催に変更。「食でつながるココロとココロ」を12月に開催した。（1回／120人）

・商経友会講座で市民を受け入れ。
・無料法律相談を125件、中小企業法律相談を46件実施。
・「社会包摂型アートマネージメント・プロフェッショナル育成事業」が平成26年度文化庁「大学
を活用した文化芸術推進事業」に採択され、本学の地域交流拠点の一つである船場アートカ
フェにおいて、6回の講座、4回の講演、5件のプロジェクト実践を行った。
・本学の平成26年度地域志向教育補助事業（地域・文化資源）に「表現・表象文化論演習Ⅱ」
（表現文化学専修）が採択。
・「表現・表象文化論演習Ⅱ」では、地域貢献を志向したアートマネージメント実習として「市大
キャンドルナイト、サポニワが繋ぐ地域と大学」（平成27年1月23日）本学医学部付属病院にお
ける「はなまつり＆ワークショップ」（平成27年2月27日、3月2日）あびこ中央商店街における「市
大あびんこ文化祭」（平成27年3月20、21日）という三つの企画を実現。
・仁木宏教授が、すみよし歴史案内人の会で、「中世の住吉　－文書からさぐる鋳物師の里－」
をレクチャーした（平成27年2月14日、東粉浜小学校）
・都市防災研究に参画し、図書や報告書の執筆、大学主催の国際シンポジウムや地域防災イ
ベントの企画や講師等を担当。
・区役所からの依頼に基づいて、①住吉区交通専門会議の運営、研究受託、②西区放置自転
車対策検討についての指導を行うとともに、地区ワークショップに学生を参画させた。
・住吉区からの受託研究として、区と共同して調査を実施し、その内容を報告書としてとりまとめ
た。
・住吉区交通専門会議の結論を提言書として区長に手交した。
・西区の地区WSに学生を派遣。
・西区の居住者と店舗関係者に、地区の協力の下調査を実施。
・西成区の津守小学校跡地を活用したプレーパーク事業に参画。
・西成区の地域福祉アクションプランのアドバイザーとして、区民フォーラムに参画。
・大阪市城東区、阿倍野区、中央区、都島区、平野区、福島区などの保健福祉センターと協働
で「双子・三つ子のプレパパ、プレママ教室」を開催（2回／100名程度）。
・スタディツアー・研修等：9回／335人
・見学会の実施（オープンナガヤ大阪・11月8日9日）
・東住吉区と学部との協定に基づき、今年度から、地域福祉計画の立案を行っており、その準
備を実施。
・東住吉区の地域福祉計画に関連して、一部の小学校区に焦点をあて、東住吉区全小学校区
での制定に向けたケーススタディを実施。
・和歌山県の行政機関と連携し、自治体でまちづくりに関する具体的な活動を行った。
・大阪市住吉区、住之江区、西成区の防災リーダに対し、防災のためのセルフケアに関する講
座を医学部とともに実施。
・大阪市城東区、阿倍野区、中央区、都島区、平野区、福島区などの保健福祉センターと協働
で「双子・三つ子のプレパパ、プレママ教室」を開催。

＜住吉区役所との連携事業開催数／参加者数＞
H21：　2講座／165人　　H22：　2講座／246人　　H23：　2講座／164人
H24：　2講座／219人　　H25：　1講座／211人

　

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・住吉区民セミナー等、区役所
との連携事業開催数／参加者
数：100％（2回）／8,048％（延
べ2万120人）
・スタディツアー・研修：420％／
785％（21回／785人）
・無料法律相談：63％（125件）
・中小企業法律相談：46％（46
件）
・児童・家族相談所の相談件数
／相談回数：8％／15％（12件
／133回）

（補足）
達成水準に達成していない事
項があるものの、地域拠点とし
て市民生活に貢献する事業等
を多数実施しており、順調に進
捗している。
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平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

[中期計画の達成水準]
・(生科)QOLプロモーター育成の展開(地域活性化
リーダー育成支援、地域活動への参画)
・教員免許更新講習
・市立学校教職員研修
・教員免許更新講習と市立学校教職員研修の一体
化

[年度計画の達成水準]
・教員免許状更新講習必修科目／参加者数（1講
座／200人）
・教員免許状更新講習選択科目／参加者数（6講
座／300人）
・小学校への出張授業等／回数（5回）

44 地域小中学
校との連携

小・中学校教員の資質向上への取り組みや、生活
科学部における「ＱＯＬプロモーター育成事業」の
理念を活用した地域力活性化リーダー育成事業
への支援など、関連する学部において地域の初
等・中等教育機関と連携する。

44

【重点】

　教員免許状更新講習について、平成25年度と同
程規模で実施する。
　地域の小学校との連携を促進し、出張講義等を
企画、運営していく。
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

＜達成水準に対する実績＞
・教員免許状更新講習必修科
目／参加者数：100％／98％（1
講座／195人）
・選択科目／参加者数：100％
／74％（6講座／223人）
・小学校への出張授業等／回
数：180％（9回）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・平成25年度に比べ、選択講習
の受講者は若干減少したが、、
アンケート結果の満足度は選
択・必修ともにアップした。
　アンケート総合評価
　「だいたいよい・よい」
　必修86名→96名
　選択72名→77名

・8月　教員免許状更新講習
必修1講座／195人
選択6講座／223人
　計　7講座／418人

・地域の小中学校での出張授業等：9回、教員研修1回
・平成27年度教員免許状更新講習の開設向けて、実施委員会及びワーキングを開催し、開設
科目の設定や文部科学省への認定申請を行った。

＜教員免許状更新講習／受講者数＞
H21：　12講座／645人　　H22：　13講座／633人　　H23：　15講座／665人
H24：　12講座／686人　　H25：　　7講座／482人　　H26：　 7講座／418人

Ⅲ
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[下段：達成水準]
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平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

46 地域連携セン
ター

地域貢献推進体制を強化し、大阪のシンクタンク
拠点や、地域連携事業・高大連携事業の窓口、公
開講座等の集約拠点として「（仮称）地域連携セン
ター」を設置し、広報活動とも連携して大学の地域
貢献活動の「見える化」を促進する。

46

【重点】

　地域連携センターの体制を強化し、主催事業の
実施や広報活動により活動の「見える化」に取り
組む。
　また、プロジェクトマネジメントオフィスと連携し、
「地（知）の拠点整備事業（大学COC事業）」を推
進する。

[中期計画の達成水準]
・大阪のシンクタンク拠点や、地域連携事業・高大
連携事業の窓口の設置
・公開講座等の集約拠点の設置

[年度計画の達成水準]
・センター主催フォーラム（1回／100人）
・ニュースの発行（3回）
・年報発行（1回）

45 高校等との連
携

各学部は地域貢献の一環として、出張講義、模擬
授業、公開授業などを実施し、高校等との連携を
行うとともに、高大連携情報の一元化を図る。

45

【重点】

　大阪市教育委員会と共催し、高校生のための大
阪市立大学先端科学研修を実施する。また、各学
部は、出張講義、模擬授業、公開授業等を実施
し、高校等との連携を図る。

[中期計画の達成水準]
・（再掲）入試広報戦略としての高大連携
・化学コンテスト、市大授業、出張講義等

[年度計画の達成水準]
・先端科学研修講座数／受講者数（3講座／200
人）
・高校化学グランドコンテスト参加校（50チーム／
350人）
・市大授業（文2回150人、理1回650人）
・高校生講座数／参加者（40講座／4,000人）
・出張講義等（80回）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・センター主催フォーラム：
100％／130％（1回／130人）
・ニュースの発行：100％（3回）
・年報発行：100％（1回）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

活動の「見える化」の取り組みとして、平成25年度の活動をまとめた年報を7月に発行。
広報紙ForCニュースNo,4を7月、No,5を11月に、No,6を2月に発行した。
・地域連携センター主催フォーラム地域連携発表会を3月4日（水）に実施し、130人の参加が
あった。
・学内の地域連携事例（694件）の集約を実施した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・先端科学研修講座数／受講
者数：100％／103％（3講座）／
（207人）
・高校化学グランドコンテスト参
加校：130％（65チーム）／
194％（680人）
・市大授業：88％／120％（文1
回計132人／理1回779人）
・高校生講座数／参加者：
333％／102％（133講座／
4,061人）
・出張講義等：173％（138件）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・（文）市大授業：春に関しては
平成25年度とほぼ同水準の参
加者があった（132人。平成25年
度は134人）。秋に関しては台風
の影響で中止した(事前申込者
数102人）

・先端科学研修を実施（3講座207名参加）するとともに、各学部は次のとおり出張講義、模擬授
業、公開授業等を実施し、高校等との連携を図った。

（商）・市内の商業高校を対象にして、学部の講義を受講し、商業高校出身の商学部の現役学
生との交流会の場を設ける「講義見学」を実施し、約80名が受講し、また、「外書講読（英）」と学
情センター見学を選択した後、交流会を行った。
・大阪ビジネスフロンティア高校生が商学部のゼミに参加し、プレゼンテーションの後、ディス
カッションを行う「ゼミ参加」を実施した。
（文）・「文学部を知りたい人のための市大授業」：春に開催し、3名の教員が模擬授業を行っ
た。参加人数は132名。また、秋の市大授業は台風接近のため、中止となった。事前申込者数
は102名だった。
（理）・「理科や数学の好きな高校生のための市大授業」参加延べ人数779名、「大阪市立大学
化学セミナー」参加延べ人数207名、「市大理科セミナー」参加人数178名。
・第11回高校化学グランドコンテスト（大阪市立大学、大阪府立大学、読売新聞大阪本社主
催）は2日間にわたり大阪府立Uホール白鷺で実施。参加校：40高校（70チーム）329人(高校生
+高校教員、2日間延べ人数)、680名（参加人数（開催側も含めた総数, 2日間の延べ人数）。グ
ランドコンテストの様子は全国にライブ（動画）配信された。特別講演「ナノ空間の科学は一体
何を教えてくれるのか？－夢が現実になるー」（京都大学工学研究科　北川進教授）を実施し
た。本プログラムはJSTの日本・アジア青少年サイエンス交流事業「さくらサイエンスプラン」に採
択され、台湾とシンガポールから1チームずつ招待して、発表ならびに日本の高校訪問などを
実施した。なお本コンテストの結果は11月3日付読売新聞１面特集記事として掲載された。また
本コンテスト受賞高校生が綴ったドキュメンタリー本「高校生・化学宣言PART7」が日本図書館
協会の選定図書に選出された。
・スーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定校の研究指導、運営指導、出前講義、課題研究
への講評等を行った。大阪府下5校（三国丘、天王寺、千里、大手前，大阪市立東高校）に
SSH指導員として関わっている。
・高大連携理化教育懇談会を組織し、高校の物理および化学の教員と本学理学部との交流の
ため、6月4日講演会と学生実験室の見学会を開催
・高等学校・大阪市立大学連携数学協議会（連数協）を組織し、高校数学教員と市大数学教
員が情報交換と調査・研究を行うため11月15日シンポジウムを開催
（工）・大阪市立東高等学校のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)プログラムの一環として、
総計18名の生徒を迎えて、研究室体験（装置・実験・ゼミ見学、院生との議論など）や「SSH特
別レクチャー・工学編」(約80名)の実施、「平成26年度生徒科学研究発表会」（22テーマ、約
100名）における運営指導委員の立場から講評と助言等を行った。
・都島工業高校のSSH事業の一環として、10件の課題研究（招待高2校　三国ヶ丘高校・千里
高校を含む）について成果発表会、学校運営に関する計画の年度末評価・生徒意識調査・平
成27年度の年間行事予定について審議などを実施した。
・三国ヶ丘高校のSSH事業の一環として、（課題研究発表会）「水の凝縮熱と繊維の色の関係」
についての研究と実験相談と指導を行った。
・京都府立南陽高等学校で、「食品産業を支える熱工学 （調理家電・食品機械の設計開発）」
に関する出前講義を行った。
（生科）（株）フロムページ主催の進学ガイダンス「夢ナビライブ2014」および大学コンソーシアム
大阪主催「第９回大学フェア」への参加により、計13件の出張講義を行った。

＜出張講義等＞
全学計：138件
（商：6件、経済：18件、法：2件、文：14件、理：52件、工：12、生科：18件、医：15件、看護：1件）

＜高校への出張講義＞
全学計：119件
（商：4件、経済：18件、法：2件、文：14件、理：52件、工：12、生科：11件、医：5件、看護：1件）
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

[中期計画の達成水準]
・理系を担当するコーディネーターの分野ごとの担
当制化
・理系の共同・受託研究契約数及び受取額の毎年
増。計画期間で、年間160件から200件、3億円から
4億円。
・文系分野を担当する専任コーディネーターを配置
・文系研究契約数の目標を年間10件以上
・リサーチアドミニストレーターの育成

[年度計画の達成水準]
＜複合先端研究機構、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＞
・人工光合成と健康科学で外部資金の獲得（国関
係2億円、民間関係6千万円）
・民間企業との共同研究と受託研究（200件、3億
円）
・大型の民間との共同研究、特に共同講座の設立
を強力に推進し、全体として3講座の設立

＜都市研究プラザ＞
・受託及び共同研究件数（3件）

47 都市科学分
野での産学
連携

都市の健康科学、人工光合成など都市の次世代
エネルギー研究の実用化、都市研究プラザでのク
リエイティブデザイン研究など、先端的なテーマを
中心に、例えばリサーチ・アドミニストレーションシ
ステムの整備など効率的な産学連携活動を行い、
科学技術の発展と産業創生に寄与する。特に、健
康科学については、「うめきた」進出に伴い産官
（公）学連携の仕組みの構築と、拠点の円滑な運
用を目指す。

47

【重点】

　複合先端研究機構、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の連携を強化す
る。
　本学と、大阪府立大学、兵庫県立大学の3公立
大学を中心とする連携を強化するとともに、ＣＯＩＳ
ＴＲＥＡＭ実行拠点としての整備を進める。
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
＜複合先端研究機構、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＞
・人工光合成と健康科学で外部
資金の獲得：72％／（国・144百
万円）、90％（民間・54百万円）
・民間企業との共同研究と受託
研究：102％（203件）・103％（3
億8百万円）
・大型の民間との共同研究、特
に共同講座の設立を強力に推
進し、全体として3講座の設立：
66％（2講座）
＜都市研究プラザ＞
・受託及び共同研究件数：受託
及び共同研究件数：267％（8
件）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・複合先端・人工光合成の外部
資金獲得：174,179千円（国・
134,559千円、民間・39,620千
円）／34件
・複合先端・人工光合成の民間
企業との共同研究：26,620千円
／4件
・健康科学：農水省プロジェクト
初年度10,000千円
・健康科学：契約総額24,000千
円／18件

【複合先端研究機構・人工光合成研究センター】
・水素社会の実現を目指したCOI-Tを通じた3公立大学の連携体制を強めるため、毎月開催し
た連携会議とICT環境による常時TV会議システムを効率よく活用し、連携強化を図った。その
結果、3公立大学の事務および研究者間の連絡調整がスムーズに行われるようになり、報告書
作成および新規共同研究スタートに関して、大いに貢献した。
・学内外では、COI-T出口戦略として、本学防災研究との連携を強め、実装実証を行うことを計
画した。
・COI STREAM昇格の審査を受けるが採択には至らなかった。
・もう一方のエネルギー戦略であるスマートシティとの連携強化。
・その他については、NO.28を参照。
【健康科学イノベーションセンター】
・共同研究契約（H25年度複数年契約を含む）14件、受託研究契約1件、受託事業契約1件を
締結。契約総額は2400万円。
・１周年記念セミナー（7/29）を開催し、企業、自治体等より約100名が参加。
・事業化コンソーシアム（こどもウエルネス創出、健康医学空間創出、超高感度センシング健康
生活創出、スーパーフード創出の各テーマで12回）を開催し、延べ200名が参加。
・11月　共同研究契約1件を締結。
・11月　農水省の革新的技術創造促進事業（異分野融合研究）を開始。補助申請額は1000万
円×3年。
・12月10日　健康科学ビジネス推進機構（関西経済連合会）と連携したフォーラムを開催
【都市プラザ】
・都市研究プラザが公募形式で採択した研究テーマ8件を「日本福祉大学」「同志社大学」等の
研究機関との共同研究・共同利用拠点事業を実施。共同研究活動を通して多文化共生、社会
包摂における実績を構築。
委託研究費：合計4,580（千円）
・地域社会と連携して、現場プラザにおいて、18件の共同事業（月1回程度）等を実施。
・共同利用・共同研究拠点事業27,100千円

＜複合先端研究機構（外部資金状況）＞
＜受託研究＞
H22：　　5,392千円／2件　　H23：　80,559千円／4件
H24：　56,480千円／5件　　H25：　67,205千円／5件　　H26：　67,436千円/8件

＜共同研究＞
H22：　15,088千円／2件　　H23：　13,760千円／5件
H24：　11,757千円／7件　　H25：  　2,600千円／2件　　H26：　26,620千円/4件

＜科研費＞
H22：  　 9,248千円／4件　 H23：　  20,796千円／ 7件
H24：　102,703千円／9件   H25：　107,679千円／16件　　H26：　72,124千円/18件

＜寄附金＞
H22：　9,000千円／1件　　H23：　0千円／0件
H24：　2,000千円／1件　  H25：　0千円／0件　　H26：　8,000千円/4件

＜補助金＞
H25：10,005千円／1件　　Ｈ26：0千円／0件

※獲得金額は直接経費と間接経費を含む。
※科研費には分担を含む。

69



中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

[中期計画の達成水準]
・特許の啓発活動推進(共同出願に加えて本学の
単独出願を強化)
年間出願件数目標：80～120件

[年度計画の達成水準]
・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）

48 知的財産の
充実と活用

効果的な特許管理体制を構築し、経費補助等の
充実により特許の年間出願件数を80件～120件
維持する。また権利化が必要な特許の登録を促
進し、特許のマーケティングなどを通じて特許の活
用を図る。

48 　研究者への知財意識向上に係る働き掛けが不
十分であったことに鑑み、弁理士による知財連続
講座の開催や知財専任のCDの理系教授会説明
などを通じ特許出願の啓発に努める
　出願された特許を民間との共同研究に繋げ地
域社会に貢献するとともに、外部資金獲得の増加
を図る。

[年度計画の達成水準]
・研究者用スペースのあり方に関する規定策定
・研究成果の教育へのフィードバック

49 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。

49-1

【重点】

　人工光合成研究センターにおけるのCOI
STREAM 本拠点採択に向けCOI-T課題の実行と
企業との共同研究を推進や健康科学イノベーショ
ンセンターにおける研究体制の強化と、学外との
連携体制を強化する。

[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。

[年度計画の達成水準]
＜人工光合成研究センター＞
・共同研究講座（3件）

＜健康科学イノベーションセンター＞
・企業との共同研究など（5件）

49-2

【重点】

　工学研究科は、大学や研究科に貢献する大型
研究外部資金の獲得を目指すとともに、一方で、
研究者(特任教員)用のスペース確保について検
討する。
　これらの研究プロジェクト成果の大学教育への
フィードバック方法を検討する。
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・国内特許出願大学承継件数：
55％（44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％（18件）

（補足）
・知財の掘起しよりも、教員に対
する知財セミナーに力点を置い
たため、出願件数の増加が伸
びなかった。
・産学官連携推進本部会議に
て国内特許出願大学承継件数
の目標値の修正を決議した。

・発明届の提出は平成26年度3月実績46件、前年同期比-17件と低調な結果となった。
・顧問法律弁理士事務所による知財セミナー実施、42名の参加者あり。海外出願セミナー実
施、22名の参加者有り。
・知財事務職員の増員により、中間処理の対応体制ができたことにより、新規発明の相談対応
を積極的に行い、目標件数である80件の達成を図る。
・医学研究科にて知財セミナーを知財CD中心に実施済み。

＜特許出願件数・登録件数＞
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　　H26：　44件／ 18件

・工学研究科の共創研究機構に2件のセンターを立ち上げた。その他大型プロジェクトの活動
も継続した。これらのプロジェクトに計10名の特任研究員が採用された。
・工学研究科の研究戦略会議で6件のプロジェクトが承認され、内5件には研究科での予算が
配賦された。
・研究ラボ用のスペース運用に関する内規に従って、研究者スペースを提供した。
・外部資金による特任教員採用の内規を廃止し、研究員採用に関するルールを策定した。加
えて、若手研究者の育成を目的とした、外部資金による特任助教採用に関するルールを策定
した。
・工学研究科は、平成26年11月25日に大阪府都市整備部と、都市基盤施設の維持管理・更
新、整備等に関する技術連携に関する協定を締結した。
・3件の研究プロジェクトが複合先端機構の重点研究として認定され、研究の推進とスペースの
有効利用の面からも、複合先端機構との研究連携を促進した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・研究者用スペースのあり方に
関する規定策定：実施済
・研究成果の教育へのフィード
バック：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
・継続的に大型研究外部資金
を獲得した。
・研究科内の研究プロジェクトを
6件立ち上げた。
・研究者用スペースの内規を策
定し、研究者スペースを提供し
た。
・外部資金による特任教員採用
の内規を廃止し、特任研究員及
び特任助教採用のルールを策
定した。
・プロジェクト研究の成果報告会
やシンポジウムを開催し、研究
成果の教育へのフィードバック
を試みた。
・3件の研究プロジェクトが複合
先端機構の重点研究として認
定された。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
＜人工光合成研究センター＞
・共同研究講座：66％（2件）
＜健康科学イノベーションセン
ター＞
・企業との共同研究など：360％
（18件）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
＜人工光合成研究センター＞
・22,000千円／2件
＜健康科学イノベーションセン
ター＞
・契約額2,400万円

【人工光合成研究センター】
・COI-T年度計画実施の為、大阪府立大学・兵庫県立大学の3大学連携及び連携企業との共
同研究部門における研究を人工光合成センターにて実施。
・COI-Tの年度計画においては光合成による水素発生目標の計画を達成。
・COI本拠点採択に申請するも、不採択結果となる。
・人工光合成研究センターにおいて、優良企業との共同研究部門契約を2社と締結した（契約
金22,000千円）
・文部科学省へ共同利用・研究拠点認定申請、及びそのスタートアップ支援への申請を行った
が採択に至らず。

【健康科学イノベーションセンター】
・共同研究契約（平成25年度複数年契約を含む）14件、受託研究契約1件、受託事業契約１件
を締結。契約総額は2,400万円。
・事業化コンソーシアム（こどもウエルネス創出、健康医学空間創出、超高感度センシング健康
生活創出、スーパーフード創出の各テーマで12回）を開催し、延べ200名が参加。
・11月　農水省の革新的技術創造促進事業（異分野融合研究）を開始。補助申請額は1,000万
円×3年。
・12月10日　健康科学ビジネス推進機構（関西経済連合会）と連携したフォーラムを開催
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

50 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。

50

【重点】

　文科省STARTプロジェクトの強化などを通じ、本
学発ベンチャーの育成に努める
　医学部の「ものづくりコンソーシアム」などの医工
連携などを通じ、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。
　各種のセミナー等のイベントを通じて、地域社会
への貢献を図る。

51 金融機関との
連携

主取引金融機関を含め、金融機関との連携を強
化し、主として中小企業の顧客ニーズの把握、学
内知的財産のマーケティング、学内インキュベー
ター入居社も含めたベンチャー支援や資金支援な
どの連携を推進する。

51

【重点】

　包括連携協定金融機関である三井住友銀行と
の産学連携活動を深めると同時に、産業界の
ニーズと学内シーズとのマッチングを通じ地域へ
の貢献を促進する。
　大学のシーズの実用化を促進するために、銀行
と協力して事業化への取組支援を行う。

[中期計画の達成水準]
・三井住友銀行、野村証券、日本政策金融公庫、
大阪市信用金庫、池田泉州銀行との具体的連携

[年度計画の達成水準]
・毎月のCD会議への三井住友銀行の参画
・イベントによる産学連携出展の効率的な集約化。
・事業化支援：3件

[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

[年度計画の達成水準]
・ホームドクター制度会員数（2４0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）

52 国際センター 国際センターの事務体制を整備し、国際化戦略本
部のもと、「国際化1stアクションプラン」を実行・検
証し、第2次・第3次のアクションプランを策定し充
実を図る等、全学的な国際力強化の取り組みを総
合的に推進する。

52

【重点】

　国際センターの事務室を設置することにより業
務体制を整えるとともに、国際化戦略本部のもと、
「国際化2ndアクションプラン」に基づき全学的な国
際力強化の取り組みを総合的に推進する。

[中期計画の達成水準]
・アクションプランの実施、検証、充実の全体管理

[年度計画の達成水準]
・国際センターの事務室設置
・2ndアクションプランの実施
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

・文部科学省STARTプロジェクトでは採択2件のうち、1件が大学発ベンチャーの設立(2月)
・「ものづくり医療コンソーシアム」は1周年を記念して、本学と産学連携の基本協定を締結、工
学部との医工連携セミナーの開催など技術相談の窓口拡充を図ってきた。

＜ホームドクター制度会員数＞
H22：　135人　　H23：　166人　　H24：　234人　　H25：　227人　　H26：　240人

Ⅲ

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・毎月のCD会議への三井住友
銀行の参画：実施済
・イベントによる産学連携出展の
効率的な集約化：実施済
・事業化支援：66％（2件）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・イベントによる産学連携出展を
平成25年度40件→32件に集約
した。

・三井住友銀行の支援により工学部ストックマネジメント研究センターは日本総研（三井住友系
列）の支援体制のもと、研究計画の策定を行い、大阪府鳳土木事務所との共同研究体制の確
立が図れた。
・日本政策金融公庫よりベンチャー企業支援制度の説明会開催が行われ、大学発ベンチャー
企業への支援協力体制が図れた。
・11月に大阪シティ信金との合同イベント開催。
・11月大阪府立大学と本学のニューテクフェアにて、日本政策金融公庫のブース出展。
・12月池田泉州銀行のニュービジネスフェアに本学のブース出展。

＜達成水準に対する実績＞
・ホームドクター制度会員数：
100％（240件）
・セミナー等の開催数／参加者
数：160％／130％（32回／1952
人）
・技術相談件数：103％（362件）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・国際センターの事務室設置：
移転先を決定
・2ndアクションプランの実施：実
施済

（補足）
・国際センターの事務室設置に
ついては、キャンパス整備計画
の遅れから年度内移転は困難
となったが、移転場所は、キャン
パスの中心部にあり、外観的に
も国際化の取組の見える化を図
る上で最適な高原記念館に決
定している。
・アクションプランについては確
実に取組を進めていることから、
順調に進捗していると判断す
る。

・2ndアクションプランの進捗状況を調査した。
・キャンパス内整備に合わせて、平成27年度当初の国際センターの高原記念館への移転を決
定した。
・全学的な国際力強化のため、向こう10年間の大学国際化構想を作成し、スーパーグローバル
大学等創成支援事業（SGU）に申請したが、残念ながら不採択となった。
・国際化戦略本部会議のもとワーキンググループを設置し、SGU事業構想を生かした今後10年
間の国際化推進のための「国際化グランドデザイン」案を策定した。
・11月から新たに国際交流担当課長を配置した。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

53 医療機能の
充実

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。

53 　老朽化した医療機器の更新及び患者負担の軽
減につながる高度医療機器を中心に新規導入・
増設を行うことにより、診療機能の維持・向上を図
る。

[中期計画の達成水準]
・手術室の整備
・医療機器の更新計画策定、更新

[年度計画の達成水準]
・更新　38品目、新規・増設　16品目

55 患者サービス
の向上

患者アメニティの充実のため、トイレや浴室の改
造など、療養環境の改善や患者サービスを強化
する。

55 　病棟の浴室及びトイレの改造を計画的に実施す
るとともに、整備計画に基づき平成27年度完了に
向けて１階フロアの整備を進める。

[中期計画の達成水準]
・トイレや浴室等の計画的改修
・1階フロアの整備

[年度計画の達成水準]
・浴室5箇所改造
・トイレ4箇所改造
・1階旧化学療法センターエリアの整備

54 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。

54 　緩和ケアの充実を図るとともに、緩和ケア病床
の設置に向けての検討を行う。

[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

[年度計画の達成水準]
・化学療法センター内における緩和ケア外来の設
置
・緩和ケア病床についてのワーキンググループの設
置及び検討

56 高度専門的
な医療人の
育成

高い倫理観や豊かな感性を備えるとともに、高度
な技術と専門性を習得した国際性豊かな医療人
を育成する。

56 　平成25年度に策定した病院職員研修制度に基
づき、体系的な研修を実施する。

[中期計画の達成水準]
・卒後臨床研修プログラムの改善・充実
・専門医、認定医資格取得のための研修等体制整
備
・専門薬剤師、認定薬剤師の育成

[年度計画の達成水準]
・階層別のリーダーシップ研修及びマネジメント研
修の実施
・病院基礎研修の実施
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・更新、新規・増設：完了（更新
38品目、新規・増設　16品目）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

医療機器の更新、新規導入・増設を行い、診療機能の維持・向上を図った。

＜年間手術件数＞
H21：　　8,414　　H22：　 8,678　　H23：　9,186
H24：　10,130　　H25：　10,943　　H26： 11,395

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・浴室5箇所改造：100％
・トイレ4箇所改造：100％
・1階旧化学療法センターエリア
の整備：完了

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・病棟浴室改造：5箇所完了
・病棟トイレ改造：4箇所完了
・1階旧化学療法センターエリアの整備

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・化学療法センター内における
緩和ケア外来の設置：実施済
・緩和ケア病床についてのワー
キンググループの設置及び検
討：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・化学療法センター診察室にて固定の診察室を確保し、平成26年6月に緩和ケア外来を設置
した。
・緩和ケア病床の設置に向け、平成27年1月開催のがん診療委員会にてワーキンググループ
を設置し、以降、病床設置に向けた課題の抽出と既設置施設へのヒアリング項目の設定を行っ
た。

＜化学療法センター年間治療件数＞
H21：　5,575　　　H22：　5,288　　　H23：　5,385
H24：　5,913　　　H25：　7,097　　　H26：　8,480

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・階層別のリーダーシップ研修
及びマネジメント研修の実施：
完了
・病院基礎研修の実施：完了

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・新規採用　職員研修の実施（4/1）
・部門別研修の実施
（各部門毎の課題を各部で研修実施）
（7/1～11/30の期間に実施）
医事運営課（7/14）
経営企画課（8/4　8/11）
ＭｅｄＣｉｔｙ21（10/15）
学務課（10/31）

・新任係長研修(大学共同7/3）
・人事評価研修（大学共同9/26）

・階層別研修（係長級2月、3月に合計2回実施　課長級3月1回実施）
・キャリアアップ研修（コーチング・リーダーシップ・プレゼン・ロジカルシンキング研修を1～2月
にて合計4回実施）
・人権問題研修（1月～2月　合計10回実施）
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

57 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。

57 　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。

[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ョンコースの充実
・気道管理、呼吸管理、循環管理講習会の開催

[年度計画の達成水準]
・ATOM(Advanced Trauma Operative
Management)コース（3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5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）

59 医療連携 地域における基幹病院として患者に対して最適な
医療を提供するため、他の医療機関との患者の
紹介・逆紹介がよりスムーズに行えるようシステム
化するとともに、地域医療機関との連携を強化す
る。

59 　WEB24時間紹介申込システムの利用拡充に向
けての取り組みを進める。
　また、5大がんのうち、胃がん・肺がん・肝がんの
地域連携パスの運用が開始できるよう取り組みを
進める。

[中期計画の達成水準]
・WEB24時間紹介申込システムの構築
・クリティカルパスの充実

[年度計画の達成水準]
・WEB24時間紹介申込システムの啓発活動として、
周知案内・学習会の開催
・地域連携パスに関する取組として、関係診療科と
の連絡調整会議を年6回開催

58 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。

58

【重点】

　予防医療の実践及び未病データの集積・解析に
よる新たな研究成果の創出を図るため、先端予防
医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ21を開設する。

[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

[年度計画の達成水準]
・年間受診者数（28,000名）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・ATOM(Advanced Trauma
Operative Management)コース：
33％
・災害対応講習会に参加：75％
・気道管理、呼吸管理、循環管
理の講習会：120％
・災害対応セミナーの開催：
133％
・危機対応育成プログラムに参
加：100％
・院内災害訓練への医師の参
加：100％

（補足）
・MIMMS、HMIMMS講習会の受
講は、定員があるため目標を達
成できなかった。ATOMコース
は応募者減少のため目標回数
を開催できなかった。いずれも
外的要因によるものである。

・平成26年7月26・27日にATOMコースを主催した。本学より1名の医師が受講するとともに、1
名のインストラクター、4名の看護師が主催者として参加した。
・MIMMS講習会に医師1名、HMIMMS講習会を医師2名、のべ3名が受講した。1名がHMIMMS
のインストラクターとして参加した。
・気道管理、呼吸管理、循環管理の講習会を12月と平成27年1月に実施し、年間計6回実施し
た。
・災害対応セミナーを平成27年2月2日、17日、3月2日、4日に実施した。
・危機対応能力育成プログラムに10月から2名が参加しており、平成27年1月から1名が新たに
参加した。年間で合計5名が参加した。
・平成27年3月5日に学生を含め多職種参加の院内災害訓練を実施した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・WEB24時間紹介申込システム
の啓発活動として、周知案内・
学習会の開催：開催済
・地域連携パスに関する取組と
して、関係診療科との連絡調整
会議を年6回開催：開催済（7
回）

（補足）
・WEB24時間紹介申込システム
の啓発活動として、Face to
Faceの会3回開催/年（6/21、
11/15、2/21）
・地域連携パスに関する取組と
して、外来運営部会3回開催/
年（5/8、10/9、1/8）　・がん診
療委員会4回開催/年（5･7・9
月・1月）

・ＷＥＢ24時間紹介予約システム　12件
　（連携登録医随時申請制度に変更　7件申請⇒5件承認　　計147件）

・肺がん地域連携パス　2件
・胃がん地域連会パス　1件

Ⅰ

＜達成水準に対する実績＞
・年間受診者数：30％（8,380
名）

（補足）
年度計画に記載の先端予防医
療部附属クリニックMedCity21の
開設は達成。しかし、達成水準
である年間受診者数について
は乖離しているため平成27年度
は平成26年度の実績等を踏ま
え達成水準や収支計画の見直
しを行った。次年度は収支改善
に向けた次の取組みを行う。①
健診部門については、受診者を
増やすために広報、営業活動
の強化。②外来部門について
は、外来部門の在り方を検討す
る委員会を立ち上げ、検討の開
始。③人件費や診療材料費等
の削減。

・計画通り平成26年4月に開設した。
・年間受診者数8,380名
・年間受診契約締結健保組合数148件
・市民への健診啓蒙や施設の周知のため医学講座を開始した(7月136名、9月76名、11月93
名、1月112名、3月141名　合計558名）
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

61 学長のリー
ダーシップ

学長のリーダーシップを補佐する組織の設置や学
長裁量経費の確保と執行方針の明確化、戦略的
研究経費の見直し等により学長のリーダーシップ
を強化する。

61-1 　関係部署による検討チームを設置し、大学改革
プランに沿って、学長と理事長の役割分離や学長
を補佐する「教育研究戦略機構（仮称）」の設置を
めざし、体制や具体的業務内容等の検討を行う。

[中期計画の達成水準]
・学長のリーダーシップを補佐する組織の設置
・戦略的研究経費審査体制の改革
・学長裁量経費の執行基準の整理

[年度計画の達成水準]
・理事長と学長の役割分離による体制の整備検討
・「教育研究戦略機構（仮）」の具体案の検討

61-2 　学長裁量経費について、全学的視点から大学の
特色となる教育・研究・地域貢献やその充実に関
し、当初予算化されていない緊急経費に対して予
算配分できるように措置する。

60 病院経営の
改善

安定的かつ効率的な病院経営を行っていくため
に、経営状況の分析を行い、財政基盤の充実を
図るとともに、病床利用率80％以上をめざす。

60 　診療科別損益の算定及び他施設とのDPC分析
等を進める。また、病院情報システムの更新に合
わせて、経営分析に一層資する新しい管理会計
システムを構築する。

[中期計画の達成水準]
・診療科別原価計算の実施と経営への活用
・DPC分析の充実と経営への活用

[年度計画の達成水準]
・平成25年度診療科別損益の算定
・新たな管理会計システムの構築
・診療科に対するDPC・出来高診療比較等に係る
解説、情報提供
・診療科に対するDPC特定入院期間の解説、情報
提供
・DPCについての勉強会を月2回以上（年間24回以
上）開催

[年度計画の達成水準]
・学長裁量経費（3千万円）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・理事長と学長の役割分離によ
る体制の整備検討：実施済
・「教育研究戦略機構（仮）」の
具体案の検討：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

大阪市立大学大学改革プランに沿って、体制や具体的業務内容等の検討を行う4つのプロ
ジェクトチーム（以下、ＰＴ）を設置した。同ＰＴの内、戦略・運営機能強化検討ＰＴにおいて、学
長と理事長の役割分離を整理しつつ、学長を補佐する機関の具体化を検討し、規程等を整備
の上、「教育研究戦略機構」を平成27年4月に設置することとした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・平成25年度診療科別損益の
算定：完了
・新たな管理会計システムの構
築：完了
・診療科に対するDPC・出来高
診療比較等に係る解説、情報
提供：完了
・診療科に対するDPC特定入院
期間の解説、情報提供：完了
・DPCについての勉強会を開
催：完了

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・新しい管理会計システムを構築し、平成25年度診療科別損益の算定を実施した。
・ DPC関係資料（DPC・出来高診療比較等）をもとに、のべ40箇所を超える情報提供を実施
・ 診療科に対し、毎月DPC特定入院期間を分析し、情報提供を実施。
・ DPC勉強会を医師・看護師等の医療スタッフを対象に、DPC資料の提供含めて勉強会をの
べ26回実施。
・ 上記以外に、保険診療の質的向上と適正化を目的に、医師を中心に「保険診療講習会」を
計3回実施。（400名強出席）

＜病床利用率（経常損益）＞
H21：77.9％（　656）　　H22：78.0％（1,239）　　H23：80.0％（1,047）
H24：82.6％（2,411）　　H25：81.0％（1,939）　　H26：76.3 ％（-）

　平成26年度の申請は41件あり、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、
重要かつ緊急性の高い27件の事業に対して予算配分を行った。
　当初予算化されていない新たな事業に対して予算配分することにより、大学の特色となる喫
緊の課題に対しての事業が実施できた。

＜学長裁量経費　（単位：千円）＞
H21：　37,910    H22：　37,231　　H23：　31,946
H24：　22,053    H25：　29,223　　H26：　56,667

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・学長裁量経費：188.9％
（56,667千円）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
・平成26年度については5千万
円の枠で学長裁量経費の予算
配分を行うこととした。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

[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

[年度計画の達成水準]
・研究科長等との定例ヒアリング等の検討・実施
・教授会の役割の整理

62-2 　部局長等連絡会や既設置の各種連絡会等の開
催に加え新たに連絡会等を設置し、意思決定の
迅速化や情報の共有化および運営方針等の共通
理解を促進する。

62 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。

62-1 　大学改革プランに沿って学長と研究科長等との
連携強化システムを構築するとともに、学校教育
法の改正に沿って学部等の教授会の役割や研究
科長等の権限・責任を整理する。

[年度計画の達成水準]
・部局長等連絡会開催
・情報連絡会開催
・本部長・事務部長連絡会開催
・新たな連絡会等の設置

80



平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

＜達成水準に対する実績＞
・研究科長等との定例ヒアリング
等の検討・実施：実施済
・教授会の役割の整理：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・部局長等連絡会開催：11回(8月開催せず）(月1回）
※平成26年10月に臨時部局長等連絡会を１回開催
・教育研究評議会開催：11回(8月開催せず）(月1回）
※平成26年6月・７月に臨時教育研究評議会を１回開催
・本部長・事務部長連絡会開催：週1回
役員連絡会：2週に１回
・新大学検討本部会議開催：2回
・新大学検討会議開催：8回
・情勢報告会（杉本キャンパス課長級）：週1回
・課長会（杉本キャンパス大学運営本部）：2週に1回
・係長情勢報告会（法人運営本部各課庶務担当係長）：2週に1回

　大学改革プランに沿って戦略・運営機能強化検討プロジェクトチームを設置し、次の事項を
検討し、実施した。
・学校教育法の改正に伴う教授会の役割の明確化を学内に周知するとともに、学則等関係規
程の改正を行った。
・学長と研究科長等との連携強化システムの一環として、学長による研究科長等へのヒアリング
を検討するとともに、「研究科長の権限について」をテーマとして大学改革室長によるヒアリング
を試行的に実施した。

Ⅲ

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・部局長等連絡会開催：7回（8
月開催せず）（月1回）
※平成26年10月に臨時部局長
等連絡会を１回開催
・情報連絡会開催：役員会に代
替
・本部長・事務部長連絡会開
催：4月～１月は週１回開催、2
～3月は月2回開催
・新たな連絡会等の設置：係長
情勢報告会（4月～1月は2週に
1回実施）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
・情報連絡会については、開催
せずに、情報連絡会のメンバー
であった教務担当部長等を今
年度より副学長と兼務とし、週1
回開催している役員会に出席
することとなった。このことによ
り、意思決定の迅速化や情報の
共有化の改善が図れた。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

63 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。

63-1 　健康科学イノベーションセンターは、企業等と連
携による「健康科学」をテーマとした市民向けイベ
ントを開催し、センター及び大学の研究・地域貢献
活動内容を広く周知する。

[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)

[年度計画の達成水準]
・対話型イベント開催（6回/年）

63-2 　学長を補佐し、全学的な教育研究戦略を検討で
きるように、現在の推進本部の機能を強化するた
め、新たに設置を検討する「教育研究戦略機構
（仮称）」の体制等の検討を行う。

[年度計画の達成水準]
・研究組織の位置づけの整理
・市大での具体化の検討

[年度計画の達成水準]
・「教育研究戦略機構（仮）」の体制の具体化

63-3 　新大学における、教育組織と研究組織（教員組
織）の分離について、その位置づけ等を整理し新
大学案に盛り込む。また、その理念を先取りして
市大での改革を進める。

[中期計画の達成水準]
・（再掲）サポートセンター業務検証
・学部事務の連携強化、標準化の推進等
・学生サポートセンターにおける事務組織の再編
・学生アンケート調査

[年度計画の達成水準]
・学生アンケートの実施
・新ポータルサイト「学生の声システム」の構築

64 学生サポート
センター業務
検証

学生サポートセンターについて、学生サービス等
を充実させる視点から継続的に機能検証を行い、
それを踏まえて、より効果的・効率的に学生に対
するサービスを提供できる体制を構築する。

64 　学生サポートセンター円卓会議の提言を検討実
行するために設置したWGを発展的に解消し、学
生サポートセンター内に学生サービス充実向上の
検討、職員の教育研修を実施する２チームを発足
させ提言をさらに推進する。また、課長級以上を
中心とした推進会議を開催し運営について検討を
行うとともに、教員の意見を聞くサポートセンター
懇談会を開催する。
　また、学生アンケートの実施や新ポータルサイト
から学生の声を聞くシステムを構築する。
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

健康科学イノベーションセンターにいて次のような取り組みを行った。
・一般の方、のべ3,000名、企業の方、のべ1,400名が来場。
・「健康見守り隊」活動において、疲労測定データ1,270件を取得。また、PR活動の一環として
JR大阪駅内にて「健康見守り隊フェスタ」（6/1）を開催し、400名が来場。定例イベントとして「健
康測定会」を毎月開催し、のべ290名が参加。
・1周年記念セミナー（7/29）を開催し、企業、自治体等より約100名が参加。
・事業化コンソーシアム（こどもウエルネス創出、健康医学空間創出、超高感度センシング健康
生活創出、スーパーフード創出の各テーマで12回）を開催し、延べ200名が参加。
・12月10日　健康科学ビジネス推進機構（関西経済連合会）と連携したフォーラムを開催

　大阪市立大学大学改革プランの具体化を図る教員組織改革検討プロジェクトチームにおい
て検討を行い、既存の学部・研究科の枠を超えて、限られた人材を活用し、柔軟に教育研究に
従事することを可能とする研究院制度を構築した。また、本学の戦略に沿った教員人事の方針
を策定する人事計画策定会議を設置し、全学的な教員人事の推進を図ることとした（平成27年
4月に人事計画策定会議を設置、研究院制度を開始した）

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・研究組織の位置づけの整理：
実施済
・市大での具体化の検討：実施
済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

　大阪市立大学大学改革プランの具体化を図る戦略・運営機能強化検討プロジェクトチームに
おいて、「教育研究戦略機構」の体制等の具体化に向けた検討を行い、平成27年4月に設置
することとした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・「教育研究戦略機構（仮）」の
体制の具体化：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・対話型イベント開催：200％（12
回）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

＜達成水準に対する実績＞
・学生アンケートの実施：実施済
・新ポータルサイト「学生の声シ
ステム」の構築：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・学生サービスの充実に向けた検討や施策を実施するため、学生サポートセンター内に管理
職による検討推進チームを設置した。
・平成25年度実施の学生生活実態調査の検証として、実態調査でのサポートセンターへの意
見について、学生対応をしている全職員へアンケートを行い集約・共有を行った。
・直接、学生から学生サポートセンターに対する評価や要望を知り、意見交換できる場として、
12月に学生と職員との交流会を開催した。
・ポータルサイトから学生の声を聴くシステムを構築した。

Ⅲ
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

65 業務・施設の
あり方検討

大学運営の効率化を推進し、学生や市民に効果
的なサービスを提供する視点から、全学的な業務
調査による業務改編や施設利用実態調査に基づ
く有効活用を進める。

65-1 　施設利用具体化事業において進められる整備を
行う（田中記念館、旧法学部棟など）。引き続き委
員会を設置する。また、同委員会でキャンパスの
施設利用について意見交換を行い、H27年度以降
の計画策定に反映する。

[中期計画の達成水準]
・全学的業務の検証とより効果的な業務執行の検
討
・施設利用実態調査の実施と活用
・理事長のもとに｢仮称・施設利用検討委員会」を設
置し、基本方針等の策定を実施する。
・WGを設置、個別具体の施設利用のあり方を検討
・全学的な施設利用のガイドラインを規程化

[年度計画の達成水準]
・27年度以降の計画の策定
・施設整備（田中記念館及び旧法学部棟の改修）

65-2 ・再構築した人事給与システムの適用範囲を拡大
し、業務の省力化・正確性を高める。

・旅費・謝金に係る規程及び運用について、ワー
キングにおける検証内容を踏まえ、執行体制の見
直し、規程及び運用の改正をする。

・全学的に職員の異動・退職等について、各部署
での業務マニュアルの作成に向けて取り組む。

[年度計画の達成水準]
・一元化へ向けた制度の調整

[年度計画の達成水準]
・人事給与システム管理体制の確立
・システムの機能変更・拡張
・旅費、謝金に係る規程及び運用の簡素化、新た
な執行体制案の作成
・業務マニュアルの作成に向けて手順等の整理

65-3 　総務、人事給与、財務、財産等の各業務につい
て、課題整理を図り、大阪府立大学との制度の一
元化を進める。
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

・3月までに8回の杉本キャンパス施設利用具体化委員会を開催し、理事長あて4件について提
言した。
・田中記念館及び旧法学部棟の改修について平成27年7月に向けての移転計画を策定し、移
転を実施した。
・委員会での審議内容にもとづき施設利用ルールの策定に向けて検討を行った。

・制度一元化に向け、本学と大阪府立大学の会計監査人が同一となるように、両大学で会計
監査人選定委員会を共同設置し、同一会計監査人候補を選定した。同一会計監査人による
指導を受けて、会計処理、勘定科目の統一にむけた調整を行うと共に、勘定科目マニュアル
案を作成すると共に、大阪府立大学と統合した場合を想定した平成25年度統合財務諸表を試
算した。また、ＰＰＣ用紙の共同発注を実施した。
・平成25年度に、国立大学に準拠した給与制度となっている大阪府立大学の給与水準と均衡
する改定率で教員の給料表の改定を実施したことを踏まえ、平成26年8月に、大阪府立大学
給与制度担当者と前年度における改定状況等、本学と･大阪府立大学相互に情報共有を実
施した。当年度の給与改定についても、それぞれの改定状況の情報を共有しながら、国立大
学と同水準の給与改定を実施した。
・教員評価、認証評価、大学情報公表（大学ポートレート）、研究者データベースの分野におい
て大阪府立大学の担当者と情報連携を行うとともに、特に認証評価においては大阪府立大学
で開催された研修会にも参加した。

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・一元化へ向けた制度の調整：
実施中

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
おおむね進捗している。
・平成26年4月25日付市長通知
により、大阪府立大学との統合
が延期となったが、同一会計監
査人を両大学で選定、統合版
平成25年度財務諸表の作成、Ｐ
ＰＣ用紙の共同発注を実施、給
与制度に係る改定ポイント等の
情報共有を実施するなど一元
化に向けた対応を行った。

【人事給与システム】
システム対象者を順次有期雇用職員に拡大するとともに、年末調整のＷＥＢ化を実施し、業務
の効率化を図った。

【旅費・謝金】
・教育研究に伴う出張を行う教員に対して、｢自らの権限と責任｣において出張に赴く等一定権
限を付与する一方で、その行程や旅費支給に伴う疑義事項対応の調査機関を設置する等の
旅費制度改正に向け制度構築を進めた。上位WG｢研究費適正運営管理WG｣を経て、新旅費
制度に係る規程等を制定するに至る。3月中旬以降、教職員に向けた説明会を実施し、平成
27年度からの新たな旅費制度の周知を実施した。
・業務執行体制の見直しについて、関係課長級によるＷＧを設置、検討し、業務執行体制の集
約化に向けた案をまとめた。

【業務マニュアル】
マニュアル策定ＷＧを設置し、今後のマニュアル策定の方針を決定した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・人事給与システム管理体制の
確立：実施済
・システムの機能変更・拡張：実
施済
・旅費、謝金に係る規程及び運
用の簡素化、新たな執行体制
案の作成：実施済
・業務マニュアルの作成に向け
て手順等の整理：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
・旅費、謝金に係る規程及び運
用の簡素化、新たな執行体制
案の作成については、平成27
年4月より、新制度の運用体制
を確立した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・27年度以降の計画の策定：実
施済
・施設整備（田中記念館及び旧
法学部棟の改修）：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

67 特任制度等 特任教員制度やキャリアスタッフ制度のあり方に
ついて検討を行い、制度改革により組織の活性化
につながるより有効な活用を図る。

67 　有期雇用職員等について、新制度の検証を行
い、また、労働契約法等改正に合わせ制度設計を
行うとともに、若手教員の活用を図る特任制度の
検討を行う。

[中期計画の達成水準]
・キャリアスタッフ制度の改正
・特任教員制度の改善・更なる活用

[年度計画の達成水準]
・有期雇用教員等について、法改正等に沿った制
度設計
・若手教員の育成を図る制度等の課題整理と方向
性の決定

[中期計画の達成水準]
・現行の人事給与制度等の検証、及び新たな人事
給与制度の検討・構築

[年度計画の達成水準]
・新たな教職員給与制度の検討
・人事戦略会議（仮称）の制度設計

66 人事・給与制
度

教職員がモチベーションを上げ、その資質能力を
最大限に活用しうる、新たな人事給与制度を構築
する。

66 　教職員のモチベーションの向上に繋がる新たな
給与制度を検討する。大学改革プランに沿って人
事制度改革に着手する。

68 職員の育成 多彩なキャリアを持つ職員の多様性に即した人事
評価制度の導入や、大学の各業務の特性に精通
した、また研究内容を発信できる専門性の高い人
材育成のシステムを構築するとともに、大阪市だ
けでなく他大学等との人事交流の制度化を図る。

68 　教職協働の実現に向け、専門性の高い人材を
育成する改革プランの具体化を進めるとともに、
大学に必要な専門的人材育成の研修制度につい
て効果検証していく。
　また、大学職員としての視野を広げるため、文部
科学省行政実務研修や他大学等との交流を検討
する。

[中期計画の達成水準]
・大学職員としての人材育成研修制度の構築
・他大学等との人事交流制度の検討・構築

[年度計画の達成水準]
・専門的人材の配置の具体化
・体系化した研修制度の実施項目の検証
・他大学等との交流先や目的の整理
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・有期雇用教員等について、法
改正等に沿った制度設計：実施
済
・若手教員の育成を図る制度等
の課題整理と方向性の決定：実
施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・有期雇用教職員制度における職員については、(改正)労働契約法の趣旨を踏まえ、法人・大
学・病院の関係先と調整を図りながら新たな有期雇用制度の構築を行った。
・法人としては、優秀な人材の確保、教員の意識改革を図ること、次いで教員個人としては、目
標が明確化され、更にモチベーション向上に繋がる能力主義・成果主義による報酬制度が伴う
こと、これら双方のメリットを実現するため、有期雇用教員への年俸制の導入に向けた制度整
備を実施した。
・若手教員、研究者の雇用安定に繋がるテニュアトラック制度において、法人内において給与
厚生制度の見直しを実施し、処遇改善につなげた。

＜達成水準に対する実績＞
・新たな教職員給与制度の検
討：実施済
・人事戦略会議（仮称）の制度
設計：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

＜新たな教職員給与制度の検討＞
　職員のモチベーション向上に向け、外部委員を交えた「職員人事給与制度改正検討WG」を
今夏設置し、新たな人事給与制度の構築、人事評価制度の再考等の検討を進めた。一般職
の職員に対して、｢新たな人事評価制度(案)｣を策定し、導入に向けた検証を開始した。

＜人事戦略会議（仮称）の制度設計＞
　教職員人事制度改革検討プロジェクトチームを設置し、大阪市立大学改革プランに沿って、
全学的な教員人事の推進を図れるよう、その役割、構成等について検討し、人事委員会の上
に人事計画策定会議（=人事戦略会議（仮称））を設置した。 Ⅲ

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・専門的人材の配置の具体化：
実施済
・体系化した研修制度の実施項
目の検証：実施済
・他大学等との交流先や目的の
整理：派遣済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・教職員人事制度改革検討プロジェクトチームを設置し、大阪市立大学改革プランに沿って、
本学の研究の取組みの一層の推進を図るためにURAの設置や、教職協働について職員の各
種委員会への参画などの可能性など実現に向けた検討を行い、専門的人材の配置の具体化
については、URA制度を構築し、平成27年度から配置することとした。
・職員の研修制度については、「職員人材育成プラン」に基づき、基礎研修をはじめ、階層別
研修、課題解決型研修、スキルアップ研修などを進め、職員力の底上げに努めた。また、職員
の語学力向上に向け、ビジネス・英語研修の試行実施を行うとともに、英語研修の語学力の定
着率の検証を行った。平成27年度以降、対象を拡大し実施を図っていく。平成26年度末日
で、実施した年間の研修全てを総括・検証し、平成27年度の研修実施方針を策定した。
・文部科学省行政実務研修については、平成26年4月から職員1名を派遣した。
・リサーチ・アドミニストレーター（URA）の採用に向け、他大学のURAの雇用・給与等状況調査
を実施し、その結果を踏まえ関係部署と具体的な検証を行いながら、素案となる就業規則及び
給与規程を作成した。
・法制執務に長けた人材を育成するため、法制執務研修を実施した（平成26年12月～平成27
年2月）
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

69 公立大学法
人の制約緩
和

地方独立行政法人法等による公立大学法人の制
約撤廃へ向け、東京拠点の活動強化や、提携す
る公立大学法人や公立大学協会、設立団体等と
ともに具体的改善に取り組む。

69 　地方独立行政法人法等により公立大学法人の
制約となっている事項の撤廃の必要性等につい
て、提携する公立大学法人等と意見交換をより積
極的に行い、共同での法改正要望等の検討を開
始する。

[中期計画の達成水準]
・大阪市と連携した法改正要望
・他法人と連携した法改正要望
・東京拠点の活用
・特区申請等による具体的取組み

[年度計画の達成水準]
・設立団体である大阪市をはじめ、大阪府立大学
等との連携、公立大学協会や東京拠点を活用した
取組みのさらなる強化
・提携する公立大学法人との意見交換による検討
の強化

70 外部資金の
獲得と支援体
制の充実

科研費補助金、国、独立行政法人、民間企業との
共同研究や委託研究、さらには奨学寄付金など
の研究系外部資金について、年間総額30億円以
上の獲得をめざすとともに、運営に関わる補助金
等についても情報の速やかな収集等により獲得
に努める。また外部資金の獲得と円滑な執行を図
るため支援を充実する。

70 　研究系外部資金の執行マニュアルを配布し、教
員への執行ルールと手順の周知を図る。研究系
外部資金獲得に対しインセンティブを付与する制
度を試行する。

[中期計画の達成水準]
・研究系外部資金獲得戦略
・年間獲得目標30億円以上
・東京拠点の活用
・その他の外部資金獲得手法の検討実施
・外部資金執行管理の一元化（研究支援課）による
資金執行の厳格化、円滑化。

[年度計画の達成水準]
・外部資金獲得（40億円）
(補助事業・受託事業・治験等を含む外部資金総
額)
・科研費申請率（70％達成）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・設立団体である大阪市をはじ
め、大阪府立大学等との連携、
公立大学協会や東京拠点を活
用した取組みのさらなる強化：
実施済
・提携する公立大学法人との意
見交換による検討の強化：実施
済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
・大阪市等との意見交換を綿密
に行い、また、東京拠点等を活
用して、文部科学省等との活発
な意見交換を行った。
・懇談会等の場を活用して本法
人の意見の提示など行った。

・公立大学等ブロック別懇談会において、公立大学の制約にかかる課題等について、本法人
の意見を提示した。
・公立大学協会が公立大学のプレゼンス向上のために各方面に提供する資料として、公立大
学法人の制約等の本法人の意見を回答した。
・公立大学法人の大学発ベンチャー企業への出資に関して、大阪市等との意見交換を行っ
た。
・東京オフィス副代表を中心に文部科学省等との活発な意見交換を行った。
・公立大学法人の大学発ベンチャー企業への出資に関して、大阪市等との意見交換を踏ま
え、国への要望を行った。
・公立大学法人の制約撤廃に向けて法改正の要望を行うため、提携する公立大学である横浜
市立大学、名古屋市立大学と意見交換を行った。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・外部資金獲得(補助事業・受
託事業・治験等を含む外部資
金総額)：97.5％（3,900百万円）
・科研費申請率：105％
（73.5％）

（補足）
取組実績及び達成水準に対す
る実績のとおり、年度計画が進
捗している。
・外部資金獲得額について、ほ
ぼ達成水準を満たした。

　「研究系外部資金(直接経費)の事務手続きについて(平成26年度版)」を改訂、平成27年度科
研費公募説明会、および、全学ポータルサイトにて、執行ルールと競争的資金の募集情報を
周知した。また、研究不正防止策の一環として、コンプライアンス教育及び不正防止計画策定
に伴う事務手続の変更に関する説明会を開催した。
　研究系外部資金の配分機関主催(NEDO,JST)の説明会等に積極的に参加することにより、執
行ルール周知に向けてのスキルの向上を図った。
　研究系外部資金獲得に対するインセンティブとして、全学的環境整備費の配分の際に同獲
得状況について考慮のうえ決定した。
　国・独法を中心とした研究系外部資金・補助金の獲得を推進するため、URAの導入、並びに
URAセンターの配置に向けた規程整備等を行った（平成27年4月設置予定）

＜科研費公募説明会開催状況＞
・杉本キャンパス(9/18)
　研究者・・・･125名
　事務職員・・・37名
・阿倍野(9/10)
　研究者・・・･･86名
　事務職員・・・･4名

＜コンプライアンス教育及び事務説明会の開催状況＞
・杉本キャンパス(3/18、3/25、3/27)
　研究者・事務職員・・・375名
・阿倍野キャンパス(3/27)
　研究者・事務職員・・・327名

外部資金獲得実績：大学35億円、病院含めて39億円

＜申請率＞
H21：　60％　　H22：　62％　　H23：　64％
H24：　61％　　H25：　70％　　H26：　74％
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

71 寄附金の獲
得

同窓会や保護者との連携強化や精力的に企業か
らの寄附獲得活動を行うなど、「はばたけ夢基金」
の寄附募集活動を積極的に推進する。

71 　はばたけ夢基金寄附募集実施委員会等により、
最終年度として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。
　平成26年度でのはばたけ夢基金の募集期間終
了に伴い、事業報告書を作成する。

[中期計画の達成水準]
・はばたけ夢基金獲得戦略策定
・はばたけ夢基金の検証、以降の寄附募集活動の
展開

[年度計画の達成水準]
・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）
・卒業生にパンフレット等を配布　(約19,000名)
・学生の保護者にパンフレット等を配布　（約6,000
名）
・はばたけ夢基金事業報告書を作成

72 経費節減計
画

受電設備の集約等による計画的な事務的経費の
節減により、教育研究活動に必要な財源を確保す
る。

72 　理系学舎整備事業本体工事において、理学部
の各電気室(２箇所)を新棟に集約し、残１箇所を
継続工事で新棟に集約する。

[中期計画の達成水準]
・受電設備の集約
・管理経費の削減目標を設定した予算編成による
計画的削減

[年度計画の達成水準]
・2箇所を1箇所に集約
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・本学卒業生が役員となってい
る企業への募金活動：実施済
(企業15社、青柳会・柳光会（約
190名））
・卒業生にパンフレット等を配
布：実施済（約40,000名）
・学生の保護者にパンフレット等
を配布：実施済（約6,000名）
・はばたけ夢基金事業報告書を
作成：実施済

（補足）
＊青柳会・柳光会＝主に一部
上場企業の経営者等で組織さ
れる同窓会組織

・9月末の[はばたけ夢基金]の募集終了にあたり、その寄附金および事業を継承し、継続した
基金に取り組むために新たに、[大阪市立大学夢基金]を10月1日に設立した。
・はばたけ夢基金事業報告書を作成した。
・新基金設立に向けた、新たな募集要項を制定した。
新基金募集に向けて主に卒業生及び法人に対し営業を強化する方針を決定した。
・各同窓会と連携し、卒業生に夢基金のパンフレットを送付（同窓会報に同封）、または配布
（同窓会総会において）した（約40,000部）。
・ホームカミングデーにおいて、卒業生等（約300名）にはばたけ夢基金の実績報告書、新基金
パンフレットを配布した。
・海外渡航支援事業制度を利用し、海外へ留学した在学生による体験報告と寄附の呼びかけ
を行った。
・文系同窓会の有恒会会報、全学同窓会報ならびに大阪市立大学広報誌にはばたけ夢基金
募集広告を掲載した（計7回）
・同窓会組織である『柳光会』『青柳会』に対し、新基金への協力依頼等を行なった（約190名）
・卒業生が役員を務める法人を訪問営業した（15社）
・サポーターズバッジを作成した（大学教職員・名誉教授・10万円以上の寄附者向け）
 
＜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　H26：346件／121,428千円※

※平成26年度内訳
はばたけ夢基金：35件／  3,759千円
夢基金　　       310件／117,669千円

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・2箇所を1箇所に集約：実施済

（補足）
・残り1箇所の改修についても、
当初計画工程どおり進捗してい
る。

・学舎整備事業本体工事において、理学部の各電気室（3箇所）の内、2箇所の設備を新棟に
集約すると共に、高効率設備に更新した。
・平成26年度の継続工事において、理学部の残り１箇所の電気室設備を高効率設備に更新す
る。
・理系学舎整備事業本体工事において、電気設備の残り１箇所について改修済。
・理学部光熱費（電気使用料）…平成26年度単価による年度比較を行う。
H22：71,485,719
H23：68,729,341円（前年度比△2,756,378円、 △3.9％）
H24：70,462,443円（前年度比1,733,102円、 2.5％）
H25：74,611,466円（前年度比4,149,023円、 5.9％）
H26：80,546,698円（前年度比5,935,232円、 8.0％）
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

73 エコキャンパ
スの推進

空調機の毎年5％程度の更新等により、毎年1％
以上のエネルギー削減を継続実施する。さらに、
大阪市の「大規模電気消費者としての先導的取
組」に準じ、空調機の内部洗浄、電灯照明のLED
化など高効率化を計画的に実施するとともに、設
置コストに注意しつつ太陽光発電など最新の技術
による再生可能エネルギーの利用を推進する。ま
た、省エネ意識の向上のため、エネルギー消費の
見える化を進める。

73 ・空調機の更新や室外機のフィン洗浄、間引き照
明等によりエネルギー削減に努めるとともに、省
エネルギ―の啓発として、夏季・冬季に学内ポー
タルサイトに掲示や啓発ポスターの配付、期間中
の電気予報の発信、啓発研修会等を実施する。

[中期計画の達成水準]
・エネルギー消費量の計画的削減(毎年:原単位当
り1％以上)
・空調機（ＧＨＰ）の計画的更新(毎年5％以上、毎
年室外機28台以上/552台中）
・LED等の計画的導入
・再生可能エネルギーの採用に向けた検討
・エネルギー消費量の発信、省エネ啓発の取組み
（消費量の発信及び省エネ啓発の取組み）
・空調機室内機・室外機のフィン洗浄で熱変換効
率の改善（毎年201台以上/604台）

[年度計画の達成水準]
・毎年のエネルギー削減率（原単位）（1%）
・ＧＨＰの室外機更新台数（26台／495台中(5.3%)）
・空調機室内機・室外機のフィン洗浄台数（203台
/604台中(33.6%)）
・省エネルギー研修会の開催（１回　約60人規模）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・毎年のエネルギー削減率1％
を達成した。
　
・空調機の更新
　ＧＨＰの室外機更新台数：
96％（25台／495台中（5.1％））
毎年5％程度の更新を行うことと
しており、達成した。

・室外機のフィン洗浄
　空調室外機フィン清掃100％
（203台／604台中(33.6％））
毎年201台以上室外機のフィン
洗浄を行うこととしており、達成
した。

・間引き照明
　全学内で1,569本の間引きを
継続し達成した。

・省エネルギーの啓発
　夏季・冬季に学内ポータルサ
イトに掲示や啓発ポスターの配
布を行った。また、エネルギー
消費量の見える化について、学
内3地区の電力消費状況の閲
覧を可能とした。年度計画に学
内ポータルサイトに掲示すること
及びエネルギー消費の見える
化を進めることとしており、達成
した。

・学内ポータルサイトに省エネ
関連サイトを設置し、教職員に
対して省エネに関する情報提供
を行い啓蒙を行った。年度計画
に省エネルギー啓発のため
ポータルサイトに掲示することと
しており、達成した。

・学術情報総合センター1階で
既設高天井水銀灯（400W）32
台をLED化した。中期計画で、
電灯照明のLED化など高効率
化を実施することとしており、達
成した。

・省エネルギー研修会を12月に
開催した。年度計画で啓発研修
会等を実施することとしており、
達成した。

・空調機の更新
　　GHP空調機全体で495台の内、25台を更新した。
・室外機のフィン洗浄
　　空調室外機全体で604台の内、203台洗浄した。
・間引き照明
　　全学内で1,569本の間引きを継続している。
・省エネルギーの啓発
　　夏季・冬季に学内ポータルサイトに掲示や啓発ポスターの配布を行った。エネルギー消費
量の見える化について、学内3地区の電力消費状況の閲覧を可能とした。
・学内ポータルサイトに省エネ関連サイトを設置
　「大阪市立大学杉本地区エネルギー管理標準」「冬季の省エネルギー対策について」「今冬
の電力需給対策について」「今冬の節電対策の取り組みについて」「今冬のウォームビズポス
ター」を掲載し、教職員に対して省エネに関する情報提供を行い啓蒙を行った。
・学術情報総合センター1階で、既設高天井水銀灯（400W）32台をLED化した。
・省エネルギー研修会を12月に開催した。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

75 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。

75 　第２期での教員活動点検評価の改善を目指し、
第１期同評価の検証を行い、改善案及び活用案
を検討する。

[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

[年度計画の達成水準]
・評価制度の検証、検証結果の周知
・具体的な改善案・活用案の整理

74 新理系学舎
の整備と効果
的運営

理系学舎整備を着実に実施し、複合先端研究機
構等による学部研究科の枠を超えた研究など、横
断的に理系研究基盤の強化を図るとともに、実験
設備の集約により効率的効果的な施設運営を行
う。

74 　理学部本館3期（E棟）及び旧原子力基礎研究棟
（F棟）の耐震老朽改修工事、付属棟改修工事等
を完了し、全ての引き渡しを受け、実験機器等の
納入・設置及び移設等を完了する。

[中期計画の達成水準]
・理系学舎の整備(H26年度までに整備事業の
100％完了)
・整備後の運用方法等の検討

[年度計画の達成水準]
＜工事及び移設等の最終年度＞
・理学部本館3期（E棟）及び旧原子力基礎研究棟
（F棟）の耐震老朽改修工事の完了
・付属棟改修工事の完了
・実験機器等の納入・設置及び移設等
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・評価制度の検証、検証結果の
周知：実施済
・具体的な改善案・活用案の整
理：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

　6月に第１期の検証結果についての報告書を全学評価委員会で取り纏め、理事長並びに役
員会で報告するとともに7月には第１期の結果についての外部委員による評価を受け、課題の
洗い出しを行った。第2期の改善に向けた対応案の作成のために全学評価委員会の下に「教
員活動点検・評価の課題検討ＷＧ」を9月に設置し、4回のＷＧを通じてまとめた対応策を12
月、１月の全学評価委員会で審議・決定し、その検証結果を反映させた形で、平成27年度に
向け実施した。
　また、教職員人事制度改革検討プロジェクトチームにおいて、活用について検討した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
＜工事及び移設等の最終年度
＞
・理学部本館3期（E棟）及び旧
原子力基礎研究棟（F棟）の耐
震老朽改修工事の完了：実施
済
・付属棟改修工事の完了：実施
済
・実験機器等の納入・設置及び
移設等：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・平成26年12月にE棟及びF棟の耐震老朽改修工事を完了した。
・平成27年3月末に付属棟の工事、実験機器等の納入・設置及び移設等を完了した。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

77 情報公開 公的教育機関として説明責任を果たす観点から、
広く教育活動等の情報公開を行うこととし、法的に
義務化された事項以外もホームページ等で集約し
てわかりやすく積極的に公表する。

77 　広く教育活動等の情報をホームページ等で集約
して公表する。大学改革プランに沿って、学内情
報を集約化し効果的に情報発信できる仕組みを
検討する。

[中期計画の達成水準]
・(再)情報集約システムの構築
・情報公開項目の充実
・グローバルスタンダードに対応する教育プログラム
や学習成果の発信

[年度計画の達成水準]
・ホームページでの情報発信内容の充実
・情報を集約し発信する仕組み（案）の作成

76 効果的な点
検評価

各学部・研究科で外部評価等の活用を図るととも
に、大学院の充実検討にあわせて各研究科の活
動点検評価を実施する。

76 　認証評価受審へ向けて検討体制を構築し資料
作成、自己評価に着手する。各学部研究科におい
て、第二期中期計画期間中の法定以外の外部評
価のあり方について検討する。

[中期計画の達成水準]
・学部研究科毎の外部評価の受審
・全学的な研究科活動点検評価(大学院改革の一
環)
・認証評価受審
・(理)JABEEの継続認定

[年度計画の達成水準]
・第二期中期計画期間における各種外部評価の検
討
・認証評価受審に向けての検討体制構築、資料作
成着手
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・ホームページでの情報発信内
容の充実：実施済
・情報を集約し発信する仕組み
（案）の作成：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

　大学の理念、第二期中期目標・中期計画等大学の目指している姿から、学生数、財務状況
等大学の現状がわかるデータまでを集約した冊子「大阪市立大学概要2014」を発行し、ステー
クホルダー等に配布した。同時にホームページ上で公開することによりタイムリーな情報発信を
行った。
　プレスリリースの発信の基準や手順に関する内部用マニュアルを作成した。
　各学部や主要会議体について、定期的に情報収集を行い、効率的かつ抜け漏れのない情
報の収集、発信、連携の仕組みとして、広報メンバーによる担当制の導入を決定した。
　大阪市報道担当および経済戦略局大学担当と業務フローの見直しを行うため、現在のルー
ルや対応ルートを整理した。
　また、教育活動等の次のような情報をホームページ（以下、HP）等に集約し、公表を行った。
　・英語HP、中国語HPを逐次更新し、新着ニュースを掲載した(新着ニュース：英語42件、中国
語37件）
　・本学の特色ある研究として、戦略的研究の採択結果についてHPで公表した。
　・産学官連携の成果については大学HPでの成果を公表。
　・外部資金の公募情報を大学HPへの掲載。
　・３ポリシーをＨＰに掲載した。
　大学改革プランに沿って、教育研究戦略機構を設置する（平成27年4月設置）こととし、同機
構の中に、学内外の情報を集約・分析するIR機能をもたせることとした。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・第二期中期計画期間における
各種外部評価の検討：実施済
・認証評価受審に向けての検討
体制構築、資料作成着手：実施
済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
・公立大学政策・評価研究セン
ターへの連携研究員の派遣
・体制構築並びに自己評価書
作成

・平成27年度受審の認証評価受審機関を決定したことを受け、受審機関開催の研修会参加、
受審体制の確立、執筆者と事務局によるWGを8月立ち上げるとともに、事務局は自己評価書
記載のためのデータ収集、執筆者は自己評価書作成に着手した。10月以降も定期的にWGを
開催し、進捗管理を行うとともに原稿案の意見交換、記載方法の統一などを実施し、3月に自
己評価書の素案について概ねまとめた。
・各種外部評価の検討に関しては、大学評価制度に関する研究を行う「公立大学政策・評価研
究センター」に連携研究員を派遣することにより、各大学の内部質保証担当者と情報交換を行
い、検討を進めた。
・各学部研究科は認証評価受審に向けて、体制整備や資料作成等に着手し、準備を進めた。
また、「第1期教員活動・点検評価」（平成23〜25年度）を実施し、結果を取りまとめ、平成26年4
月に全学評価委員会に提出した。
・第二期中期計画期間中の法定以外の外部評価のあり方について検討した。

（文）＜自己評価活動＞
「第2期教員活動・点検評価」のために、文学部独自仕様の教員「年次活動報告書」の書式の
改訂を実施。
平成25年度卒業生（学部・大学院）ならびに平成26年度新入生（学部・大学院）に対して部局
独自にアンケート調査を行い（提出率87％）、その結果を教授会で報告。
＜科内学術雑誌の外部査読＞
●『人文研究』：投稿論文13本の査読が行われ、内、12本が掲載可能性を有するものと判断さ
れた。また、2件について、学外研究者に外部査読を要請した。
●『都市文化研究』：外部研究者（6件中3件）による査読を実施した。外部研究者3件のうち、1
件は元文学研究科教員で、2件は学外の研究者であった。
●UrbanScope：5月にUrbanScope5号を刊行した。次に、平成27年刊予定の6号に向けて、投
稿論文2本の査読依頼を行った。
（理）平成21～25年度の外部評価を受けるために外部評価委員を委嘱した。平成27年度前期
に外部評価を受ける予定である。
・地球学科地球システムコースでは平成21年度にJABEE認定継続審査を受審し、6年間の認
定継続が認められており、次回の平成27年度の審査に向けて、各教員による授業アンケートの
実施や特別研究（卒業研究、4年生）の研究達成度評価報告の作成などを通じて教育点検・改
善等を行った。
（工）JABEE認定による教育改革の目的が達成されたため，現在は2学科でのみ継続している。
また､その他の学科においても､過去に受けたJABEE認定の経験を活かして､授業の効果的な
点検を実施した。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

79 ホームページ
等情報発信
ツールの充
実

ホームページによる受験生向けのサイトや英語版
の充実など、多様なステークホルダーに応じた目
的別情報発信のコンテンツの充実等により、情報
発信機能を強化する。

79 　本学の多様な活動を多角的な視点から、日本
語、英語、中国語で効果的にWEB発信できるよ
う、各コンテンツの充実と諸活動の情報発信の提
供を学内に求める。そのためのホームページワー
キングの活動を活性化する。
　また、SNSと本学ホームページとの連携【トップ
ページの新着情報、イベント情報等と】をはかり、
情報発信力を高める。

[中期計画の達成水準]
・ホームページの全面的刷新
・目的別情報発信コンテンツの充実

[年度計画の達成水準]
・facebook等のSNSを活用したWEB広報の展開
・全学HPへのアクセス件数（新着情報等）の全学
ポータル等での紹介
・全学的なホームページＷＧの設置

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。

78 　大学のプレゼンスを高めることを目的に、本学の
教育・研究・社会貢献・国際交流について、多様な
ステークホルダーにいかに効果的に情報発信でき
るかを、様々な媒体を有効活用して情報発信に努
める。
　広報戦略会議のあり方を見直し、より効果的な
学内の情報収集及び発信のための学内の体制を
構築する。

[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)

[年度計画の達成水準]
・広報方針の策定
・広報戦略会議およびワーキングの構築
・広報年間計画の作成
・メディア掲載件数　　300件以上
・学長記者懇談会　　3回以上
・記者会見【記者レク含め】　8回以上
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・facebook等のSNSを活用した
WEB広報の展開：実施済
・全学HPへのアクセス件数（新
着情報等）の全学ポータル等で
の紹介：実施済
・全学的なホームページＷＧの
設置：未実施

（補足）
全学的なホームページＷＧでの
情報収集は実施を検討したが、
実際には各部署、学部ごとに情
報入手経路、教員と事務方の
役割分担が大きく異なるため、
平成26年度はＷＧのかわりに広
報室担当が各部署、学部に個
別に情報収集を行い、それぞれ
の状況に応じた発信を手助けし
ながら全学的な発信強化を行う
ことで、当初目的はほぼ達成す
ることができた。平成27年度以
降は、ＷＧの目的、参加者を含
めて再定義を行った上で、実施
に向けて進めていく予定。

・英語サイト、中国語サイトのコンテンツを充実させた。
　英語・中国語サイトの掲載項目拡大（本学の風景など）
　平成26年度の英語サイトの新着情報の掲載件数：46件
　平成26年度の中国語サイトの新着情報の掲載件数：36件
  英語の留学生向けページに掲載している情報を分かりやすく整理した。
・ホームページの新着情報とイベント情報にSNS共有ボタン欄を設置した。
・12月に広報室公式Facebookを公開。
・学内ポータルサイトに新着情報とイベント情報の公開から1週間のアクセス件数を月１回掲
載。
・全学的なホームページWGは設置できていない。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・広報方針の策定：策定済
・広報戦略会議およびワーキン
グの構築：改編して実施済
・広報年間計画の作成：作成済
・メディア掲載件数：227％（681
件）
・学長記者懇談会：67％（2回）
・記者会見【記者レク含め】：
100％（8回）

（補足）

・情報発信件数を伸ばす取り組みを行い、平成25年を上回るプレスリリースの配信を実施した。
・学長記者懇談会は2回実施、新大学推進会議後の学長による記者レクを含めると4回開催し
た。
・戦略的広報方針を策定するにあたり、まず平成26年度12月より月1回研究科長宛に広報関連
情報、メディア掲載状況等を配信し、同時に研究科長から研究・学生等に関するネタの積極提
供を募るという定期的なコミュニケーションを実施している。このようなネットワーク構築を今後も
継続し、学部・研究科とのさらなる関係強化を図っていく。

＜プレスリリース件数＞
H21：　50件　　H22：　52件　　H23：　45件
H24：　86件　　H25：　80件　　H26：　97件

＜学長記者懇談会＞
H23：　2回　　H24：　2回　　H25：　1回　　H26：　2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。

＜個別記者会見及び記者レクチャー＞
H24：　2回　　H25：　6回　　H26：　8回

＜広報誌の発行＞
H21：　2回   H22：　2回　　H23：　4回
H24：　2回   H25：　2回　　H26：　3回
※広報誌　Vol 15、 Vol 16、Vol 17を発行。

＜記事掲載件数＞
H22：　  81件　　H23：　322件
H24：　347件     H25：　374件　　H26：　681件
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

[年度計画の達成水準]
・システム一元化の検討

81 人権尊重 大学のすべての業務を人権尊重の視点にたって
推進し、特に人権問題研究センターや人権問題委
員会の活動を通じて人権問題の啓発発信に努め
る。

81 　人権問題講演会などの開催や啓発誌の発行な
ど、人権尊重の視点に立った取組みを引き続き行
い、充実を図る。

80 情報基盤の
充実

学術情報総合センターは、学内情報の共有化を
図るとともに、セキュリティの高い情報通信基盤を
整備・運用する。

80-1 　最新のモバイル機器に対応できるよう無線LAN
の拡張にあたり、各研究科等へアンケートを実施
し、その結果を検討したうえで、無線LANサービス
の拡張に向けた実施計画を作成する。

[中期計画の達成水準]
・情報資産の共有化
・ポータルシステム・全学認証システムの拡充
・ITの専門的管理体制の構築

[年度計画の達成水準]
・無線LANサービスの拡張の実施計画

80-2 　大阪府立大学との各種システムの一元化の検
討を進める

[中期計画の達成水準]
・人権問題委員会や人権問題研究センターによる
活動
・講演会や障がいのある学生との懇談会等の開
催、人権啓発冊子の発行

[年度計画の達成水準]
・人権問題講演会開催数／参加者数（1回／120
人）
・人権フェスティバル開催数／参加者数（1回／120
人）
・人権啓発誌の配布数（3,000部）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

4月に人権啓発誌「人権問題の最前線」を3000部を配布した。
5月に春の人権問題講演会「医療との向き合い方、付き合い方」を開催し、学生及び教職員
220人の参加があった。
１１月に人権フェスティバルを「誰もが自分らしく生きられる社会に向けて－女が得か、男が得
か、なぜ誰もが生きづらい世の中なのか－」を開催し、学生及び教職員176人の参加があった。

＜人権問題講演会参加者数＞
H21：　444人     H22：　587人　　H23：　124人
H24：　240人     H25：　237人　　H26：　220人 Ⅲ

・大阪府立大学との統合に関する検討状況を踏まえ、各種システム一元化の可能性について
検討を行った。
・本学の情報基盤の構築、運用、監視を行う情報基盤センターを平成26年10月に立ち上げ
た。
・大阪府立大学に比べ遅れている本学のネットワークの構成や運用のあり方について、情報基
盤センターの中の情報システム委員会で検討を続ける。

Ⅱ

＜達成水準に対する実績＞
・システム一元化の検討：未実
施

（補足）
・大阪府立大学との統合に先立
ち、ネットワークに関して全学的
な一元管理の遅れや運用方法
の検討などを進め、大阪府立大
学との統合をスムーズに行う必
要があり、平成26年度立ち上げ
た情報基盤センターを中心に検
討していくこととなったため。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・無線LANサービスの拡張の実
施計画：未実施

（補足）
・情報基盤センターは、本学に
おける教育、研究、大学事務等
におけるＩＣＴ戦略の企画立案
及び実施に関すること、各種情
報システムの整備及び運用管
理に関すること及び情報セキュ
リティにかかる施策を実施するも
のであり、同センターの設立は、
本学のＩＣＴ活用の推進面にお
いて大きな意義をなすものであ
る。
・情報システム委員会での検討
の中で、無線LANを含めた学内
全体のネットワークについて再
構築を進めるべきとの意見があ
り、更に検討をすすめ、学内
ネットワーク全体の在り方に関
する設計委託業務の仕様書作
成まで進めることができた。

・本学の情報基盤の構築、運用、監視を行なう情報基盤センター（理事長が任命する本学教員
が構成員）を平成26年10月に立上げた。
・情報基盤センターの中の情報システム委員会で、杉本キャンパスにおける無線LANを含む
ネットワークシステムの今後のあり方の検討を続けることとした。
・来年度に向けて、ネットワークシステムの設計業務を委託するための予算要求を行い、来年
度早々に契約手続きに入るために設計委託の仕様書の作成を行った。

＜達成水準に対する実績＞
・人権問題講演会開催数／参
加者数：100％／183％（1回／
220人）
・人権フェスティバル開催数／
参加者数：100％／147％（1回
／176人）
・人権啓発誌の配布数：100％

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

82 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。

82-1 　法人のリスクマネジメントに資するため、関係法
令、保険、防災、情報セキュリティなどの観点から
監査を実施する。
　外部資金について、従来の対象に加えて25年度
に採択された大型プログラムの監査を行う。

[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

[年度計画の達成水準]
・監査対象課題における法人リスクの可視化及び
改善のための提言の実施
・外部資金大型プログラムの監査実施件数　1件以
上

82-2 　教職員に対する内部通報制度の周知活動を継
続的に実施するとともに、過去の通報事案の課題
整理に基づき、関連部局との業務整理など業務
改善に取り組む。

[年度計画の達成水準]
・公益通報制度の継続実施
・安全保障貿易管理の勉強会継続実施
・勉強会回数／参加者（1回／100人）
・公立大学3大学での産学連携WG開催

[年度計画の達成水準]
・新規・中途採用者向け研修を通じた制度周知
・全学ポータルシステム等を通じた周知活動の継続
・関連部局との業務整理（既存委員会の統合等）

82-3 　安全保障輸出貿易管理の規程に沿って、大学と
しての体制を適切に運用する。
　「危機管理ガイドブック」などを通じて啓発活動を
継続する
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

・4～5月に監事監査の支援業務を行った。
・4～5月に監査計画書に基づき、監査対象部局向けチェックリスト作成等準備を行った。
・6～7月に科研費およびJST委託研究費の会計監査を実施した。
・平成25年度までに実施した監査及び情報セキュリティに関する調査についてフォローアップ
を実施した。
・10月～12月に会計監査を実施した。
・10月～12月に防災物品の管理状況に係る業務監査を実施した。
・1月～3月に監事の業務監査の支援を行った。

・公益通報制度は平成26年度も継続実施中。
・海外渡航者向け情報セキュリティマニュアルの更新を実施、安全保障輸出貿易管理の項目
追加。
・横浜市立大学、名古屋市立大学との3公立大学での産学連携WGを12月に開催。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・公益通報制度の継続実施：実
施済
・安全保障貿易管理の勉強会
継続実施：未実施
・勉強会回数／参加者：未実施
・公立大学3大学での産学連携
WG開催：実施済（12月開催）

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・安全保障貿易管理の経産省
大学向けセミナーに参加。
・公立3大学でのＷＧを経て、平
成27年度に勉強会開催予定。

・平成25年度から引き続き全学ポータル、HP等を活用して学内で内部通報制度の周知を行っ
た。
・8月に新規採用者向け研修で内部通報制度の説明を行った。
・内部通報等審査委員会開催回数：7回
・通報等受付件数：通報5件、相談9件
・内部通報事案に係る事務処理と実施検証（課題整理を含む）を行った。
・内部通報等審査委員会から理事長への年度末報告を実施した。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・新規・中途採用者向け研修を
通じた制度周知：実施済
・全学ポータルシステム等を通
じた周知活動の継続：実施済
・関連部局との業務整理（既存
委員会の統合等）：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・監査対象課題における法人リ
スクの可視化及び改善のための
提言の実施：実施済
・外部資金大型プログラムの監
査実施件数：100％（1件）

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

84 国際交流の
安全対策

国際交流に係る危機管理対応マニュアルや、外
国人研究者、留学生等向けの緊急時対応マニュ
アル等を活用し、国際交流にかかる危機管理体
制の充実を図る。

84

【重点】

　各種規程や対象者別ガイドブックを適宜改訂し、
周知徹底を図るとともに、本学関係者の海外渡航
情報の集約についての方策を検討する。

[中期計画の達成水準]
・国際危機管理対応マニュアル、各対象者別ガイド
ブックの充実
・本学関係者の海外渡航情報の集約

[年度計画の達成水準]
・必要に応じた規程、マニュアルの改訂
・海外渡航情報の集約方法の検討

[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％)

[年度計画の達成水準]
・耐震化率（78.5％）（70案件中55件完了予定）

83 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。

83 　耐震化計画の一環として理学部本館(3期)・旧原
子力基礎研究棟 ・旧法学部棟・旧図書館第1書庫
棟の耐震改修及び経済研究所棟の耐震・外壁改
修の実施設計を実施する。

85 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。

85 　杉本地区防災訓練については、多くの教職員が
参加できるよう日時等を工夫する。
　災害対策本部訓練のマニュアルの充実や安否
確認システムを活用した訓練を実施する。
　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。

[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

[年度計画の達成水準]
・防災訓練参加者数（4,000人）
・災害対策本部の業務分担の見直し
・災害対策本部マニュアルの充実
・災害対策本部訓練の実施
・安否確認システムの稼働
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・必要に応じた規程、マニュアル
の改訂：実施済
・海外渡航情報の集約方法の
検討：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・本学学生の海外留学状況をより正確に把握するため、新たに「学生海外留学規程」を策定
し、留学に関する各種手続書類を整備した。
・昨今の海外情勢や感染症対策を踏まえ、「国際危機管理対応マニュアル」の改正を行うととも
に、ホームページやポータルサイトを通じて、海外渡航時の安全確保に関する注意喚起と、外
務省渡航登録サービスへの登録の周知を行った。

＜達成水準に対する実績＞
・耐震化率：50％（75.7％、70案
件中53件完了）

（補足）
・旧法学部棟・旧図書館第1書
庫棟の耐震改修は発注が不調
のため4か月遅れたが、7月末に
は完了予定である。

耐震化計画の一環として次のとおり実施した。
・理学部本館(3期)・旧原子力基礎研究棟の耐震改修工事の完了。
・旧法学部棟・旧図書館第1書庫棟の耐震改修工事中。
・経済研究所棟の耐震・外壁改修の実施設計を完了。

＜耐震化率＞
H22：　62.1％（41/66）　　H23：　63.6％（42/66)　　H24：　69.1％（47/68）
H25：　72.9％（51/70）　　H26：　75.7％（53/70） Ⅱ

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・防災訓練参加者数：100％
（4,000人）
・災害対策本部の業務分担の
見直し：実施済
・災害対策本部マニュアルの充
実：実施済
・災害対策本部訓練の実施：実
施済
・安否確認システムの稼働：実
施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

　防火・防災総合訓練前に、防災パネル展を行い、本学の学生ボランティア、都市防災研究、
附属病院DMAT、教職員の防災への取り組み等を紹介した。
　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。
　地区隊内での連絡に使用するため、ミニトランシーバーを配置した。消火訓練、AEDを利用し
た救護訓練、トランシーバー・安否確認システム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、昼休みを利用して、杉本地区全体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、避難訓練を行った。特に電動車いすの学生
等障がい学生の避難を想定した訓練を行った。また、平成26年度より新たに立ち上げた安否
確認システムを利用し、地区隊の報告や学生・教職員の安否確認を行った。住吉区役所の協
力を得、相互に情報交換を行う通信訓練を行った。
　期限の迫る備蓄食料を有効活用するため、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。
　暴風警報発令時等の危険が迫った時に安否確認システムを利用し、学生に警戒を周知し
た。
　防災管理点検を実施し、その指摘に従い、改善に努めた。
　自衛消防隊や災害対策本部の再編にあわせ消防計画全般を見直した。
　杉本地区全学の若手職員が所属を超えて、第2期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経過後（第2ステージ）における、災害対策本部マニュアルを充実さ
せた。
　住吉区役所と連携し、平成25年度よりさらに規模を拡大した第2回災害対策本部訓練を実施
した。
　災害発生時に迅速に活用できる体制を整えるため、防災用品の備蓄計画を立てた。
　安否確認システム運用要項を作成し、学生全員登録の仕組みを作った。

＜防災訓練参加者数＞
H21：　3,000人　　H22：　3,000人　　H23：　4,000人
H24：　4,000人　　H25：　4,000人　　H26：　4,000人
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

86 教職員・学生
の安全衛生
管理

安全・安心な教育研究環境を確保するため、学生
及びその指導責任者である教職員を包括した総
合的な安全衛生管理の体制を再構築し、安全衛
生管理に関わる啓発、職場巡視等による指導の
徹底などにより安全衛生意識の向上を図る。ま
た、健康診断、作業環境測定等を通じ健康管理を
一層推進する。

86 　作業環境測定を実施し、管理が適切であると判
断される第1管理区分を維持する。また、毒物・劇
物のたな卸しの実施等による薬品管理の徹底や
労働衛生コンサルタントによる職場巡視により、必
要に応じた改善案のアドバイスを実施する。
　教職員・学生の定期健康診断の受診率の向上
を図り、他機関での受診者の把握に努める。

[中期計画の達成水準]
・教職員と学生も含む総括的安全管理体制の構築
・学生特殊健診の実施
・健康診断受診率の向上(学生70%以上、教職員
100%)

[年度計画の達成水準]
・定期健康診断受診率（教職員／学生）（91％／
76％）
・第1管理区分（目標100％）
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・定期健康診断受診率（教職員
／学生）：101％／99％（91.9％
／74.9％）
・第1管理区分：前期100％　後
期100％

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

　化学物質等の安全な管理・取り扱いのため教育・訓練を実施し、860名の参加を得た。
　毒物劇物のたな卸しを実施し、管理について、鍵管理システムを利用、その記録を徴収し保
管した。
　年2回の作業環境測定を実施し、すべて第1管理区分の結果を得た。
　学生健康診断については、立て看板、ポスター掲示、ホームページ、一斉告知放送を活用
し、さらにプラカードで呼び込みを行う等受診率向上に努めた。
　人事給与システムを活用できるよう長時間労働対策要項を改正し、対象者に産業医の面談
を実施した。
　管理監督者のメンタルヘルス講習会を実施し、46名の参加を得た。
　喫煙対策として、卒煙サポートを実施、禁煙パッチ、メールサポート等を行い喫煙者が禁煙す
るための援助を行った。
　急性アルコール中毒の危険性について、ポスター、全学ポータルや授業等で周知、アルコー
ルパッチテストを実施した。アルコールパッチテストの結果により、各々の体質を理解、無理に
飲んだり、飲ませたりすることのないよう啓発した。
　AEDを含む救命講習を学生・教職員を対象に実施した。
　BMI30以上の新入生及び定期健康診断の結果指導が必要な在学生を呼び出し診察、食事
運動療法を行い、血圧、肝機能の改善につなげた。
　教職員の健康を保つため、生活習慣病予防をテーマとした安全衛生講習会を実施した。
　学生・教職員とも定期健診以外の他機関で受けた健康診断の把握に努めた。
　産業医による健康診断事後指導や、各種保健指導、メンタルヘルスを含む健康相談を実施
し、必要に応じ関係所属に環境調整を行った。
　労働衛生コンサルタントによる職場巡視を実施し、安全衛生上の問題について点検、改善し
た。
　緊急シャワーの点検を実施した。
　教職員の健康診断のあり方について検討し、新たに、胃ガンリスク健診を導入するなどより効
果的な健康診断の仕組みを作った。

＜学生健康診断受診率＞
H21：　69.5％　　H22：　68.3％　　H23：　68.8％
H24：　73.9％　　H25：　75.1％　　H26：　74.9％

＜教職員健康診断受診率＞
H21：　89.0％　　H22：　90.0％　　H23：　91.0％
H24：　91.8％　　H25：　90.2％　　H26：　91.9％
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

[年度計画の達成水準]
・共同研究の推進
・文科省等への共同補助申請事業の推進
・大阪の新しい公立大学のありかたについて整理
・新大学の建学理念の整理

87 他大学等との
連携の推進

大阪府立大学との連携強化をはじめ国内外の提
携大学との提携事業の実施や、他の公立大学法
人との共同での法改正要望等により有機的連携
を強化するとともに、他大学や関係団体との連携
協定締結に係る基準やその内容を精査する仕組
みを整備する。

87-1 　大阪府立大学、関西大学との三大学包括連携
協定による三大学連携事業や、府立大との高校
化学グランドコンテスト等の共催とともに、横浜市
立大学、名古屋市立大学との三市立大学包括連
携協定に基づく交流を活性化させる。

[中期計画の達成水準]
・他大学等との連携指針の策定
・国際学術交流協定方針の策定
・大学間交流協定内容の評価検証
・大学の運営方針に沿った効果的連携の具体化
・三大学連携協定や3市立大学包括連携協定等に
基づく連携活動
・公立大学協会、大学コンソーシアム大阪との連携
活動

[年度計画の達成水準]
・高校化学グランドコンテスト（１回（10月））
・三大学連携事業（2回300人）
・3市大の連携協議（1回）

87-2 　大阪府立大学と教育・研究・社会貢献等の分野
において連携強化を進めるとともに、新大学の実
現に向けて、大阪の新しい公立大学の姿や新大
学の建学理念について検討を進める。
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

・インタラクティブマッチングの3大学合同（本学、大阪府立大学、兵庫県立大学）での実施、テ
ニュアトラック制度についての大阪府立大学へのヒアリングや、COI-Tを通じた大阪府立大学
を含む3公立大学との連携会議とICT環境による常時TV会議システムを効率よく活用するな
ど、連携強化を図った。
・本学内での検討として、学長をリーダーとし、「新しい大阪の公立大学ビジョン」について検討
を行った。
・市長からの通知文書（平成26年4月25日付）を受けて、大阪における公立大学のあり方につ
いて、大阪府立大学とともに新大学推進会議等において検討を行い、その策定内容を10月に
『「新・公立大学」大阪モデル（基本的な考え方）』として公表した。その後、同モデルの検討を
深化し、新大学の建学理念も踏まえ記載内容を充実させた『「新・公立大学」大阪モデル（基本
構想）』の策定を同会議等で行い、2月に取りまとめて公表した。 Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・共同研究の推進：実施済
・文科省等への共同補助申請
事業の推進：実施済
・大阪の新しい公立大学のあり
かたについて整理：実施済
・新大学の建学理念の整理：実
施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・高校化学グランドコンテスト：実
施済
・三大学連携事業：50％／50％
（1回／150人）
・3市大の連携協議：実施済

（補足）
・一部未達成があるものの、取
組実績及び達成水準に対する
実績のとおり、年度計画が進捗
している。
・三大学連携事業については、
タイトルの変更、講師のスケ
ジュールとの兼合いから内容・
規模ともに一部変更となっての
開催となった。
・三大学連携事業：11月24日開
催
・三市大の連携協議：10月3日
実施
・三大学事務局会議：10月23日
開催

・平成26年度三市立大学包括連携協議会を実施（平成26年10月3日)。三市立大学とのネット
ワークを築き、諸課題の克服と地域の活性化を実現するため、連携を強化していくこととした。
・平成26年度三大学包括連携協議会事務局会議を実施（平成26年10月23日）
・平成26年度９大都市立大学事務局長会議を実施（平成26年11月7日）
・大阪府立大学との共催で、第11回高校化学グランドコンテストを国際大会とし、シンガポー
ル、台湾より発表高校生を招聘、10月25日、26日に開催した（参加校数65チーム、680人）
・第11回三大学連携事業「持続可能社会における大都市・大阪の未来を描く」を11月24日(祝・
月)に実施した（参加者数は150人）
・大学コンソーシアム大阪との連携活動として、大阪中学生サマーセミナー　4講座実施/132人

＜三大学包括連携協議会（平成20年11月設置）・三市立大学包括連携協議会（平成21年3月
設置）の合計開催＞
H21：　3回　　H22：　2回　　H23：　2回
H24：　2回　　H25：　2回　　H26：　1回
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中期
計画
No

事項
中期計画

[下段：達成水準]

年度
計画
 No

平成26年度 年度計画
[下段：達成水準]

88 市大サポー
ター戦略

保護者や卒業生、同窓会、寄附者等の本学を取
り巻くステークホルダーについて、継続的に支援を
求めていくため、その連携を強化した「（仮称）市
大サポーター制度」に取り組む。

88 　新入生の保護者及び平成25年度卒業生などへ
の広報誌、公開講座の案内等の送付・送信を拡
大する。また、本人の同意を得た保護者・卒業生
の情報を教育後援会及び全学同窓会へ提供す
る。
　「大学サポーター」の定義を明確にするため「大
阪市立大学サポーター要項」を作成し周知する。
　ホームカミングデー（平成25年度より大学主催）
を開催し、ステークホルダーとの結びつきをより強
化する。

89 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。

89

【重点】

　社会情勢を考慮しつつ上海で各種活動を行うと
ともに、同窓会組織と連携してタイ・バンコクでの
卒業生の組織化について取り組む。

[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

[年度計画の達成水準]
・上海での各種活動の実施
・タイ・バンコクでの卒業生の組織化

[中期計画の達成水準]
・市大サポーター制度の実施
・サポーターの具体的活用

[年度計画の達成水準]
・新入生（約1,500名）の保護者を含め、広報誌、公
開講座の案内等の送付・送信（年2回）
・新卒業生（約2,200名）を含む卒業生に、広報誌
発行・公開講座開催等のお知らせメールの送信
（年2回）
・送付先の情報等を教育後援会及び全学同窓会
へ提供
・「大阪市立大学サポーター要項」を作成
・ホームカミングデーを開催
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平成26年度年度計画に対する取組実績
年度計画

の
自己評価

自己評価の判断根拠

・平成26年度から新たに開催された新入生保護者懇談会（学長、副学長、学部の教員等が出
席）の実施において、教育後援会と連携した。
・新入生1,500名を含む在学生の保護者約6,000名に広報誌、公開講座の案内等を送付した
（年3回/6月・11月・3月）
・大学サポーターシステムへの登録者である卒業生（約2,200名）、OB教職員等（約約750名）
に広報誌、公開講座の案内等のお知らせメールを発信した（年3回/6月・11月・3月）
・教育後援会・全学同窓会に対し在学生の保護者および新卒業生の送付先情報等の共有を
行った。
・平成26年度より卒業生向けキャンパスツアーを実施した(4回・91名)
・ホームカミングデーへの参加を促すために卒業生に対し、チラシ・ハガキを送付した（約
28,000）
・全学同窓会および教育後援会と共催し、ホームカミングデーを開催した。
・ホームカミングデーにおいて、在学生によるキャンパス見学ツアーを実施した（10回・約50名）

＜保護者情報収集数＞
H23：　2,149名　　H24：　3,504名　　H25：　4,793名　　H26：　6,033名

＜卒業生情報収集数＞
H24：　998名　　H25：　1,977名　　H26：3,676名

Ⅲ

Ⅲ

＜達成水準に対する実績＞
・上海での各種活動の実施：実
施済
・タイ・バンコクでの卒業生の組
織化：実施済

（補足）
・取組実績及び達成水準に対
する実績のとおり、年度計画が
進捗している。

・大阪市上海事務所内に専任スタッフを配置し、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、インドネシア・ジャカルタにて、副学長が出席し、ホームカミングデー（同窓会）を
開催した。
・本学卒業生の国際交流アドバイザーから、海外での活動について適宜アドバイスを受けた。
・タイ拠点の設置にむけ、準備会議を発足し、活動内容について検討をすすめ、拠点設置予
定のチュラロンコン大学と平成27年度当初に協定を締結できる見込みとなった。
・タイ・バンコクには既に同窓会組織として有恒会バンコク支部があることから、今後、この組織
の活性化をタイ拠点で支援していくこととした。

＜達成水準に対する実績＞
・新入生（約1,500名）の保護者
を含め、広報誌、公開講座の案
内等の送付・送信：実施済
・新卒業生（約2,200名）を含む
卒業生に、広報誌発行・公開講
座開催等のお知らせメールの
送信：実施済
・送付先の情報等を教育後援
会及び全学同窓会へ提供：実
施済
・「大阪市立大学サポーター要
項」を作成：未実施
・ホームカミングデーを開催：実
施済

（補足）
・保護者および卒業生に対し、
HP、大学案内冊子等により大
学サポーターについての情報
発信を図ったために、敢えて要
項を作成する必要がないと判断
した。
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年度計画の自己評価の判断基準

 
   

    Ⅳ 年度計画が特に進捗している 

     ・達成度が計画を大幅に上回る場合 

     ・当該年度中に予定より早期に実施した場合 

 

   Ⅲ 年度計画が進捗している 

     ・達成度が計画どおりと認められる場合 

     ・当該年度中に実施した場合 

 

   Ⅱ 年度計画がおおむね進捗している 

      ・達成度がやや下回るもののおおむね計画どおりと認められる場合 

     ・実施が翌年度の第1四半期にずれ込むが確実な実施が見込める場合 

      （次年度の年度計画に影響しない場合に限る） 

 

   Ⅰ 年度計画の実施にあたって課題がある 

     ・達成度が計画より大幅に下回る場合 

     ・当該年度中に実施できなかった場合 

     ・計画設定そのものに問題がある場合 
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