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平成26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27年８月18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
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【重点】

　留学生外国政府推薦入試や短期語学研修の実施な
どの取組みにより、優秀な留学生の増に努めるととも
に、在学留学生向けアンケートの結果を検証し、留学
生施策に反映する。また、学生グループと連携した留
学生交流を実施する。

<達成水準>
・留学生数（374人）（交換留学、短期受入等を含む年
間総受入数）
・在学留学生向けアンケート結果の検証
・短期語学研修プログラムの実施
・学生グループと連携した留学生交流の実施

・留学生外国政府推薦入試の実施に協力し、関係総領事館等への案内、問い合わせ対応等を行った。
・平成26年5月に米国ウィーバー州立大学から11名の学生を受入れ短期日本語研修プログラムを実施し
た。
・平成26年度に実施したアンケート結果を集約・検証し、まずは希望の多かったwebでの情報提供や学生同
志の交流の充実に取り組むこととした。
・国際交流団体ＯＧＭ等と連携し、「学生国際交流会」の開催や外国からの学生訪問団との交流などの事業
を実施した。
・9月にインドネシア、11月に上海で開催された留学フェアに参加し、留学生向け広報活動を行った。
・平成27年度短期日本語研修プログラムの実施に向け関係機関との協議やホストファミリーの募集など準
備を行った。

＜留学生数（10/1現在在籍者数）＞
H21：　321人　　H22：　324人　　H23：　316人
H24：　318人　　H25：　316人　　H26：　341人

＜留学生数（交換留学、短期受入等を含む年間総受入数）＞
H23：　348人　　H24：　343人　　H25：　359人　　H26：　425人

Ⅲ

・留学生の受け入れにより、日本人学生の国際化
への意識が刺激されることは重要である。今後のさ
らなる充実のために、たとえば、「学生国際交流会」
などが、日本人学生・留学生双方の意識にどの程
度の影響を与えたのか、今後の発展のために何が
課題であるのかなど、事後の検証と検証結果の関
係者へのフィードバックはなされているのか。

・「学生国際交流会」は学生が主体となっている国際交流団体ＯＧＭが企画・
運営を行っており、留学生との交流を活発に行っている。
・「学生国際交流会」実施後の検証として、アンケートを行っており、その結果
を次年度に生かすというサイクルになっている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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　キャリアデザイン力育成を目指す授業科目を提供、
及び、同育成にも関わる大学院全学共通教育科目の
開発を検討する。
　各学部研究科はインターンシップの効果的な活用、
実務経験者による講義、フィールドワーク等により、
キャリア支援を図る。

　※ＴＯＥＩＣからＴＯＥＦＬに変更し、入学者全員を対象
に実施する。

<達成水準>
＜主なもの＞
（大教センター）
・キャリアデザイン力育成科目　３科目
・キャリアデザイン力育成大学院共通教育試行科目の
開発検討　1科目
（商）
・「キャリアデザイン論」「プロジェクトゼミナール」
(経済）
・経友会講座、野村証券講座　等
（文）
・進路支援セミナー（１００人）
（工）
・「産業牽引型ドクター育成プログラム」派遣１人
・「ＴＯＥFL　ＩＴＰテスト」（全入学者対象）の実施

Ⅲ

・大学の講義は、教員から学生への一方向に偏る
「受身教育」が大半であるが、「キャリアデザイン育
成」のためには、新入生の時から、「職業とは何
か？」「何のために学ぶのか？」「学びは何につな
がっていくのか？」「自分の将来について、どのよう
に考えるのか？」など、自らが、グループ討議など
に参画し、自覚を持って考えを深めていくということ
が重要であると思う。
そういう視点からすると、この講義の場合、学生は、
受身的に、単に、単位をとるということに終始してい
ないのだろうか。
この講義形式で、学生の意識改革に影響を与えら
れているだろうか。
この項目の文面からは、このような講義・機会を提
供したということは理解できるが、その効果が伝
わってこない。具体的な成果・効果を教えてほしい。

・大学教育研究センターではキャリアデザイン力育成を目的とする授業科目
を提供し、学習成果の検証を行っている。
・「ゲームで学ぶ社会行動」はグループワーク、討論、ゲーミング・シミュレー
ションを活用した形式の講義で、自分のキャリアについて考え、語り、学び、
気づくことはあったかという事後評価の項目においては、94％の学生が６のう
ち４以上(１～６、数字が大きいほど高評価)と回答している。
・「現代社会におけるキャリアデザイン」はアクティブ・ラーニングを多様に取り
入れており、今後のキャリアを考えるきっかけとなったと92％が肯定的な評価
をしている。
・「大阪市大でどう学ぶか」は学内外の講師によるオムニバス形式で行われ
ており、入学当初と比較して問題意識・興味関心の広がりに関して90％前後
の学生が肯定的である。
・各学部においても同様に学習成果の検証を行っている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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【重点】

　文科省補助事業「ポスト・ドクター　キャリア開発事
業」の実施により、ポスト・ドクターを民間企業でのイン
ターンシップを通じ就職に結びつける。また、同事業に
関連して、工学部で実施されている従来の「技術経営
論」に加え、大学院向け「技術経営特論」を新たに開講
する。
　引き続き大学院教育の環境整備に係る外部資金を
調達する取組みについて戦略的教育経費の配分など
の支援を行う。

<達成水準>
・インターンシップ派遣数（5名）
・「技術経営特論」（大学院向け）の開講
・大学院教育分野への教育推進本部経費の配分　(総
予算3千万円の維持)
・インタラクティブマッチング・インターンシップ報告会の
実施（1回）

・文部科学省補助事業「ポスト・ドクターキャリア開発事業」を継続して実施し、企業研究者の基調講演やポ
スト・ドクターが行っている研究を発表して民間企業に知らせて連携や就職を模索する場としてのインタラク
ティブマッチングを3大学合同で平成26年に3回（7/25、8/22、11/14）、またインターンシップ報告会を平成27
年に1回（3/5）にそれぞれ実施した。さらに、同事業に関連して、工学部で実施されている従来の「技術経営
論」に加え、大学院向け「技術経営特論」を新たに開講した。平成27年度より同科目と新設科目（科目名は
No.6参照）の2科目を大学院共通科目とすることを決定した。
・平成26年度は6名のポスドク人材を長期インターンシップに派遣し、その結果6名全員が企業に就職した。
また、ポスドク育成のための人件費として、理事長戦略経費による支援を行っている。
・文学研究科では、JSPS「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に採択され、数名
の若手研究者を海外に派遣して、研究に従事させている。また、都市文化研究センターにおいて、ポスト・ド
クターの多くを研究員として受け入れ、研究員プロジェクトなどを通じて育成支援を行っている。
・理学研究科では研究科独自の博士奨励研究員制度により、学位取得後の研究環境を提供している。平成
26年度に採択された、日本学術振興会の二国間交流事業「結び目不変量と幾何多様体」、日本学術振興会
の頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム「対称性、トポロジーとモジュライの数
理、数学研究所の国際研究ネットワーク展開」を通して、若手研究者を育成している。

Ⅲ

・「ポスドクのキャリア開発」というのは、非常に重要
な課題である。
ポスドク人材の長期インターンシップ派遣・6名とい
うのは、ポスドク対象者の何％に相当するのか。6
名というのは、対象として少ない数ではないのか。
・「インタラクティブマッチング」「インターンシプ派遣」
「海外派遣」「研究員プロジェクト」種々のプログラム
の実施により、全体として、どの程度の割合のポス
ドク活用につながっているのか。

・平成26年度のポスドク数は46名であり、受託研究費、科学研究費補助金、
寄付金で雇用している19名を除いた24名のうち、６名が長期インターンシップ
に派遣されており25％にあたる。
・平成24年度からの５年間の補助事業では23名を派遣する計画であり、平成
26年度の実績として６名は妥当と考える。
・長期インターンシップ派遣者は全員が産業界に就職している。また補助事
業の中間評価でも総合のＡ評定を受けており、この点からもポスドクの活用
が着実に進捗していると考えている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

・全学共通科目として、キャリアデザイン力育成を目的とする授業科目を3科目提供した(ゲームで学ぶ社会
行動、現代社会におけるキャリアデザイン、大阪市大でどう学ぶか)。
・大学院生のキャリアデザイン力育成のための大学院共通教育試行科目「学問･大学と社会―大学院キャリ
ア形成論」を開発検討し、5月14日の第2回学部･大学院教務委員会に提案した。
・大学院共通教育試行科目の来年度開講に向けて準備を進め、別刷シラバス２科目分（「技術経営特論」お
よび上記「学問・大学と社会」）を作成して大学院生に配布周知するとともに、2月18日の第6回学部・大学院
教務委員会および3月23日の教育研究評議会で周知した。
・各学部研究科では次のような取り組みを行った。
（商）ビジネスの現場(経営者等)との交流を重視した「インタラクティブ型キャリア教育」としてキャリアデザイ
ン論（2科目）・プロジェクトゼミナール（4科目）を開講。
・専門ゼミナールでは実務関係者の講演・会社訪問等を行うなど活発に実施。
（経）企業等から招聘した外部講師による講義科目を複数提供。
（法）学部では実務家による講義を複数提供。
・法曹養成専攻では実務家教員による授業他、エクスターンシップ（弁護士事務所において実務の一端に触
れる）、中小企業事業者を対象とした法律相談への同席などを実施。
（文）進路支援メールマガジンの配信、進路支援セミナー「教採試験セミナー」「市大文学部生のための就活
ガイダンス」、就活生交流会などを開催。
（理）就職情報やインターンシップ情報の提供や、 各学科単位での企業説明会を行った。
（工）産官学が連携した研究活動・フィールドワークに学生を参画させることに積極的に取り組んでいる。
・都市学科、都市系専攻においては、学外実習・インターンシップがカリキュラムに組み込まれている。
（生科）学部では居住環境デザインフォーラムにおけるOG/OBデザイン発表会の実施。大学院ではインター
ンシップを実施し、報告会を開催、新たなインターンシップ科目を新設。
（医）キャリア形成の一環として、早期臨床実習の受講の義務化、本学附属病院の医師の業務の理解、患
者の病院内のガイドの実施、本学附属病院にてBSL（臨床実習）・大阪市内24区の保健福祉センターでの実
習、本学医学部と教育協力関係にある外部の施設、あるいは本学附属病院での選択BSLを実施（地域医療
施設を含む）
（看）実習施設と連携し、臨床実務経験の豊富な指導者による実習指導の実施。
（創都）実務経験者によるワークショップ、フィールドワークを用いた課題研究を定常的に実施。
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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「科学
のプロ育成プロジェクト」や「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」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>
〈主なもの〉
・(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（3名）
・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））

Ⅲ

・高度専門社会人の育成プロジェクトについては未
達成項目が多い。評価Ⅱとすることも検討すべきで
あろう。各項目の対策、とくに法曹養成についての
対策についてお聞きしたい。

・法曹養成については、全国的に志願者が急激に減少している。法科大学院
の受験者数が減少している中、かつ競争率２倍以上確保する必要があること
から、すでに平成28年度の入学定員を30名に半減している。また入学者数の
増加に向けた広報にも努めているところである。
・ＱＯＬプロモーター育成事業は10年前にスタートしたが、各学科における国
家資格の養成要件の変更があり、必要科目が増加した。そのためＱＯＬプロ
モーターの認定のための講義と他の学科の講義が重複することになり、認定
を受けないまま卒業する者が出てきている。現在、カリキュラムの見直しを
行っているところである。
・がん専門医育成コースでは、教員が直接研修医・研究医に参加を呼び掛け
るなどの取り組みを行い、がん専門医育成コースの大学院生確保に努力し
ていきたいと考えている。

・達成率が大きく下回っているのは法曹養成コースだが、全
国的な傾向でもあるため、Ⅲ評価で妥当であると考える。

【法人自己評価で妥当】
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（変更前）
　教員の意見を聞く場として25年度に設置した学生サ
ポートセンター懇談会を引き続き開催し、各種学生
サービスの検証を行う。
　不安や悩みを持つ学生へのサポートを行うサポート
ネットを立ち上げるとともに、学生サポートセンター内に
「学生なんでも相談窓口」を設置する。

（変更後）
　教員の意見を聞く場として25年度に設置した学生サ
ポートセンター懇談会を引き続き開催し、各種学生
サービスの検証を行うとともに、学生と直接意見交換
する場を設け、より正確に学生ニーズを把握しながら、
効果的なサポート体制の強化に努める。
　不安や悩みを持つ学生へのサポートを行うサポート
ネットを立ち上げるとともに、学生サポートセンター内に
「学生なんでも相談窓口」を設置する。

<達成水準>
（変更前）
・学生サポートネットの立ち上げ
・「学生なんでも相談窓口」の設置

（変更後）
・学生サポートネットの立ち上げ
・「学生なんでも相談窓口」の設置
・学生との懇談会の実施

・学生サポートネットを立ち上げ、学生なんでも相談窓口を開設し、専任の相談員を配置するとともに、各学
部に学生生活相談窓口教員を配置し、学生相談にあたっている。
・学生生活相談窓口教員の氏名と連絡先（eメールアドレス）をポータル及びホームページで公表し、大学と
学生・保護者とのホットラインとして運用を開始した。
・プライバシー保護やアクセスを考慮しサポートセンター内に別室を確保し設置した。
・入学式後の学生オリエンテーションにおいても制度の周知を行った。
・学生生活相談窓口教員を中心とした教員や職員を対象として、学外講師による相談手法について研修会
を開催した（9月24日実施　参加者52名）
・学生生活相談対応連絡会議を実施し、学生なんでも相談窓口と学生生活相談窓口教員が担当した、それ
ぞれの相談事例、対応事例を持ち寄り、情報共有し、改善点を検討し、今後に活用することとした。
・小冊子「学生相談のご案内」を作成し、配布した。

Ⅲ

・学生サポートネットの立ち上げ」「学生何でも相談
窓口の設置」がなされたのは理解できる。しかしな
がら、その具体的な活用状況、成果が開示されて
おらず、
状況がわからない。
（１）具体的な活用状況
・学生の何％程度が利用しているのか。
・学生の不安・悩みはどの程度解消できているの
か。
（２）今後、さらに充実をはかるための課題は何か。

・平成26年度の利用者（保護者等を含む）は、学部生72人（1.1％）、大学院生
8名（0.4％））である。
・さまざまな相談があり、内容によっては保健管理センターや学部事務担当
者等と連携しながら、複数回面談を行うなどの対応を行っており、不安、悩み
などは概ね解消できていると考えている。
・開設初年度である平成26年度は週３日での開設であったが、平成27年５月
から週５日の開設とし、より相談しやすい場としている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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【重点】

（変更前）
　学生の海外留学促進のために、短期留学プログラム
を実施するとともに、はばたけ夢基金等を活用した奨
学金制度について検討する。

（変更後）
　学生の海外留学促進のために、短期留学プログラム
を実施するとともに、はばたけ夢基金等を活用した奨
学金制度について検討する。また、新たに認定留学制
度を導入することにより海外留学先を拡充し、留学しや
すい環境を整備する。

＜達成水準＞
・短期海外研修参加学生数（150人）
・はばたけ夢基金等を活用した海外留学に関する奨学
金制度の検討

・4月に新たに「留学フェア」を開催した。
・平成26年度から新たに「(はばたけ)夢基金海外留学・渡航支援事業」を試行的に開始し、計121名の海外
留学を支援した。平成26年度の実施状況をもとに一部募集要項を見直し、平成27年度は「大阪市立大学夢
基金海外留学奨学金」として引続き実施していくこととした。
・夏期短期プログラム（ビクトリア大学、シェフィールド大学、上海就業体験）、春期短期プログラム（オックス
フォード大学、チェンマイ大学、ウィーバー州立大学）を開催し、春期ビクトリア大学研修（英語Ｃ、ＧＣＣ）の開
催支援を行った。
・平成26年度のみの取組として、外務省が推進する北米地域との青年交流を目的としたKAKEHASHIプロ
ジェクトに参加し、計23名の学生を北米に派遣した。
・新たに「認定留学」制度を導入するため、関係規程を整備し、JSAFとのパートナーシップを締結した。また、
認定留学制度導入を機に、協定校・認定校への留学時手続き手順について整備した。
・学生の海外留学に関する奨学金を獲得するべく、日本学生支援機構「海外留学支援制度（協定派遣・協定
受入）」に15プログラム申請し、8プログラム採択された。
・これまでwebに掲載していた「留学の手引き」について、より学生の目に留まるように、冊子体にして1、2年
生全員に配布するための準備をすすめた。

＜短期海外研修プログラム参加者数＞
＊1年以内のプログラム
＊ゼミ旅行・研修は含まず
H21：　  21人　H22：　 88人　H23：　103人
H24：　158人　H25：　204人　H26：　272人

Ⅲ

・学生の海外留学の促進については、積極的にとり
組んでおり、評価Ⅲでよいと考えるが、はばたけ夢
基金を活用した奨学金制度の具体的な検討内容を
知りたい。認定留学制度の導入は高く評価したい。
はばたけ夢基金は大学夢基金に継承されるのか。

・学生の海外留学を促進するとともに、はばたけ夢基金の趣旨にあった支援
となるように、支援対象となる海外留学・渡航の目的、対象、期間、金額、申
請書記載内容などを「はばたけ夢基金運営委員会」において検討した。
・「はばたけ夢基金」は５年間の事業であったため、現在は「夢基金」に継承さ
れている。平成26年度の実施状況をもとに一部募集要項を見直し、平成27年
度は「大阪市立大学夢基金海外留学奨学金」として引続き実施している。
・１人当たりの支援額は、３か月未満の短期留学が６万から10万円、６か月未
満の長期Ａが18万から30万円、６か月以上の長期Ｂが36万から60万円となっ
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】

　各研究科において都市や地域の活性化を担う高度専門社会人を育成するための取り組みを行っている。

（商）先駆的、かつ、継続的に社会的評価を得ている社会人プロジェクト研究「医療福祉マネジメント」におけ
る社会人の受入（9名）
（法）「中小企業向け法律相談」を通じて臨床教育の実施。
（文）専門社会調査士資格取得のためのカリキュラムの提供（平成21～26年の6年間資格取得者数6名）
（理）（社）日本化学工業協会「化学人材育成プログラム」に再応募し、支援校に採択された。
（工）社会人後期博士課程学生の受入、4月・10月入学制度や長期履修制度等の社会人が利用しやすい制
度整備を実施。
（生科）地域との連携や他大学との連携などにより、ＱＯＬプロモーター育成コースは順調に実施。学部と東
住吉区との協定に基づく地域福祉計画や健康づくりなどの課題に取り組んでいる。
（医）「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）を遂行。本
学が教育部門委員会の主幹校となり、より実践的なカリキュラムの構築を実施。
（看）看護師と保健師の国家試験受験資格を満たすカリキュラムを提供。
（創都）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」プロジェクトや、地元組織と
の包括提携に基づく①商店街活性化、②北区新聞の編集・発行支援、③地域のまちづくり研修会などを実
施。

＜平成26年度　各種資格試験合格率＞
・司法試験合格率　　　 　　　17.4％　※1
・管理栄養士合格率         　 100％
・社会福祉士合格率　　 　　 93.3％
・医師国家試験合格率　 　　96.5％
・看護師国家試験合格率　　97.7％
・保健師国家試験合格率　　 100％
※1　合格率は全国20位
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【重点】

・「健康科学」200-360%、「防災に関する啓発セミ
ナーの開催」1700%など、高水準での達成に加え、
この項目は、「多文化共生」「健康科学イノベーショ
ンセンター」「複合先端研究機構・人工光合成研究
センター」「防災」の4項目からなり、本件の実施に
は、多くの人数、多額の経費を費やしている。この
ような極めて重要な項目について、高い数字で実績
が出ているのにⅢ評価でいいのか。Ⅳとすべきで
はないか。
また達成水準の中に「大阪市立大学都市防災教育
研究センター」の設立というのは、含まれていなかっ
たが、これも加算して評価するべきであろう。

・文科省「共同利用・共同研究拠点」に認定されるも「都市・文化デザインコレ
ジアム（仮称）」については構想検討中であるため、多文化共生についてはⅢ
評価と考える。
・複合先端研究機構・人工光合成センターについては、達成水準としている
体制整備および研究員の確保が達成できたためⅢ評価と考える。
・健康科学イノベーションセンターについては、企業との共同研究や対話型イ
ベントの件数が達成水準を大幅に上回ったため、Ⅳ評価と考える。
・防災については、セミナーの開催が達成水準を大幅に上回っており、またこ
れまでの全学的な取り組みを一元化するために都市防災教育研究センター
を立ち上げるなどⅣ評価と考える。
　平成27年度に外部資金（３年間で1,500万円）を獲得し、さらに発展する方向
で事業を進めている。
・項目全体の評価としては、Ⅲ評価とⅣ評価が２項目のため総合的にⅢ評価
とした。

・Ⅳ評価となっている項目36-1と36-2と比較してもⅣ評価に
していいのではないか。
・都市・文化デザインコレジアム（仮称）の設立には至らな
かったが、それ以外の達成水準は大きく上回っている。また
都市防災教育研究センターの設立などにも取り組んでいる
ことからⅣ評価が妥当と考える。

【Ⅲ評価からⅣ評価に変更】

都市型の総合大学という利点を最大限活用し、次のよ
うな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。

【多文化共生】
・UNESCOをはじめとする国際機関やNGO/NPOなどと
連携し、本学における「社会・文化開発に関する研究拠
点」としての、文理融合型の「都市・文化デザインコレジ
アム（仮称）」の設立をめざす。
【人工光合成研究等】
・複合先端研究機構の施設充実（完成時の７割）にとも
なう事業計画として、ＣＯＩ-Ｔの実行とＣＯＩ拠点申請を
行う。これを実行するための拠点整備、特にＩＣＴ環境を
完備する。
【健康科学】
・企業、一般来場者とのコミュニケーションの場の設定
を推進し、健康科学に係るイノベーション創出に注力す
る。
【防災】
・都市防災研究成果を啓発セミナー、報告会を開催し
発信する。
など。

＜達成水準＞
【多文化共生】
・「都市・文化デザインコレジアム（仮称）」の設立

【人工光合成研究等】
・研究体制の整備
・研究員の確保(総員20名)
　
【健康科学】
・企業との共同研究等連携事業（5件）
・対話型イベント開催（6回/年）

【防災】
・防災に関する啓発セミナーの開催（1回）
・報告会の公開（1回）

Ⅲ

【多文化共生】
・文部科学省「共同利用・共同研究拠点」の認定を受け、4月21日に活動を始動した。
　認定の有効期：平成26年4月１日～平成32年3月31日
　補助金額
　平成26年度補助金：27,100（千円）
　平成27年度補助金：21,600
　平成28年度補助金：17,300
・「海外センター・オフィス」（旧海外サブセンター）における国際活動の支援、協力「現場プラザ」における地
域活動への支援、協力をとおして、ホロニックな研究プロジェクトを展開している。
・「都市・文化デザインコレジアム（仮称）」の調査研究を継続しつつ、更なる研究領域への展開を目指す。
・文化創造と社会包摂に資する先端的都市論を構築する共同利用・共同研究拠点の形成を推進する。
・平成26年度の海外事業として、国立台湾大学及び、韓国Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ for Heakth and Social Affairsとの国際
交流協定を締結した。さらに、海外センター・オフィスに、マニラセンターを開設し、国内に於いては、名古屋
プラザを開設した。
【健康科学イノベーションセンター 】
・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。
・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、企業展示契
約2件を締結。
・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　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。
・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。
【複合先端研究機構・人工光合成研究センター】
・優良企業との共同研究部門契約を締結した（契約金22,000千円/2社）
・OCARINA年次総会（国際シンポジウム）を開催（3/4～3/5）し、延べ132名の参加があった。
・関西3公立大学（大阪府立大学・兵庫県立大学・本学）で行う人工光合成関連の水素社会の実現を目指し
たＣＯＩ-Tの中核をにない、”いのちラボ”WGと連動（COC）して、その任務を遂行した。
・平成25年度COI-T報告書を本学が中核機関として取り纏めて作成し、4月末に提出した。
・7つの研究課題毎に計画に沿って推進した。
・連携推進会議開催（6月、7月、8月、9月､10月）し、各課題ごとの進捗状況の確認と課題について対応し
た。
・COI-Tの目標に基づき、学内外の組織統一をはかると共に、各々ターゲットを達成しているとの評価を得
た。
・3大学の連携と共同研究の質を高めるため、各校と常時連携のとれるＩＣＴ環境を整備した。
・最終的な次世代水素社会の実現に向けた学内発の実証提案をするに至っている。
・COI-T実行およびCOI拠点申請について、9月に暫定終了報告書を提出。
・10月にCOIビジョナリ―リーダーによるサイトビジットを受け、平成27年度以降のCOI拠点昇格への審査を
受けた。
・11月にCOI-T最終終了報告書を提出し、COI本拠点昇格の審査を受けるが採択には至らなかった。
【防災】
・全学的な文理融合の組織で被災地支援および防災研究、防災教育をさらに推進するために、平成27年3
月に「大阪市立大学都市防災教育研究センター」を設立した。また、センターの設立記念を兼ねて研究・教
育の成果を地域と社会に還元するための機会として「いのちを守る都市づくり 地域防災フォーラム2015」を
開催した。
外部資金によるもの10件、本学重点研究１件、企業との共同研究2件を遂行中である。防災研究成果の発
信として、行政との連携協力に基づき小学校に設置した「いのちラボ」他 を拠点に、地域での12件の防災セ
ミナー、5件の出張講義を実施した。
【その他】
・大学院法曹養成専攻は梅田サテライトに設置している中小企業支援法律センターにおいて、弁護士による
中小企業に関する法律相談に学生が同席することで法律相談業務に習熟すると
ともに、中小企業問題について実践的に学べる機会を提供している。
・文学研究科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して
いる。「豊臣大坂城・城下町の総合的研究」、「都市・大阪に関する文化資源・社会調査データアーカイブの
構築」、「17世紀・大阪の都市民衆の生活世界の再構成」、「AED最適配置にむけた地理的分析と提言」、
「難波宮の総合的研究」。
・理学研究科では重点研究をはじめとする本学の都市科学研究の都市防災分野において、大きな成果をあ
げ、重要な貢献を行っている。
・工学研究科共創研究機構の下に、都市エネルギー研究センターとストックマネジメント研究センターを設置
し、活動を開始した。
・生活科学研究科では企業との健康増進に関する共同研究23件、競争的外部資金による健康増進のため
の基礎研究19件（研究代表者分のみ）を遂行中。
・創造都市研究科では研究科の重点研究テーマである「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」は、都市の活性化に関して非常に幅広い視野から多様な活動を発見し、広める意義をもた
せた。
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【重点】

　都市研究プラザは都市研究の拠点として、新たな外
部資金の獲得に努めるとともに、国際学術イベントの
開催、現場プラザによる地域との連携事業、海外サブ
センターとの共同事業等に取り組む。

＜達成水準＞
・若手研究者の年2回公募・採用、育成
・学内外の研究機関と連携し、大型外部資金申請
・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の開催
・国際シンポ・イベントの開催（3回）、ドキュメント・レ
ポート等の発行（3誌）
・現場プラザにおいて、地域と連携し共同事業を実施
（3件）
・海外サブセンターと共催し、イベントや共同事業を実
施（3件）

・文部科学省「共同利用・共同研究拠点」に採択され、その一環として「先端的都市研究拠点事業」を展開す
る。研究テーマを公募し、8件を採択、日本福祉大学、同志社大学等々と共同研究を実施。
・国際ジャーナルＣＣＳの事業継続、平成26年12月で編集契約が満了するのに伴い、平成27年1月から3ヵ
年契約の締結を実施。
・国際シンポ・イベント関連事業としては「国際学術シンポジウム」「ＥＡＲＣＡＧ」「第1回大阪台北都市研究
フォーラム」「URP International Colloquium」等を実施。「国際学術シンポジウム」（7/21～24）の開催にあた
り、協賛金、寄付金を獲得し「大阪国際交流センター」に於いて、共同主催として実施した（財）国際花と緑の
博覧会協会（1,000千円）、（株）大阪ガス（100千円）、エルゼビア（70千円）他。講演者数：63名、参加者総
数：373名。

＜特別研究員（若手）の応募者数（採用者数）＞
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）　　H26：　計20名（計14名）

＜国際シンポ・イベント開催回数＞
H21：　10回　　H22：　16回　　H23：　11回
H24：　10回    H25：　　7回　　H26： 　5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）
H21：　B1+D2+R4+N4　　H22：　D1+R4+N4　　H23：　D6+R4+N4
H24：　B3+R3+N4　　　 　H25：　B1+R2+N4　　H26：　D1+R4+N4

Ⅲ

・達成水準の数値を大幅に超えているのになぜⅢ
なのか。
開示されているのが数字だけで、具体的な内容が
わからないので、判断できない。たとえば、「国際学
術シンポジウム」の中身がこのように充実していた
とか、具体的な成果は何であったとか、何が課題と
して残ったとかの具体的な説明が必要である。
その結果、ⅢかⅣかの評価が決まるのではない
か。
・国際シンポ・イベント開催回数の達成水準は３回と
なっているが、過去の実績からすると、低すぎる達
成水準ではないか。実績の点では、平成22年度以
降、傾向的に回数が減っているようだが、これはな
ぜか。

・都市研究プラザが主体となり国際学術シンポジウム「包摂型創造都市と文
化多様性」を開催している。 UNESCOの後援で行われ、国内外から著名な研
究者が参加し、内容的には優れたものであったと考えている。
・かつてはグローバルＣＯＥプログラムの補助金により国際シンポジウム・イ
ベントを開催していたが、その終了により開催件数が減少している。

・開催件数の減少傾向からⅣ評価とは言い難いと思われ
る。

【法人自己評価で妥当】
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【重点】

　テニュアトラック制度の活用など若手研究者の確保・
育成のための制度を実施する。女性研究者支援室を
中心に女性研究者を取り巻く環境整備とともに、男女
共同参画の視点を加えた取組みを強化する。

＜達成水準＞
・テニュアトラック教員採用（5名（H25～H26））
・女性研究者支援室、人材バンクシステム等の整備・
拡充、シンポジウム開催など女性研究者支援策実施

＜テニュアトラック制度＞
・平成25年度に採用決定したテニュアトラック教員3名が着任した（複合先端研究機構所属1名は4/15着任、
都市研究プラザ所属1名は 10/1着任）
・平成25年度採用した3名を含めテニュアトラック教員5名（都市研究プラザ2名、複合先端研究機構3名）に
対し、所属部局、連携研究科と連携し、研究資金の配分や環境整備、研究指導、外部資金申請など各種サ
ポートを実施した。
・テニュアトラック制度について先進的に取り組んでいる大阪府立大学にヒアリングを行い、連携を強化し
た。
・「テニュアトラック教員研究発表会」（12/3）と、関連事業として研究ポスター展示（11/25～12/10）を開催し
た。
・学内外向けのTT事業報告広報誌を作成し、学内外に配布した。

＜女性研究者支援＞
・女性研究者研究活動支援員制度を創設し、出産育児・介護等のライフイベントを抱える女性研究者10人に
対して、研究支援員12人を配置（3月末現在）
・女性研究者ネットワークシステムを平成25年3月末に構築完了、4月に運用開始。全女性研究者123名を含
め、登録者は313名（平成27年3月31日現在）
・女性教員採用推進経費及び昇任支援加速経費（インセンティブ経費、10件、各50万円）を創設。平成26年
度10件（採用4件、昇任6件）に付与。
・セミナー・交流会等の開催
　ランチョンセミナー(6/18)(9/25)、ワークショップ講習会(8/1）(10/24）、ロール・モデル・セミナ－（9/10）
(11/28)、研究者交流会(10/17) (11/10)(11/19)(12/17)(12/22)、両立支援ワークショップ(1/23)、トップフォー
ラム(2/16)
・第一回外部評価委員会(12/9)、『外部評価報告書』発行(3/31)
・ベビーシッター育児クーポンの発行開始(11月)
・一時託児サービスの実施(11/28)
・研究者のワーク・ライフ・バランス等に関する実態調査(3月)
・女性研究者表彰制度を創設。平成26年度顕彰式典（11/3）で奨励賞・特別賞（岡村賞）を各2名、１名に授
与。
・オープンキャンパスにて理系女子学生による進路説明会開催（8/9､10）

Ⅲ

・テニュアトラック制度は年度計画通り進捗している
と見受けられるが、この制度の有効性、問題につい
て検討は行われているのか。

・平成25年度から５年間の補助金事業により始めたものであるが、平成27年
度末にＪＳＴ（科学技術振興機構）の中間評価を受けることになっており、終了
後には事後評価も行われる。
・現在５名採用しているが、１名は女性であり、４名は海外での経験を持つ者
である。問題点を見直しながら、海外の研究経験者や女性研究者の獲得に
生かすなど、本学独自の制度につなげていきたいと考えている。

・制度は始まったところであるが、問題点を意識しながら取り
組んでいただきたい。

【法人自己評価で妥当】

34

　研究者データベースシステムへの入力状況分析を継
続し、フィードバックを行うことで教員データの入力率及
び英語版への入力状況を改善させる。

＜達成水準＞
・日本語版入力者率（90％）
・のべ入力率（70％）
・英語版入力者率（70％）

・研究者データベースシステムへの入力状況を分析し、入力率向上のための方策案を検討した。全学評価
委員会で入力率データを元に議論を行うとともに、教員活動点検評価書作成の際に研究者データベース入
力から作成するよう依頼を行い入力率の向上に努めた。

＜日本語版入力者率＞
H23：　87.2％　　H24：　89.4％　　H25：　86.4％　　H26：　86.3％

＜のべ入力率＞
H23：　39.3％　　H24：　55.7％　　H25：　55.4％　　H26：　83.0％

＜英語版入力者率＞
H24：　45.3％　　H25：　46.2％　　H26：　57.2％ Ⅲ

・研究者データベースの入力状況は年を追って進ん
でいるが、まだ十分ではない。もう少し入力率の向
上が望ましいと考えるが、入力率向上のための取り
組みは何か。また学部による違いはあるのか。

・入力方法については、Ｅｘｃｅｌを使用した方式による簡便化について検討を行法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

36-1
（重点）

　自治体との連携協定締結などにより行政のシンクタ
ンク機能を強化するとともに、地域ニーズ発掘をめざし
実態調査の実施や、ＣＲ（コミュニティ再生）ラボを設置
し研究成果の蓄積、交流、提言を行う。

＜達成水準＞
・連携協定の締結（１自治体）
・CRテーブルワーキングの開催（10回／150人）
・セミナー（COCアゴラ）の開催（2回／100人）

・連携協定の締結：1件（大阪市都市整備局）
・CRテーブルワーキングの開催：20回／300人
・セミナー（COCアゴラ）の開催：2回／290人
・地域事例実態調査の実施（CRラボ機能のための研究成果の蓄積のためのデータベース整備）
・経済・経営・創造都市の3研究科と大阪府（商工労働部）との包括連携協定を締結、プロジェクトを進めた。

Ⅳ

・開示内容が、実績の数値であり、具体的な成果
（あるいは、実施したことによる効果）がわからな
い。
この項目の評価として、件数だけでいいのなら、Ⅳ
評価であるが、やはり、内容（成果・実施による効
果）も勘案してⅢかⅣの評価がされるべきであろう。

・36-1の項目では、連携協定の締結、CRテーブルワーキングの開催、セミ
ナーの開催などを達成水準にしていた。また36-2の項目では企業との共同
研究、対話型セミナーの開催を達成水準にしていたが、いずれも数値目標を
上回ったためⅣ評価としている。
・ＣＲテーブルワーキングにはさまざまなものがあるが、例えば防災に関連す
るもので言えば、消防局や保健師など地元のいろいろな専門家が大学に集
まり、意見交換する場であり、防災の場合は全学部が関連している。

・法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

36-２
（重点）

健康科学イノベーションセンターは、企業、一般来場者
とのコミュニケーションの場の設定を推進し、健康科学
に係るイノベーション創出に注力する。また、複合先端
研究機構、人工光合成研究センターと連携し、COI
STREAM 本拠点採択を目指す。

＜達成水準＞
・企業との共同研究等連携事業（5件）
・対話型イベント開催（6回/年）

【健康科学イノベーションセンター】
・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、
延べ360名が参加。
・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、企業展示契
約2件を締結。
・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　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。
・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

【人工光合成センター】
・COI-Tの最終年度として、本学・大阪府立大学・兵庫県立大学との研究連携によりCOIへの採択を目指して
JSTサイトビジットに向けた成果発表の準備を行った。
・10月のJSTサイトビジットに対する指摘事項の改善を踏まえた最終報告書を作成し、COIへの採択に向け3
大学の代表機関として調整を実施した。
・ＣＯＩ採択については、不採択となったが、研究成果としては太陽光のエネルギー交換換算の目標1％を上
回る1.1％を達成した。
・企業との連携事業：COI採択に向けて2社の連携取組を実施した。
・企業との共同研究：4件

Ⅳ
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　工学研究科は、大阪市職員人材開発センターとの連
携協定に基づき、 ワーキンググループによる新研修プ
ログラムの提案や、海外研修プログラムの検証と継
続、技術職員研修などにより連携事業を促進する。

＜達成水準＞
・協定締結
・ワーキングの開催
・新プログラムの提案
・海外研修指導マッチング
・技術職員研修講師派遣
・海外研修報告会への学生の参加促進

①センターから受理した協定書について、センターとの協議の下に進めることを研究科として承認した。
②平成27年1月15日に新たな委員によるワーキングを開催し、協定の具体化、職員の人材育成と学生への
教育に貢献し得る研修プログラムのあり方、海外研修の方向性等について検討した。
③新プログラムの提案については、②の事情により、プログラムの検討は開始できなかった。
④海外研修指導マッチングについては、市の方針によって海外研修の方法が変更になり、平成26年度の実
施が見送りとなった。
⑤技術(行政)職員研修への講師派遣については、例年通り講師を派遣することを決定した。

Ⅱ

・達成水準、6項目のうち、1/2が未達成である。
未達成のうちの1項目が市の事情があったにせよ、
低い達成状況であることの原因として、計画性の欠
如と実行力の不足が危惧される。Ⅱ評価というよ
り、Ⅰにするべきではないか。
・この項目の自己評価がⅡとなった原因として、市
の方針変更が挙げられているが、年度計画構想段
階での市と大学側の情報交換はどうなっているの
か。
・大阪市職員のニーズについて把握する必要があ
るのではないか。海外研修の方法の変更内容とそ
の対策など今後についてお聞きしたい。

・海外研修に関する市の方向転換があったため、大学としてはそれに対応す
ることができなかった。しかし、連携協定締結をを前提に引き続き、市との
ワーキングを継続しており、新たな方向性を模索しているところであるところ
からも、評価Ⅱと判断している。

・市の方向転換を理由としてできていないことが多く、実行力
の問題ではないかと思われる。このまま何も進まないことを
危惧しているが、市とのワーキングの継続など、改善に向
かっているのであれば、評価はⅡでいいと考える。

【法人自己評価で妥当】

39
【重点】

大阪市立工業研究所、大阪市立環境科学研究所等と
の連携強化を図るため、大阪市の研究機関から研究
員の招聘を行う。
 また、上記機関とは、中小企業技術相談、連携大学院
の取組みなど実質的連携を拡充するとともに、ホーム
ドクター制度による技術相談等においても産学官連携
を進める。

＜達成水準＞
・共同研究案件（30件）（大阪地域での産学官連携案
件）

・大阪市立工業研究所、大阪市立環境科学研究所等、大阪市の研究機関から客員教授や連携大学院教授
としての招聘などを行うとともに、共同研究の実施などにより連携強化を図った。
・地域連携促進の共同研究案件60件実施
・大阪市立工業研究所と共同にて経済産業省補助金申請を行った（不採択）
・工業研究所と材料開発などの共同研究、大阪市環境局などと水環境の改善などの共同研究を実施。
・工業研究所および環境科学研究所と木質バイオマスなどの共同研究を実施し、外部資金にも応募。
・環境省の実証研究事業を継続的に実施。
・大阪市立環境科学研究所とリステリア研究のために客員研究員を派遣して共同研究を実施。
・同研究所と大阪市食肉衛生検査所、大阪市立天王寺動物園および大阪府立公衆衛生研究所の外部評価
を委託され実施。
・大阪城天守閣、大阪市文化財協会との共同研究1件。
・大阪市立環境科学研究所との共同研究結果を日本食品微生物学会総会と日本細菌学会総会で発表。
　 Ⅲ

・大阪地区での産学官連携が極めて進んでいると
認められる（200%達成）が、Ⅳ評価ではないのか。
達成水準からも、No.41との対比からもⅣ評価が妥
当と思われる。
ただ、数字だけの評価ではないと思うので、このⅢ
の評価の意味を明らかにしてほしい。

・大阪地域における共同研究案件は達成水準を超えているが、ホームドク
ター制度の活用が低迷しているため、自己評価をⅢ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】

41
【重点】

　理学部附属植物園は、大阪市・大阪府の関連施設と
も連携した研究会や市民参加イベントを企画・実施す
るとともに、他研究科と連携した市民講座を企画・実施
する。
　植物園改革検討委員会の報告に基づき改革に着手
する。

＜達成水準＞
・研究会、市民参加イベントの実施
・市民講座数／受講者数（2件／60人）
・観察会数／参加人数（5件／200人）
・共催イベント数／参加者数（10件／200人）

Ⅳ

　植物園市民講座（植物と私たちの生活）を2回実施し（受講者計60名）、第３回ナラ枯れ研究会（公開研究
会）を開催した（70名参加）。
　夜間特別開園「夜咲熱帯スイレンの観察」などの観察会（8件、下記特別観察会を含む）を実施した。
　開園60周年記念事業として、公開講演会（森の植物園への招待）、特別展示（森の植物園の歩み）、2回の
観察会（巣箱からみる鳥のくらし、木を知る楽しみ）を実施した。また、ハナモモ’源平’研究圃場特別公開お
よびハナモモ’源平’特別観察会（参加者20名）を実施した。
　植物園絵画展・絵画展およびデジカメ教室（15名参加）を実施した。
　小学4～6年生を対象にした「森のサマースクール」を開催し(16名参加)、親子向けのイベント「ファミリー草
花教室」（2回）、「植物の不思議発見ツアー」、「クリスマスリース作り体験教室」、「ミニ門松作り体験教室」を
実施した（計103名参加）。
　平成26年度大阪市立大学国際学術シンポジウム「包摂的創造都市と文化多様性」に協力した（園長の講
演、エクスカーションの受け入れ、および交野市長などの来賓を交えてのワークショップの実施）。
　大阪府教育センターの指導者養成研修に協力した。また、交野市立中学校のトライヤルウィーク（職場体
験学習）に協力し、生徒を受け入れた。
　夜間特別開園「枝垂れ桜ライトアップ」および「紅葉のライトアップ」を実施した。
　みどりの日の特別企画(日本植物園協会協賛事業)として入園料無料サービスを実施した（入園者596名）。
また、関西文化の日（11月15・16日）に 関西元気文化圏推進協議会（関西広域連合）の協賛事業として入園
無料サービスを実施した（2日間で入園者667名）。
　交野市「天の川七夕祭り」（織姫の里まつり協議会）を協賛して夜間開園（入園無料）を２日間実施した（夜
間入園者約2,400名）。また、交野市主催の「かたのカンヴァス２０１５」に協賛して植物園の無料開放を実施
した（入園者約5,000人）。
　交野市、近鉄文化サロン、朝日カルチャーセンターなどとの共催市民講座・観察会を10件実施した。
　制作したプロモーションＤＶＤを持参して、大阪市内幼稚園・小学校への個別訪問の実施などの各種改革
を進めるとともに、植物園改革検討委員会において提言をまとめた。
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【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。

＜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）

Ⅲ

・出張講義等が全学計138件であり、教員の負担も
大きく、また関与した人数も多大であり、さらに参加
した高校生の数も多数である。このように人員・金・
時間を多く必要とする重点項目であり、この評価に
ついては極めて重いものがある。実績を見るに十
分に水準を超えたものと考えられ、Ⅳ評価相当と思
われる。
また、この評価結果を、関係職員にフィードバックす
ることで、教職員のモチベーション向上に資すると
思われるが、このようなことを考えておられるのか。
・出張講義は全体として、達成水準をクリアしている
が、実施数は部局別に大きなバラツキがある。この
理由は何か。例えば、同じ社会科学系でも経済は
多いが、商と法は少ない。

・出張講義については、高校からのリクエストにより行われているが、高校生
になじみのない法学部や商学部はリクエストが少ないのではないかと思われ
る。
・平日の日中での要望が多く、数を多くすることは難しいが、できるかぎり対
応しており、Ⅲ評価と考えている。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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　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。

＜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）

・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

Ⅱ

・「知財の掘起こしよりも、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」とあるが、根本的に大学としての「知財戦
略」を明確にして、教職員に徹底しているのだろう
か。
　・重要な案件については論文を出す前に、必ず特
許を出願する
　・最重要項目については、戦略的な知財網の構築
をする
というのは、極めて重要な原則であるが、基本原則
が浸透していれば、自ずと特許出願数も増加すると
考えられるが、実態はどうなのか。
・昨年も指摘したことだが、特許出願件数、活用件
数ともに未達になっているが、これは、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。

・知財が共同研究に結びつかないと、維持のための費用もかかることから、
数よりも質を重視し内容を充実させることに努めている。
・企業での経験もある新産業創生研究センター長が、理系学部を中心に教授
会へ出向き、知財に関する説明をするなどの啓発活動を行っている。

・企業と比較すると、大学は一般的に特許についての意識
が低い傾向があるように思われる。
　特許を事業につなげるには知財戦略が大事になることか
ら、啓発活動に力をいれていただきたい。

【法人自己評価で妥当】
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【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。

＜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）

・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

・ホームドクター制度の活用実態と中小企業からの
技術相談と連携しているかについてお聞きしたい。

・ホームドクター制度は、現在外部資金なしに運営しており、専任のコーディ
ネーターが配置できない状態になっているが、引き続き取り組んでいる。
・ホームドクター制度とは別に、展示会やイベントなどで教員シーズの情報を
積極的に発信することにも取り組んでいる。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

・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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【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。

＜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

・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。

Ⅲ

・計画では、「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」
とあるが、取組実績の説明では、まだ「事業化への
取組支援」にはいたっていないように思われる。

・新産業創生研究センターのコーディネーター会議に、銀行からも参画いただ
き、企業と教員シーズのマッチングなどを行い、事業計画の立案段階から支
援してもらう体制を確立している。

法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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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。

＜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）

・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。

Ⅱ

・達成水準が未達となったのには外的要因が大き
かったとのことだが、とすれば、達成水準設定に問
題があったということではないか。

・ＡＴＯＭ（外傷外科トレーニングコース）は、市大病院を含む全国５施設で主
催開催しているが、平成24年度、25年度と受講希望者が多く、平成26年度も
同程度の受講者数を見込んで開催数を設定したが、受講者が少なく開催数
が減少したため目標を達成できなかった。
・ＭＩＭＭＳ、ＨＭＩＭＭＳ（災害対応講習会）については、例年応募者全員が受
講できていたが、平成26年度は受講制限が適用されたため、受講することが
できず目標を達成できなかった。
・例年水準を見込んでの達成水準であり、達成水準の設定に問題があったと
は考えていない。

・法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】
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【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。

＜達成水準＞
・年間受診者数（28,000名）

・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）

Ⅰ

・この項目には、重要な要素が２つ含まれていると
思われる。
（１）先端予防医療部附属クリニックMedCity21の開
設
（２）年間受診者数、28000名の達成
確かに、（２）の受診者数は30%と低迷しているが、
（１）のMedCity21の開設そのものについても、大き
な事業であり、これを無事に立ち上げたことを評価
せず、（２）の30%という目標未達成のみの評価で、
Ⅰ評価としていいものか、疑問がある。
・初年度達成水準２万8000人という数字はどういう
想定で設定されたのか。設備フルキャパシティに基
づく数字だったのか。
・先端予防医療部附属クリニックMed City 21の受
診者は健診の他に一般受診（健診後の2次受診）を
含むのか。もし、そうなら内訳と月別トレンドを示し
て頂きたい。
・原因と既に予定している今後の対策（達成水準、
収支計画の見直しなど）を具体的に教えてほしい。
・次年度は受診者を増やすため、広報、周知活動を
強化するとあるが、平成26年度はそれがそれほど
でもなかったのか。

・法人として初めての施設であり、さまざまな課題がある中での開設であった
が、達成水準としている年間受診者数28,000人の30％しか達成できずⅠ評
価としている。
・厚生労働省の各種データや大阪南東部の人口、他施設の状況などからフ
ルキャパシティを37,660人と算出し、初年度はその３/４の28,000人を達成水
準とした。
・受診者数には人間ドックの健診部門、人間ドック後のフォロー受診、本院か
らの専門外来、レディースクリニックの外来診療部門の受診者を集計してい
る。
・健診部門では開設時に人間ドックコースの内容や価格の決定が遅れたため
健康保険組合等との受診契約が4件しか取れていなかったこと、また外来診
療部門についてはハルカスビル内の従業員等の初診患者の診療を想定して
いたが、近隣クリニックとの関係から受入れできなくなったことが主な要因で
あると考える。収支計画については、平成26年2月までの実績をもとに見直し
を行った。
・平成26年度は健康保険組合等との契約締結を増やすこと業務運営を軌道
に乗せることを優先的に取り組んできた。平成27年度は契約健康保険組合
の企業等から一人でも多くの方に受診してもらうためにMedCity21の認知度
を高めるための広報・PRに力をいれているところである。

・どのような検診施設でも、開設当初の状況は厳しいもので
あり、初年度から３/４という達成基準は厳しいものと考える。
・さまざまな課題がある中、開設したということは実績として
評価できる。
・評価はⅠではなくⅡが妥当である。

【Ⅰ評価からⅡ評価に変更】



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。

＜達成水準＞
・一元化へ向けた制度の調整

・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

・年度計画の達成水準が具体的でなく、どのレベル
であればどうであるのかが不明である。
なぜⅡ評価なのか、もっと具体的定量的に説明され
たい。

・府大との統合に関連した項目であるが、新大学の理念を中心とした検討が
多くなり、事務的な検討が進まずⅡ評価としている。
・65-3の項目では、府大と同一会計監査人の選定や統合後の財務諸表の試
算などを行ったが、人事給与制度については情報共有にとどまった。
・80-2の項目については、府大は学内でのシステム一元化はできているが、
市大はできておらず、まず市大として情報基盤センターを設置し、システムの
一元化に向けた全体計画を策定することとなった。

・法人回答に対する異議は特になし。

【法人自己評価で妥当】

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

＜達成水準＞
・システム一元化の検討

・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

全体

・達成水準の数値と評価点の整合性がとれていな
いように思われる。
たとえば
　No.36を200％-440%でⅣ評価とするのなら、No.39
も200%でⅣではないか。
　No.63-1も200%でⅣか。
　No.25も大幅な達成であるのに、Ⅲというのはなぜ
か。Ⅳではないか。
　No.22は36%と100%なら、36%という大幅未達ゆえ、
Ⅲでなく、Ⅱではないか。
など疑問がある。達成困難度等を勘案して、評価さ
れた結果かと思うが、事前に達成水準がどのレベ
ルなら、ⅢであるのかⅣであるのかを決めておかな
いと混乱する原因となる。今後、この点に留意され
たい。

・年度計画の達成状況を客観的に確認するため、達成水準を設定するように
努めている。達成水準は、計画上実施するべき事項そのものの定性的なも
のと、数値による定量的なものの概ね2種類で設定している
　年度ごとに達成水準に対する達成度によって自己評価が客観的にできるよ
うに工夫を加えてきているが、ご指摘のとおり未だ課題があるものもある。引
き続き達成水準と評価との整合性がより客観的に図れるような設定となるよ
う努力していく。

・達成水準に対する法人の一般的な考え方をふまえつつ、
個々の項目において達成水準も見ながら評価していく。


