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平成18年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧
資料１－２

H18業務実績評価における委員会からの意見・指摘事項 取　　組　　実　　績 備考

議事録のない会議が散見されるが、会議については、議論
経過の把握や透明性の確保等のために、議事録の作成や
関係資料の共有化に努められたい。

・平成18年度業務実績評価での意見・指摘を踏まえ、各種会議等での議事録の作
成・関係資料の共有化に努めている。

・シラバスについて、全学共通科目はホームページへ掲載されているが、専門科目
シラバスの記載項目の統一、内容充実に向けて検討を行っており、過半数の学部・
研究科においてホームページに掲載している。

年Ｎo.
20・21・29

・外国人志願者への案内内容の改善について、学内案内版の英語表記に中国語・
朝鮮語での表記に着手。また、「外国人留学生のしおり」の英語・中国語・朝鮮語の
翻訳に着手。
・英語版ホームページの充実について、ホームページのリニューアルもあり、各学部・
研究科で充実に向けて、随時検討・見直しを行っている。

年Ｎo.
144
4-6・６

・広報活動の強化について、新広報体制への移行を完了し、大学見学企画の拡充、
広報誌・ホームページのリニューアル等を行った。

年Ｎo.
4-1～4-6・
96・114・
206

大学教育研究センターによるＦＤ（ファカルティ・ディベロップ
メント）活動について、全教員数に比して参加教員数が少な
く、各学部等においても更に積極的なＦＤ活動に努められた
い。

・ＦＤ活動について、ＦＤ研究会、ＦＤワークショップ等の実施にあたっては、企画内容
の工夫を行い、開催日の設定や各教員への周知にも努めた。また、各学部のＦＤ研
究会等の取組の充実については、教育推進本部から要請を行い、すべての所属に
おいてＦＤ委員会等を設置し、８所属でＦＤ研修会を実施した。

年Ｎo.
22・33・
35～37・43

全学部・研究科のシラバスのホームページへの掲載及び外
国人志願者への案内内容の改善等、英語版ホームページ
の充実に努めるなど、より一層の広報活動の強化を図られた
い。
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平成18年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧
資料１－２

H18業務実績評価における委員会からの意見・指摘事項 取　　組　　実　　績 備考

女性の研究者・学生等が安心して働け、また学べる環境を
整えるために、学内育児施設の整備・充実について、早急な
対応を図られたい。

・学内育児施設について、ニーズ調査を実施し、調査結果を公表した。ニーズが十
分あることが認められ、課題整理を行っている。
・医学部附属病院においては、より利便性の高い学舎棟への移転、定員増、病児保
育、一時保育等を含めた充実を行い、平成20年４月から新院内保育所の運用開始を
行う。

年Ｎo.
16-2・80

複合的先端研究機構を含む理系研究科の再編等、学部・学
科や大学院研究科の見直し・再編等を組織的・戦略的に検
討し、学生・社会人の受入れ体制の充実を図られたい。

・平成19年４月に複合先端研究機構を理学研究科長を所長として設置し、研究会の
開催や外部研究資金を獲得するなどの活動をすすめた。
・大学院の再編等については、経営・経済学研究科間で新しい専門職大学院の創
設に向けて継続的に協議を行った他、理学研究科では複合領域で大学院指導の相
互受け入れを行う横断型・複合領域研究機構の設置に向け検討を始めた。

「大阪市立大学シーズ集」を発刊し、市民や企業等に向けた
シーズの積極的な公開とＰＲが図られた。今後はホームペー
ジにも掲載するなど、研究成果を市民や企業等へ還元し、よ
り広く社会全般への公開・ＰＲを図られたい。

・シーズ集の公開について、「大阪市立大学シーズ集2006」を平成19年10月に新産
業創生研究センターのホームページで公開。
・「大阪市立大学シーズ集2008」の作成・ホームページでの公開に向けて準備を進め
ている。

年Ｎo.
93-1・
135-3

・看護師の確保・定着に向け、看護師初任給の引き上げを行うとともに、募集活動を
強化（広告強化、西日本の看護学校訪問、９回の就職説明会の実施等）し、約200名
を確保した。また、平成19年10月に女性医師・看護師支援センターを設置し、子育て
とキャリアアップの両立を支援している。

概要P3・
年Ｎo.80

・病棟運用、診療体制等について、平成19年４月に臓器別、疾患別の診療体制を実
施した。また、患者サービスの充実に向け、病院ボランティアの導入、患者満足度調
査の実施等を行った。

年Ｎo.
151-2・152

看護師の確保・定着については喫緊の課題であり、組織的
な募集活動や大学病院ならではのキャリアアップ制度の充
実を図るとともに、患者サービスの向上のため、効率的な病
棟運用や診療体制の整備などの取組みを引き続き進められ
たい。
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平成18年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧
資料１－２

H18業務実績評価における委員会からの意見・指摘事項 取　　組　　実　　績 備考

優秀な教員・大学運営専門職員の確保等に向け、人件費の
一部を留保し、その分を業績に基づき手当に加算することな
ど、インセンティブが働くような法人独自の人事・給与制度に
ついて検討し、早急な推進に努められたい。

・教員については、特任教員の活用、助教への任期制の導入等を行い、職員につい
ては、係長級職員の一般公募の実施、短時間勤務職員の活用等を行った。
・教員の業績評価（個人評価）については、将来的に給与への反映も視野に入れ、
全学評価委員会で検討を推進し、評価の基本方針となる「公立大学法人大阪市立
大学における点検・評価の基本的考え方」を策定した。

概要P3・
年Ｎo.168
・188

法人として安定的な収入確保を図るため、外部資金の獲得
強化、エクステンションプログラムの提供等、早急に体制を構
築し、検討を進められたい。

・外部資金の獲得について、平成19年５月に経営企画担当理事を委員長とする外部
資金等獲得活用委員会を設置し、一層の外部資金獲得に向け、体制を整備した。

年Ｎo.
178～180

・経営改善について、経営改善担当副院長を委員長とする経営企画会議を毎月開
催し、病院経営の検討を行ったほか、教員等に対し、病院経営セミナーの開催など
経営情報の発信を行った。また、医療材料のコスト削減のため、市総合医療センター
と共同購入を実施した。

年Ｎo.157

・医療機器の整備については、中期計画策定時に毎年度６億円の計画を策定してい
るが、限られた財源の中で必要性・優先順位・病院経営への貢献度等を見極めなが
ら整備を進める必要があり、毎年度検討しながら予算確定を行っている。

年Ｎo.158

附属病院については、今後医療機器の整備等にかかる貸付
金の返済などが見込まれ、また、医療制度改革の動向にも
対応していくため、計画的に経営改善を進められたい。
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平成18年度業務実績評価における評価委員会からの意見・指摘事項への対応一覧
資料１－２

H18業務実績評価における委員会からの意見・指摘事項 取　　組　　実　　績 備考

施設の適切な管理・運用のため早急な施設耐震診断の実
施や施設マネージメントシステムの構築が望まれる。今後施
設整備を行う場合には、法人の設立団体である大阪市の協
力も得ながら、計画的に進めていく必要がある。

・耐震について、施設耐震性検討委員会を開催し、耐震改修促進法の対象８施設の
耐震診断を完了した。
・理学部学舎及び理系実験棟の整備について、建設のための基本プラン・事業化手
法の仕様書を作成した。
・キャンパス整備計画検討委員会を設置し、将来的なキャンパス整備の全体計画に
ついて検討を開始した。

年Ｎo.
187・207・
208・211

今後、経営戦略の明確化やＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）→
実施（Do）→点検（Check）→改善（Act））の確立・推進を図
り、法人化の成果の具現化を着実に進めていく必要がある。

・当該年度の年度計画に基づき、事業を計画的に実施し、その点検・評価(業務実績
報告書）を踏まえて、次年度の計画を策定（運営方針の明確化）するというＰＤＣＡサ
イクルを確立しており、今後とも着実に推進を図っていく。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

(1) 法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

高大連携
※関連事項
　No.105-7

4-1

・新広報体制のもと、平成１７
年度にホームページに設けた
高大連携のサイトの内容の充
実を図るとともに、本学で勉学
意欲のある市民の大学見学
への組織だった取組について
検討を開始する。

・新広報体制への移行【4月】
・個人向け大学見学企画を開
始。団体向け大学見学企画を
拡充。見学者へのアンケート
を実施・分析【5月～3月】
・全学ホームページ改修企画
提案会（コンペ）の開催。リ
ニューアル完了【8月～3月】

・大学見学受入件数
⑰14件
⑱10件
⑲46件
・大学見学受入人数
⑰706人
⑱534人
⑲1,703人

進捗してい
る

※自己評価
の妥当性は
問題なし

優秀な学生の確保を目的とし
た高校への働きかけは、学内
の教職員の訪問だけでは限
界があることから、卒業生や在
校生の協力も視野に含めても
良いのではないかと考える。

18年度評価においても議論の
あった事項であり、市立大学
における高大連携の一層の
充実を期待する観点から、委
員会意見として採り上げる。

4-2

・各学部・研究科において、高
校等からの依頼に応じる体制
の一層の充実に努める。

各学部において高大連携委
員会もしくは高大連携担当教
員をおき、出前講義や大学見
学における模擬授業の実施な
ど高校からの依頼に応じた。
大学全体としては、随時高校
からの大学見学の受け入れや
高校生講座を実施しているほ
か、理学部では独自の「市大
授業」（20年度からは文学部も
実施）も行っている。

特に進捗し
ている

「一層の充実」という計画に対
し、「特に進捗している」とする
根拠が不明。

大学見学の受入れは18年度
の約3倍となっている。また、
新たな取組に向けた検討も進
み（文学部）、学部においては
高大連携委員会も設置されて
いる。

105-4

・新しい高大連携のあり方に
ついて検討する。

文学部において、高校生を対
象とする市大授業を平成20年
度から実施することを教授会
決定し、4月開講に向けた準
備を行った。

特に進捗し
ている

文学部のみの実施で大学とし
て、特に進捗しているといえる
だろうか。

すでに各学部で様々な高大
連携を行っている。文学部は
新規の例として掲げたもので
ある。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

学部教育（実務経
験者による講義
等）

8

・各学部・研究科において、実
務経験者による講義、ものづ
くりを実感させる講義について
検討する。

各学部・研究科において、カリ
キュラムの再検討、学科再編
やＧＰについて検討するととも
に、各学部・研究科の教育内
容に応じて、実務経験者によ
る講義、工作実習、野外活
動、フィールドワーク、診療所
実習、病棟実習など実施がさ
れている。

特に進捗し
ている

・判断根拠に、「・・・成果をあ
げている」とあるが、どのような
成果なのか記載してほしい。
判断根拠が楽観的。
・どの程度の実務経験者によ
る講義、実習なのか具体的に
示してほしい。

・文学部における文部科学省
「大学院教育支援プログラム」
採択のインターナショナルス
クールの実施や、工学部にお
ける学部共通科目の「ベン
チャー技術論」の提供・「学外
実習」等の実施など、各学部
において具体的に取り組んで
いる。

大学独自の学部等の教育の
充実の観点から、委員会意見
として採り上げる。

シラバス
※関連事項
　No.21

20

・教育推進本部において、平
成20年度からの専門科目シラ
バスの統一と記載内容の充実
を図る。

・教育推進本部の専門委員会
である「学部・大学院教育教
務委員会」（H19.4.25の第１回
委員会）において、専門科目
シラバスの記載項目の統一、
内容の充実を図ることが確認
された。

特に進捗し
ている

計画、実績からは「特に進捗
している」とは思われない。
「検討が進んでいる」との理由
で「特に進捗している」として
いる根拠は何か。

検討が進んだ結果、平成20年
度からシラバスの様式が統一
された。

自己評価の妥当性について、
委員会で議論する。

29

・教育推進本部において、平
成20年度からの専門科目シラ
バスの内容充実（達成目標、
評価方法等）と統一を図る。

・教育推進本部の専門委員会
である「学部・大学院教育教
務委員会」（H19.4.25の第１回
委員会）において、専門科目
シラバスの記載項目の統一、
内容の充実を図ることが確認
された。

特に進捗し
ている
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

ＦＤ活動
※関連事項
　No.33-2・36・43

33-1

・大学教育研究センターは、
第14回教育改革シンポジウム
と第5回ＦＤ研究会をそれぞれ
開催する。

・第１４回教育改革シンポジウ
ム　H19.8.1 開催　 参加 49名
・第５回ＦＤ研究会　H19.11.1
開催　参加 83名
  (事後にビデオ視聴のかたち
で、当日参加しなかった教員
の利用に供した。)
・第５回ＦＤワークショップ
H19.7.6 開催　 参加 23名
・引き続きＦＤ活動を実施す
る。

シンポジウム
⑰1回、53人
⑱1回、45人
研究会
⑰1回、111人
⑱1回、96人
ワークショップ
⑰1回、15人
⑱1回、25人

特に進捗し
ている

・ＦＤの取組みを通じて得られ
た成果について、授業アン
ケート等を通じて把握されて
いるのかどうか伺いたい。
・計画、実績からは「特に進捗
している」とは思われない。

・現状では、FDの取組みの成
果を授業評価アンケート等で
制度的に把握しているとはい
えない。
・計画では、シンポと研究会の
開催とあるが、ワークショップも
開催している。また、当日参加
できなかった教員には、ビデ
オ視聴の対応を行っている。

市立大学における教育の特
性や戦略を踏まえ、効果的な
ＦＤ活動のあり方等について、
委員会意見として採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

33-3

・教育推進本部は、大学教育
研究センターの協力のもと
に、ＦＤ研究会、ＦＤワーク
ショップの参加者数の増加を
図る。

・第５回ＦＤ研究会　H19.11.1
開催　 参加 83名
(事後にビデオ視聴のかたち
で、当日参加しなかった教員
の利用に供した。)
・第５回ＦＤワークショップ
H19. 7. 6開催　参加 23名
・H19.9.10の「教育推進本部
会議」において、本部長名で
ＦＤ研究会等への参加及び、
企画内容の充実等の要請を
行うことを決定した。
・大学教育研究センターは、Ｆ
Ｄ研究会、ＦＤワークショップ
の実施及び企画内容の工夫
を行っている。
・各学部・研究科においては、
学科等で個々にＦＤ活動を展
開している。今後は、各学部・
研究科において組織的に活
動していく必要がある。

・ＦＤ研究会、ワークショップ参
加者数
⑰１２６
⑱１２１
⑲１０６

進捗してい
る

・ＦＤの取組みを通じて得られ
た成果について、授業アン
ケート等を通じて把握されて
いるのかどうか伺いたい。
・「参加者数の増加を図る」と
いう計画に対し、実際の参加
者数は減少しており、「進捗し
ている」とする根拠として、セン
ターでの企画工夫等の具体
的内容の明示が必要。

・現状では、FDの取組みの成
果を授業評価アンケート等で
制度的に把握しているとはい
えない。
・センターでの企画工夫とし
て、事後にビデオ視聴のかた
ちで、当日参加しなかった教
員の利用に供している。

市立大学における教育の特
性や戦略を踏まえ、効果的な
ＦＤ活動のあり方等について、
委員会意見として採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

全学共通教育の見
直し

165

・教育推進本部は、引き続き
全学共通教育の見直し作業
を行い、科目・担当者などで
具体案を策定する。

・H19.6.18の第３回「教育推進
本部会議」において、全学共
通科目の提供状況等を説明、
全学共通教育の見直しにつ
いて協議を行った。
・「教育推進本部会議」等にお
いて、全学共通科目への非常
勤予算配分の基本姿勢、専
任教員の協力について確認
した。
・５年間で20％の人員削減に
よる教員減で、協力体制に歪
みが出ている。

進捗してい
る

・20年度から実施できるか。
・「具体案を策定する」という計
画に対する実績が明らかでな
い。

専門科目のうち基礎的な科目
について、他学部生に共通教
育科目として提供する方法に
ついて21年度からの実施に向
けて検討を行っている。
20年度の全学共通教育につ
いては、取組実績欄にあるよう
に全学の協力により、専任教
員の減少の中でも科目数を維
持し、また非常勤講師の予算
については、全学共通教育に
ついて確保した後、各学部に
配分することが確認されてい
る。

自己評価の妥当性について、
委員会で議論する。

安定的収入の確保
（外部資金・自己収
入増）
※関連事項
　No.178

82

・外部資金による有期・短期雇
用教員などについて、より多
様な雇用制度について検討
する。

 平成18年4月の法人発足時
から外部資金による雇用を実
施している。
　平成19年4月には、従来の
特任教員、博士研究員等の
職種に加え、研究員、研究補
佐員という職種を設け、外部
資金によるより多様な雇用に
対応できるようにしている。

・外部資金による雇用者数
（延べ人数）
（臨時雇用を含む）
⑰　 28人
⑱　 90人
⑲　396人

特に進捗し
ている

・外部資金による雇用者の
キャリアパスについての議論
は行われているか。
・19年度の396人の中身をこれ
までとの比較を中心にもう少し
具体的に示してほしい。

・現実問題として検討していな
い。
・396名の内訳：
　特任教員 2
　博士研究員 24
　研究員・研究補佐員 236
　リサーチアシスタント 16
　ティーチングアシスタント 20
　事務等 90
　その他 8
増加した理由としては、受託
研究のうち公的機関以外は、
以前の後援会または医学振
興協会が委託を受けて実施し
ていたが、19年度からは全て
大学が受託するようになったこ
とと、これまで謝金対応として
いたものを、雇用関係に整理
したことがあげられる。

18年度評価における指摘事
項であり、今後、目的、活用方
法を踏まえた一層の外部資金
の獲得の強化を期待する観点
から、委員会意見として採り上
げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

180

・経営企画担当理事を長とし、
外部資金・寄付金の積極的な
獲得のための組織体制を整
備する。

平成19年5月に、経営企画担
当理事を委員長とする外部資
金等獲得活用委員会を設置
し、より一層外部資金の獲得
に向け、検討する体制を整備
した。

・外部資金受入額
⑰2,738,777千円
（1,317件）
⑱2,277,967千円
（1,247件）
⑲2,488,778千円
（1,290件）

進捗してい
る

外部資金の獲得に向けて検
討する体制の整備といった抽
象的な表現では、進捗状況を
評価し難い。奨学金や若手研
究者の支援、学生の海外派
遣の支援等といった外部資金
の獲得目的・活用方法に関す
る検討もなされているのかどう
か伺いたい。

外部資金等獲得活用委員会
では、具体策ではなく方針を
検討している。方針のもとに、
各担当部局で具体策を検討
することとなる。

18年度評価における指摘事
項であり、１９年度において外
部資金等獲得活用委員会が
設置された。今後、一層の外
部資金の獲得の強化を期待
する観点から、委員会意見と
して採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見

資料１－３

(2) 評価委員会として意見・指摘にあたり議論すべき事項

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

業務実績全般

－ － － －

項目毎の取り組みが大学全体
としての戦略ないし方向性に
沿ったものかどうか、その過程
でどのような課題が浮き彫りと
なったか、どのような結果をも
たらしたかが不明確な記述が
多い。たとえば、データベース
の充実を前提として以下のよう
な指標の援用も一つの方策で
はないか。
（例）
・ アドミッション：学生数に占
める留学生比率、出身地域別
学生分布
・ FD：学生による授業評価の
改善度合い
・ 学習相談・支援：学生の中
退率の低下
・ 財務内容：財務の改善を示
す指標

中期計画が細かすぎるため、
方向性がわかりにくいと認識し
ており、計画の変更を検討し
たいと考えている。
データベースについては、予
算の関係上、実務的なものに
限られる。

計画の策定等における、大学
運営の全体的な戦略性・方向
性を明確にし、各取組の成果
をわかりやすく市民等に説明
することが重要であるという観
点から委員会意見として採り
上げる。

戦略的・重点的予
算配分

※関連項目
　No.71・72・173

172

・全学的な視点で戦略的・重
点的予算配分について検討
を行う。

・特別研究（重点研究、都市
問題研究、新産業創生研究）
のあり方、平成19年度の方
針、審査方法、日程等の協議
をした。
（№71に同じ）

進捗してい
る

・戦略的・重点的な予算配分
について、どのような検討結
果が得られたのか教えていた
だきたい。学長裁量経費や全
学的共通経費の使途はどのよ
うなものか。
・計画に対する取組実績の対
応状況が明らかではない。

学長裁量経費は、「全学的な
必要がある」「予算措置がな
い」「年度内に経費が必要」
「研究科長裁量経費等では執
行困難」な事業に対し配分す
る。19年度は、耐震診断経
費、広報関係経費（HPリ
ニューアル）、授業評価アン
ケート調査経費、高校化学グ
ランドコンテスト経費に配分。
研究に関しては、特別研究に
対する配分として、研究推進
本部において配分しているも
のがある。重点研究、新産業
創生研究、都市問題研究のカ
テゴリーを設け、学内公募に
より実施。

限られた予算のなかで、戦略
的・重点的な予算配分につい
ての計画に対する取組を明確
化し、どのように大学の諸活
動を活性化していくのかという
観点から、委員会意見として
採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

高度専門職業人教
育

18-1

・経営学研究科と経済学研究
科との間で行われている専門
職大学院についての協議を
継続する。

経営学研究科と経済学研究
科で、新しい専門職大学院の
創設について継続的に協議
を実施し、構想の具体化を
図ってきた。

進捗してい
る

・社会人教育・高度専門職業
人教育の取組において、非常
に重要なプロジェクトと考え
る。期限や数値目標を入れて
はどうか。
・構想の成案が得られていな
い原因（ネック）は何か。

人件費削減により教員数が減
少し、新研究科・専攻にあてる
人材の確保が困難な状況と
なっている。

限られた人的資源ではある
が、大学としての特色を明確
にしながら、どのように戦略
的、重点的教育、研究体制を
構築するのかという観点で委
員会意見として採り上げる。

18-3

・理系研究科と経営学研究科
とが連携してＭＯＴなどの教
育プログラムを検討する。

・ＭＯＴについては、経営学・
経済学両研究科での専門職
大学院との関係もあり、検討
は進んでいないが、工学部で
ＭＯＴ講座（ベンチャー技術
論）を継続して開講している。

おおむね進
捗している

ＭＯＴの検討が進んでいない
原因は何か。

人件費削減により教員数が減
少し、新研究科・専攻にあてる
人材の確保が困難な状況と
なっている。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

学生の全学的相談
窓口（学生サポー
トセンター）
※関連事項
　No.54・57-2
　　・176-1・177
　　・184

53

・教育推進本部は、引き続き
学生に対する全学的な相談
窓口のあり方と、その具体化
の方策を検討する。

・学生に対する相談窓口のあ
り方については、平成18年11
月策定の「経営に関する基本
的な考え方」において、学生
サービスの向上・効率化を図
るため「学生サポートセン
ター」の設置を謳っている。こ
れに基づき、平成20年度を目
途に行われる学生支援体制
の抜本的見直し等のために設
置された、業務改編・IT化担
当、職員課等と検討を行って
いる。
・学生担当委員会において、
他大学の状況を調査するなど
学生相談窓口の設置につい
て、検討を行っている。
・H19.11、12月の学生生活実
態調査において、相談内容の
ニーズ調査を実施した。
・学生支援体制等について、
平成20年3月17日の教育研究
評議会において業務改編・IT
化担当から中間報告を行っ
た。

進捗してい
る

・学生サポート窓口の一本化
が困難な状況の中で「おおむ
ね進捗している」と自己評価さ
れている理由を伺いたい。ま
た今後の対応策は？

・学生サポートセンターの設置
は、廃止となったのか。将来の
設置を依然として予定してい
るのか。

・サポート窓口の一本化は業
務分析、ヒアリング等の実施及
び設置場所において現状で
は難しいと判断、学部事務室
を統合することとし、20年度中
に作業に入るための検討を進
めている。
・全学な学生サポートセンター
については、将来的には設置
したいと考えているが、場所、
予算的問題で一挙に整備す
るのは困難な状況である。た
だし効率的な事務運営を行う
観点から、文系、理系部門そ
れぞれでの集約についての
試行を検討している。

困難とされる「学生サポートセ
ンター」に代わる、学生の全学
的相談窓口体制のあり方等の
検討について、委員会意見と
して採り上げる。

164

・平成20年度を目途に学生支
援及び教育研究支援体制の
抜本的な見直しを行う。

・業務改編検討会議を設置
（平成19年6月）
・事務の集約化及び効率化を
図るため、現行業務分析が必
要となり、業者委託にて業務
分析等（事務部門）を実施
・研究科長等のヒアリングを実
施（平成20年1月）
・教育研究科評議会に業務改
編に関する検討状況を報告
（平成20年3月）

おおむね進
捗している
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

市立の研究所等と
の連携

78-1

・大阪市、市立工業研究所、
環境科学研究所との連携会
議において、各研究機関の連
携方策を検討するとともに、大
阪バイオ研究所など幅広い研
究機関との連携を検討する。

平成１８年１２月に大阪市経営
企画室・計画調整局・都市環
境局・大阪市立大学・大阪市
立環境科学研究所・大阪市立
工業研究所の代表者からなる
「本市研究機関の研究領域に
係る懇談会」を設置し、「環
境」をテーマにこれらの機関
の連携方策を検討することと
なり、懇談会の下に課長級に
よるワーキンググループを設
置することとなったが、事務局
である経営企画室が環境科
学研究所の大阪府の研究機
関との再編、工業研究所の独
立法人化等に理由により、検
討活動を行っていない。本学
からは、懇談会又はワーキン
ググループの開催を働きかけ
ている。

実施にあ
たって課題
がある

・No.78-1及び88は同内容だ
が、元来二つの項目に分かれ
ている以上、目的ないし目標
が異なる筈である。連携大学
院がある以上、何らかの共同
研究ないし連絡があるべき
で、全体的な懇談会以外に実
質的な接触が全くないという
印象を与える。
・取組実績の表現は簡潔にす
べきである。

・工学研究科と大阪市立工業
研究所、医学研究科と大阪バ
イオサイエンス研究所との間
で連携大学院を設置してお
り、研究者から大学院生が指
導を受けたり、連名で論文発
表を行うなど、連携を図ってい
る。
・生活科学研究科では、大阪
市立環境科学研究所の研究
員を非常勤講師として雇用実
績がある。

他の研究機関との連携の今
後の具体的対策、方向性等
について、委員会意見として
採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

88

・大阪市、市立工業研究所、
環境科学研究所との連携会
議において、研究施設設備の
共同利用などに関する各研究
機関の連携方策を検討する。

平成１８年１２月に大阪市経営
企画室・計画調整局・都市環
境局・大阪市立大学・大阪市
立環境科学研究所・大阪市立
工業研究所の代表者からなる
「本市研究機関の研究領域に
係る懇談会」を設置し、「環
境」をテーマにこれらの機関
の連携方策を検討することと
なり、懇談会の下に課長級に
よるワーキンググループを設
置することとなったが、事務局
である経営企画室が環境科
学研究所の大阪府の研究機
関との再編、工業研究所の独
立法人化等に理由により、検
討活動を行っていない。本学
からは、懇談会又はワーキン
ググループの開催を働きかけ
ている。
（№78-1に同じ）

実施にあ
たって課題
がある

・No.78-1及び88は同内容だ
が、元来二つの項目に分かれ
ている以上、目的ないし目標
が異なる筈である。連携大学
院がある以上、何らかの共同
研究ないし連絡があるべき
で、全体的な懇談会以外に実
質的な接触が全くないという
印象を与える。
・取組実績の表現は簡潔にす
べきである。

・工学研究科と大阪市立工業
研究所、医学研究科と大阪バ
イオサイエンス研究所との間
で連携大学院を設置してお
り、研究者から大学院生が指
導を受けたり、連名で論文発
表を行うなど、連携を図ってい
る。
・生活科学研究科では、大阪
市立環境科学研究所の研究
員を非常勤講師として雇用実
績がある。

他の研究機関との連携の今
後の具体的対策、方向性等
について、委員会意見として
採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 備考

長期計画

205

・新たな長期計画を策定する
ための事務体制の整備を行な
い、検討を開始する。

19年4月より法人運営本部に
経営戦略担当を設置した。
（担当課長及び担当職員3名）

おおむね進
捗している

・長期計画の策定作業に、卒
業生や在校生といった学内外
の関係者の意見は反映されて
いるのかどうかを伺いたい。
・長期計画の事務体制につい
ては記載されているが、理事
会その他での経営戦略の議
論の状況が見えない。

・長期計画の策定作業に至っ
ていない。
・今後、策定の必要性も含め
て検討する際には、今回の意
見も参考に作業を進めたいと
考える。
・現行の長期計画は、平成元
年から約20年間（平成22年頃
まで）の計画として策定した
が、その間社会情勢の変化に
より、別途「大学改革基本方
針」を平成15年2月に策定し
た。さらに法人化に伴い、平
成18年度から6年間（平成23
年度まで）の「中期計画」を策
定している。以上により現状で
は長期計画が立てにくい状況
になっており、次期中期計画
の策定時期にあわせて必要
性も含めて議論することとな
る。

長期的な戦略・展望に立った
法人運営の重要性について、
委員会意見として採り上げる。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

(3) その他意見

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント

アドミッションポリ
シー

2

・各学部・研究科のアドミッション・ポリシーにつ
いて、再度検討するとともに、各種の媒体を通じ
て高校等への周知を図る。

各学部・研究科のアドミッション・ポリシーをすで
にホームページに掲載し、広く公表している。
冊子等を作成し、高校等へ別途送付している研
究科もある。
また、再検討については、各研究科において必
要に応じて行っている。

進捗している 学生の出身地域や能力の多様性等、市立大学
が求める学生像を具体的に反映した大学全体と
してのアドミッション・ポリシーに基づき、各学部・
研究科のアドミッション・ポリシーを策定し、入試
における選考基準に反映していく必要があると
考える。

高大連携における
大学コンソーシア
ム事業への参加・
協力

4-3

・引き続き大学コンソーシアム大阪の高大連携
の取組みに参加・協力する。

・第２回高校生のための大学フェア・大阪（7月16
日）に参加協力した。
・大学コンソーシアム大阪が主催する「土曜自主
講座」に５講座を申込み、２講座を開講した。ま
た、「土曜自主講座総括会議」(12月10日)に参
加し、次年度実施に向けての検討に参加協力し
た。
・大学コンソーシアム大阪が幹事団体となって20
年度に実施を予定している「中学生サマーセミ
ナー」への科目提供を申出(3月19日)ている。

進捗している 市民に親しまれる大学として、市立大学の持つ
強みの強化・補完という視点で、大学コンソーシ
アム大阪への参加のあり方を考えるべきである。

数学・理科基礎調
査に基づいた分
析・研究

78-2

・大学教育研究センターにおいて、引き続き数
学・理科基礎調査に基づいた分析・研究を進め
る。

・平成18・19年度に実施した数学・理科基礎調
査の結果（概要）について、H19.7.23の教育研
究評議会へ報告すると共に、センター紀要「大
学教育」第５巻第１号に搭載した。引き続き分
析・研究を行っている。

進捗している 最近の注目事項なので、目標・到達点などの表
記が必要ではないか。

女性研究者の支援

80-1

・各研究科において、女性教員の積極的採用に
ついて引き続き検討する。

・各研究科において、専任教員の新規採用が難
しい状況なので、検討の進捗はみられないが、
女性教員の積極的な採用についての検討の必
要性は認識されている。
・医学研究科においては、平成19年10月に女性
医師・看護師支援センターを設置し、子育てと
キャリアアップの両立を目指した女性医師・看護
師の育成を支援している。

・女性研究者の比率
⑰10.4%
⑱11.0%
⑲11.2%

進捗している 国・大阪市においても男女共同参画を推進して
いるなかで、女性研究者の比率を計画に掲げる
など、何かの対策を講じることが望ましいのでは
ないか。
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平成19年度業務実績報告書に関する各委員意見
資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント

欧文サマリー

91

・研究紀要に欧文サマリーを付していない場合、
その導入を検討し、可能なところから実施する。

日本語での論文は、日本の学界への貢献を目
的としているため、欧文のサマリーは不必要と
いった理由等から、欧文サマリーを掲載していな
いものを除き、論文そのものを外国語で作成して
いるものも含め、欧文サマリーをすでに付してい
る。

特に進捗している 研究紀要等に基本的に外国語のサマリーや目
次を設けるなど、その充実に努められたい。
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資料１－４ 

 

採り上げるべき項目について（案） 

 

１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

 

１）教育に関する措置 

 

【注目される取り組み】 

○「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会的ニーズに対応

した質の高い医療人養成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種プ

ログラム拠点に採択 

○英語教育開発センターを設置し、１年次における、少人数クラスでのネイテ

ィブスピーカーによる授業の実施や習熟度別クラス編成の導入検討などの英

語教育の改善・充実に着手 

○理学部・工学部の学科再編について、平成 21 年度からの実施に向けた準備作

業が進行 

○平成 20 年度からの大学院看護学研究科の設置認可 

 

【各委員からの意見・指摘等】 

○大学の教育の特性や戦略に沿ったＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）

活動のさらなる充実（ＦＤ活動による効果を制度的に把握する方策の検討） 

○社会人教育への配慮や充実について、第２部教育のあり方等も考慮しつつ、

経営学研究科と経済学研究科における専門職大学院構想の実現の可能性や社

会人が学びやすい環境や制度づくりを引き続き戦略的に検討・実施 

○学生サービスの向上のための学生の全学的な相談窓口について、効果的、効

率的な整備の推進 

 

 

２）研究に関する措置 

 

【注目される取り組み】 

○都市研究プラザにおける、Ｇ-ＣＯＥ助成事業を中心とした先端的都市研究を

積極的に推進 

○理系研究科横断型の複合先端研究機構を設置し、大学院指導の相互受入れや

研究会の開催、外部研究資金の獲得などの活動の開始 

○大阪府立大学との包括連携協定締結による教育研究環境の充実 
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【各委員からの意見・指摘等】 

○特別研究のあり方や戦略的研究経費の配分策の検討の具体化（大学の特色あ

る研究の推進） 

○研究水準の向上のための大阪市立の研究所等との連携方策のあり方の再検討、

今後の方向性や対応の明確化 

 

 

３）社会貢献に関する措置 

 

【注目される取り組み】 

○地域の文化事業の推進のため、近鉄文化サロンとの提携講座の本格的な実施

に向けて着実に推進。その他、各事業推進のための連携を積極的に推進。 

○学術情報総合センターと大阪市立図書館との相互利用サービスを試行実施し、

20 年度からの本格実施のため、相互協力事業に関する覚書を締結 

○医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実による、特に効能評価試験

の受託件数・契約金の大幅増加 

 

【各委員からの意見・指摘等】 

（意見・指摘事項） 

○高大連携の積極的な推進による優秀な学生の確保 

 

 

４）附属病院に関する措置 

 

【注目される取り組み】 

○電子カルテを主体とした病院情報システムの稼動 

○財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価（Ver.5）認定 

○看護師初任給の引きあげや各種募集活動の強化により、平成20年度に向けた、

多数の看護師の確保 

 

 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 

 

【注目される取り組み】 

○教員について、特任教員の雇用及び任期付教員制度の導入により、教育・研

究水準を維持しつつ、効率的な業務運営を推進 
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○職員について、短時間勤務職員や人材派遣職員を活用し、円滑な業務運営を

推進 

 

【各委員からの意見・指摘等】 

○優秀な教職員の確保に向け、教員の個人評価制度や職員の専門性を高めるため

の研修制度等、法人独自の人事・給与制度の構築・推進について計画的・戦略

的な取組 

 

 

３ 財務内容の改善に関する措置 

 

【注目される取り組み】 

○外部資金等獲得活用委員会の設置による、外部資金獲得の組織体制の整備 

○予算執行管理単位別の予算執行状況の把握による、管理的経費の節減 

 

【各委員からの意見・指摘等】 

○外部資金等獲得活用委員会の主導のもと、外部資金等の獲得に関する目的を

明らかにするなど、方針・方策を取りまとめ、具体的な獲得を促進。また、

法人の自己収入増について、市立大学の重点的な施策と関連付けた、方策の

具体化。 

○医療・患者サービスの質の低下を伴うことのない、早急な附属病院の経営改

善策の検討及び計画的な推進 

 

 

４ その他業務運営に関する重要事項 

 

【注目される取り組み】 

○施設の機能性・安全性・信頼性を確保するために必要な老朽化調査及び耐震

診断の実施 

○新しい広報体制を確立し、全学ホームページのリニューアルの完了、大学見

学「一日大学生」の実施、新広報誌の発刊など、広報業務の効率的・効果的

な実施、大学広報の充実への積極的な取組 

 

【各委員からの意見・指摘等】 

○長期的な展望や戦略に基づく計画の策定・実施と諸活動の成果を評価する体

制・システムの早期構築 
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○施設整備について、施設の機能性・安全性・信頼性に加え、大学の強みの維

持・強化等大学の経営戦略上の優先順位に考慮した計画策定（市民への説明

責任、市民への研究成果等の還元への配慮） 
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資料１－５ 

 
 

 
 
 

平成 19 年度 

公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価結果

(案) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20 年 月 

大阪市公立大学法人評価委員会 
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評価にあたって 

 

 ・大阪市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法第 28 条の規定によ

り、以下のとおり、平成 19 年度の大阪市立大学の業務実績について、評価

を行いました。 

 ・評価については、昨年度と同様、法人の自律性、大学の教育・研究の特性

に配慮しながら、法人から提出された業務実績報告書、関係資料の点検やヒ

アリング等に基づき、中期目標の達成に向けた中期計画の進行状況を確認し

ました。 

・評価に際しては、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示すとともに、

法人運営の改善・向上に資するよう、総合的・客観的評価に努めました。 

 ・なお、平成 19 年度は法人化２年目にあたり、18 年度業務実績評価において

意見・指摘した事項の改善及び進捗状況の確認を行ったほか、中期目標期間

における着手期を総括して、３年目以降の実施・達成期における法人運営の

指標となるよう努めました。 

 

 

 

 

大阪市公立大学法人評価委員会 

  氏  名 役  職  等 

委員長 金森 順次郎 (財)国際高等研究所 所長 

委員長 

職務代理者 
吉川 隆一 滋賀医科大学 名誉教授 

上野谷 加代子 同志社大学社会学部 教授 

片山 英治 野村證券(株)法人企画部 主任研究員 

栗原 貴子 公認会計士 

細見 三英子 ジャーナリスト 

委 員 

松岡  博 帝塚山大学法政策学部 教授 

 - 1 - 
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Ⅰ 全体的評価 

 

 ・平成 19 年度においては、法人化初年度に整備された組織・制度を本格的に

稼動させ、それぞれの分野において計画に沿った取組が進められた。 

 ・具体的には、大学の教育・研究・地域貢献の諸活動にあっては、各推進本

部が主導し、また業務運営にあたっては、法人運営本部のもと、引き続き効

率的、円滑的な運営が図られ、項目別評価に掲げるような特筆すべき取組が

行われた。全体としては、18 年度に引き続き順調に進捗していると認めら

れる。 

 ・一方で、計画に沿って各種の取組が行われているものの、中期目標を達成

していく過程で、さらなる具体的な取組を期待したい事項が見受けられる。 

 ・今後、着手期から実施・達成期への移行にあたって、引き続き理事長を中

心とし、役員・教職員が一体となって、この２年間で蓄積されたさまざまな

取組実績をベースに、教育・研究・地域貢献等の各分野における取組を積極

的に推進し、市民への説明責任を果たすことで、地域社会・国際社会に貢献

する、市民の誇りとなる大学づくりを着実に進めていただきたい。 

 ・特に、大学を取り巻く社会的環境が依然厳しいなかで、市立大学が総合大

学として持つ複数の機能のうちどの部分を重点的に推進し、強化していくの

か、法人の経営戦略上の観点から、法人の施策の順位付けと効果的な資源配

分の枠組みを確立されたい。 

 ・その際、大学が有する資源を的確に把握したうえで、大学全体の方向性や

戦略を意識し、より明確な年度計画の策定を通じて、市民への説明責任を念

頭に置いた計画的・具体的な検討・取組を進められたい。 

 

 

 

 - 2 - 
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Ⅱ 項目別評価 

 

１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

 ※教育研究等の質の向上を達成するための取組については、教育・研究の特

性に配慮し、認証評価機関による評価を踏まえることとしており、外形的な

進行状況の確認を行った。 

 

１）教育 

（特筆事項） 

 ・「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会的ニーズに対応

した質の高い医療人養成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種プ

ログラム拠点に採択された。 

 ・英語教育開発センターを設置し、１年次における、少人数クラスでのネイ

ティブスピーカーによる授業の実施や習熟度別クラス編成の導入検討など

の英語教育の改善・充実に向け積極的に取り組んだ。 

 ・学士課程のあり方について組織的・戦略的に検討し、理学部・工学部の学

科再編について、平成 21 年度からの実施に向けた準備作業を進めた。 

 ・平成 20 年度からの大学院看護学研究科の設置認可。 

 

（意見・指摘事項） 

 ・市立大学の教育の特性、目指す方向性を踏まえ、実際に効果的なＦＤ（フ

ァカルティ・ディベロップメント）活動のあり方についての検討を進め、さ

らなる充実に努められたい。また、ＦＤ活動による効果を制度的に把握する

方策を検討されたい。 

 ・社会人の教育に対するニーズの高まりのなかで、大学における社会人教育

への配慮や充実は重要な教育上のポイントのひとつである。第２部教育のあ

り方等も考慮しつつ、経営学研究科と経済学研究科における専門職大学院構

想等の実現の可能性や社会人が学びやすい環境や制度づくりを引き続き戦

略的に検討・実施されたい。 

 ・早期実現が困難となっている学生サポートセンター（仮称）に代替する全

学的な学生の相談窓口のあり方を明確化し、引き続き学生支援体制の充実に

努められたい。 

 

 

２）研究 

（特筆事項） 
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 ・都市研究プラザにおいて、Ｇ-ＣＯＥ助成事業を中心とした他に類例のない

先端的都市研究を積極的に推進した。 

 ・理系研究科横断型の複合先端研究機構を設置し、大学院指導の相互受入れ

や研究会の開催、外部研究資金の獲得などの活動を開始した。 

 ・大阪府立大学と包括連携協定を締結し、その一環として、フランス短期留

学の共同実施や産学連携等の相互協力事業を推進するなど、教育研究環境の

充実が図られた。 

 

（意見・指摘事項） 

 ・特別研究のあり方や戦略的研究経費の配分策の検討をより具体化し、大学

の特色ある研究を一層推進されたい。 

 ・大阪市立の研究所等との連携方策のあり方について再検討し、今後の方向

性や方策を明確にするなど、大学の研究水準の向上に努められたい。 

 

 

３）地域貢献 

（特筆事項） 

 ・地域の文化事業の推進のため、近鉄百貨店と協定を締結し、近鉄文化サロ

ンとの提携講座の本格的な実施に向けて着実に取り組んだ。その他、各事業

推進のために野村證券等との連携を積極的に推進した。 

 ・学術情報総合センターと大阪市立図書館との相互サービスを試行実施し、

また、20 年度からの本格実施のため、相互協力事業に関する覚書を取り交

わして、市民の利便性の向上に貢献した。 

 ・医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実が図られ、特に効能評価

試験の受託件数・契約金ともに大幅に増加した。 

 

（意見・指摘事項） 

 ・市立大学の独自性を発揮し、市立大学が持つ人的資源等を有効に活用する

など、効果的な高大連携のあり方を検討し、引き続き高大連携を積極的に進

め、優秀な学生の確保に努められたい。 

 

 

４）附属病院 

（特筆事項） 

 ・電子カルテを主体とした病院情報システムを稼動し、患者サービス・医療

の質・医療安全の向上に努めた。 
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 ・財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価（Ver.5）の認定を受けた。 

 ・看護師初任給の引き上げや各種募集活動の強化により、平成 20 年度に向け

て、多数の看護師を確保した。 

 

 

【評価】 

 教育研究等の質の向上を達成するための措置について、教育・研究の特性に

配慮し、外形的な進行状況の確認を行った。特筆すべき取組も多く見受けられ、

計画として掲げた項目の大半に取り組んでおり、今後の教育・研究等の向上に

向けた成果も見込まれること等を総合的に勘案した結果、中期計画の進行状況

は、○○○○○と認められる。 

 

 

 

 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 

（特筆事項） 

 ・教員については、特任教員の雇用及び任期付教員制度の導入により、教育

研究水準を維持しつつ、効率的な業務運営に努めた。 

 ・職員については、短時間勤務職員や人材派遣職員を活用し、円滑な業務運

営に努めた。 

 

（意見・指摘事項） 

 ・大学の教育研究を活性化させるための教員の個人評価制度や大学運営に精

通した職員の育成・確保に向けた研修制度等、法人独自の人事給与制度の構

築・推進について、計画的・戦略的に取り組まれたい。 

 

 

【評価】 

 業務運営の改善及び効率化に関する措置について、計画として掲げたすべて

の項目に取り組んでおり、計画を着実に実行している。また、理事長のリーダ

ーシップの下、一層効率的・効果的な業務運営の推進が見込まれること等を総

合的に勘案した結果、中期計画の進行状況は、○○○○○と認められる。 
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３ 財務内容の改善に関する措置 

（特筆事項） 

 ・外部資金等獲得活用委員会を設置し、外部資金等の獲得に関する組織体制

を整備した。 

 ・予算執行管理単位別の予算執行状況の把握を行い、管理的経費の節減に努

めた。 

 

（意見・指摘事項） 

 ・外部資金等獲得活用委員会の主導のもと、外部資金等の獲得に関する目標

を明らかにするなど、方針・方策を取りまとめ、具体的な獲得の促進に努め

られたい。また、法人の自己収入増について、市立大学の重点的な施策と関

連付け、引き続き方策の具体化を図られたい。 

 ・医療を取り巻く厳しい状況の中ではあるが、医学部附属病院の経営改善は

喫緊の課題であり、医療・患者サービスの質の低下を伴うことなく、早急な

改善策の検討・実施に取り組まれたい。計画的に経営改善を進められたい。 

 

 

【評価】 

 財務内容の改善及び効率化に関する措置については、特に外部資金の獲得強

化等による収入確保に向けた更なる努力が求められる。その上で、戦略性を持

った、教育・研究への配分を進められたい。 

厳しい財政状況の中、人件費をはじめ、支出額の削減に努め、法人として経常

利益をあげている。また、計画として掲げたすべての項目に取り組んでおり、

計画を着実に実行していること等を総合的に勘案した結果、中期計画の進行状

況は、○○○○○と認められる。 

 

 

 

 

４ その他業務運営に関する重要事項 

（特筆事項） 

 ・施設の機能性・安全性・信頼性を確保するために、必要な老朽化調査及び

耐震診断を実施した。 

 ・新しい広報体制を確立し、全学ホームページのリニューアルの完了、要望

の多かった大学見学「一日大学生」の実施、新広報誌の発刊など、広報業務

 - 6 - 

30 



の効率的・効果的な実施、大学広報の充実に積極的に取り組んだ。 

 

（意見・指摘事項） 

 ・法人として時代を見据え、長期的な展望や戦略に基づき、計画の策定・実

施に取り組むと同時に、諸活動の成果を評価する体制の構築に努められたい。 

 ・法人の施設整備については、多額の資金が必要であることから、施設の機

能性・安全性・信頼性に加え、市立大学の強みの維持・強化といった、大学

の経営戦略上の観点から優先順位を考慮して計画し、市民への説明責任を果

たすとともに、施設整備による研究成果等の市民への還元にも配慮されたい。 

 

 

【評価】 

 その他業務運営に関する重要事項について、意見・指摘すべき事項も見受け

られるが、計画として掲げたすべての項目に取り組んでおり、計画を着実に実

行している。また、広報活動の充実に向けた積極的な取組など、総合的に勘案

した結果、中期計画の進行状況は、○○○○○と認められる。 
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Ⅲ 結び 

 

 ・本評価委員会として、２回目の業務実績評価であるが、大学を取り巻く社

会情勢、また設立団体である大阪市の行財政状況も依然厳しいなか、中期目

標期間の第１ステップである２年間を、理事長のリーダーシップのもと、新

しい枠組みを構築し、さまざまな取組が積極的に行われたことについて、前

回同様評価するものである。 

 ・平成 20 年度から、目標・計画の実施・達成に向けた具体的な取組を推進し

ていくうえで、この２年間における取組は、極めて重要な意味を持つ。 

・日本 大の公立大学として、激しい大学間競争を勝ち抜いていくためには、

構築された体制・制度を効率的・効果的に運用し、法人化のメリットである

組織・予算・人事等の柔軟性、機動性を充分に活用して、市立大学の存在感

を対外的に発揮していかなければならない。 

・今回、本委員会として、以上の点を考慮し、昨年度も言及した経営戦略の明

確化、ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）→実施（Do）→点検（Check）→改

善（Act））の確立・推進をより一層意識する形で意見・指摘を行った。 

 ・法人化２年目として、厳しい意見・指摘もあるが、今回の評価結果を今後

の大阪市立大学の一層の活性化と発展のため 大限活用されることを期待

する。 

 ・本委員会としても、今回の評価を踏まえ、次年度以降の評価の充実を図っ

てまいりたい。 

 ・また、大阪市立大学では平成 20 年度に認証評価機関による評価を受けてい

る。教育・研究等の質の向上を達成するための取組の評価は、教育・研究の

特性に配慮して、この認証評価を踏まえることとしており、本委員会として

もその評価結果に注目してまいりたい。 
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業務実績報告書における公立大学法人の自己評価集計表（参考） 参考資料１

特に進捗している 進捗している 概ね進捗している
実施にあたって
課題がある 項目数

Ⅰ
　
教
育
研
究
等
の
質
の
向
上

を
達
成
す
る
た
め
の
措
置

１　教育に関する措置 23 65 6 0 94

２　研究に関する措置 4 35 3 4 46

３　社会貢献に関する措置 13 54 5 0 72

４　附属病院に関する措置 2 11 2 0 15

小　　計 42 165 16 4 227

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関
する措置

0 14 2 0 16

Ⅲ　財務内容の改善に関する措置 0 9 2 0 11

Ⅳ　自己点検・評価及び当該情報の公
開等に関する事項

0 8 2 0 10

Ⅴ　その他業務運営に関する重要事
項

1 17 1 1 20

合　　　計 43 213 23 5 284
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平成１９年度財務諸表の概要 資料２－２

（単位：億円）

キャッシュフロー計算書 貸借対照表 損益計算書 行政サービス実施コスト計算書

資産 負債
1212 305

支出 期首残高 固定資産 費用 行政サービス
459 1109 資産見返負債 経常費用 経常収益 444 実施コスト

(土地) 172 442 443 240
65 385 長期寄附金債務

収入 (建物) 27 教育経費 運営費交付金
447 506 長期借入金 17 収益 　　　   157

(工具器具備品) 13 研究経費 資産見返負債
50 長期リース債務 24 戻入 　　　　　12

(図書) 16 診療経費
133 運営費交付金債務 125

(その他) 4 人件費
35 未払金 244

52 一般管理費
その他 16 運営費交付金外

21 その他 収益 　　　　274 自己収入等
16 (学生納付金)

51
(附属病院収益)

流動資産 資本 197 273
103 907 (受託研究・事業

(未収附属病院収入) 資本金 等収益 　　　　　7
42 982 (寄附金収益)

(その他) 資本剰余金 6 損益外減価
5 -102 (その他) 償却 46

期末残高 (現金預金) 13 引当外退職
利益剰余金 経常利益　　  1 給付見込  4

53 56 27 臨時損失        2 臨時利益         2 機会費用 　   19

※別途定期預金　３ ※利益剰余金内訳
　・目的積立金：26
　・当期総利益：  1
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