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基本情報
●

法人名称

公立大学法人大阪

●

設立年月日

2019年4月1日

●

所在地

大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-601号

Corporate Name
●

Date of Establishment
●

Location
●

University Public Corporation Osaka

1-2-7-601 Asahi-machi,Abeno-ku,Osaka-city

大阪府、大阪市

設置大学等

大阪府立大学

Governing Universities
and Institutions

●

Osaka Prefecture University
●

大阪府立大学工業高等専門学校

Osaka Prefecture University College of Technology

●

資本金

1,759億3,265万6,777円

職員数

1,807人

Capital Stock
●

Number of Staff

（2020年5月1日現在）

●

副理事長（大阪府立大学長）
：辰巳砂

昌弘

副理事長
（大阪市立大学長）
：荒川

哲男

理事
（総務、財務担当）
：松井

芳和

Executive Director（General Affairs / Budget Management）:
MATSUI Yoshikazu

理事
（人事、経営戦略担当）
：神田

幹夫

Executive Director（Personnel / Management Strategy）:
KANDA Mikio

理事
（社会・学学連携、情報、高専担当）
：辻

洋

Executive Director
(Community and Academic Collaboration, Information, College of Technology):
TSUJI Hiroshi

175,932,656,777 yen
1,807

良記

Vice Chairperson (President of Osaka City University):
ARAKAWA Tetsuo
●

Osaka City University

理事長：西澤

Vice Chairperson (President of Osaka Prefecture University):
TATSUMISAGO Masahiro

Osaka Prefecture, Osaka City

大阪市立大学

Board Members

Chairperson: NISHIZAWA Yoshiki

April 1, 2019

設立団体

Founders
●

役員

Basic Information

●

𠮷一

理事
（新大学設置準備担当）
：田頭

Executive Director (New University Planning) :
TAGASHIRA Yoshikazu

(As of May 1, 2020)

●

理事
（病院経営担当）
：平田

一人

Executive Director (University Hospital Management) :
HIRATA Kazuto
●

理事
（渉外担当）
（非常勤）
：相良

暁

Executive Director (Public Relations) (Part-time) :
SAGARA Gyo
●

監事
（非常勤）
：西田

正吾

監事
（非常勤）
：白井

弘

Auditors: NISHIDA Shogo
●

Auditors: SHIRAI Hiroshi

理事長からのメッセージ

A Message from the Chairman of the Board

公立大学法人大阪は公立大学法人大阪府立大学と公立大学法人大阪市立大学の新設合併により
2019年4月に設立されました。統合により、
２大学・1高専のシナジー効果を発揮し、人材の育成や高
度な研究推進を通じ、大阪の発展への貢献と社会への還元を目指し日々精進しております。
に決定し、新大学の学長予
2020年6月には、2022年度に設置予定の新大学名称が
「大阪公立大学※」
定者選出・設置認可の申請等、教職員一丸となって新大学の設置に向けて準備を進めております。
大阪公立大学は、11学部・1学域、15研究科の幅広い学問領域を擁し、学生数約16,000人の日本最
大規模の公立大学です。多彩な学問領域の融合により創出される新たな教育・研究を大都市の立地を
生かして展開し、従来の 公立大学 の枠を超え、大阪の飛躍に貢献する
「知の拠点」
をめざし、魅力ある
新大学を実現して参ります。
今後の社会の変革に向い、大阪から地域の高等教育の中核となる公立大学の新たな大学像を示すこ
とにより、
わが国の高等教育改革の魁としての役割を果たしていく所存です。
（2020年9月）
※設置認可申請を本年10月末に行い、来年度に認可を受ける予定です。

西澤

良記

NISHIZAWA Yoshiki

University Public Corporation Osaka (UPC-Osaka) was established in April 2019 as a result of the merger of the UPC-Osaka Prefectural University
and UPC-Osaka City University. Every day, we strive to tap into the synergistic effects produced by the merger of two universities and one technical
college and give back to society through the development of human resources and the promotion of advanced research.
In June 2020, it was determined that the new university to be established in the 2022 fiscal year would be named “University of Osaka*.” Our faculty
members are working together to prepare for the foundation of the new university with initiatives such as selection of candidates for the university’s
president and approval applications to establish the university.
University of Osaka is the largest public university in Japan with approximately 16,000 students, with academic areas covering 11 departments,
one academic field, and 15 graduate schools. We will leverage our metropolitan location to develop new education and research created through
the fusion of a wide range of academic disciplines, aiming to become an “intellectual hub” that transcends the traditional framework of a public
university. We will create an appealing new concept of a university that contributes to the advancement of Osaka, Japan,and the world.
As we move toward social change in the future, we intend to fulfill our role as a pioneer of higher education reforms in Japan by presenting a new
image of a public university that will serve as the core of higher education not only in Osaka but in Japan as a whole.(September 2020)
*The application for approval to establish the university will be filed at the end of October this year, and approval is expected to be obtained in the next fiscal year.

大阪府立大学(OPU)

Osaka Prefecture University

学域 College
現代システム科学域 Sustainable System Sciences
Engineering
工学域
生命環境科学域 Life, Environment,
and Advanced Sciences

地域保健学域

Health and Human Sciences

大学院 Graduate School
Engineering
工学研究科
生命環境科学研究科 Life and Environmental

学長 辰巳砂

昌弘

President TATSUMISAGO Masahiro

Sciences

Science
理学系研究科
Economics
経済学研究科
人間社会システム科学研究科

Humanities and
Sustainable System Sciences

（2020年5月1日現在）

Nursing
看護学研究科
総合リハビリテーション学研究科

Comprehensive Rehabilitation

(As of May 1, 2020)
●

学生数 Number of students
学域：5,902人

教育研究組織・附属施設 Educational Research Organization

大阪府立大学のルーツは、1883年
（明治16
年）
に大阪獣医学講習所が設置されたところ
まで遡ることができ、2018年には 創基135
年 を迎えました。開学以来、常に時代を先導
する教育・研究拠点を目指して発展してきまし
た。世界の研究型大学の変革の起点となり、地
域に信頼される知の拠点となるべき基本理念
を表す言葉として、高度研究型大学
「世界に翔
く地域の信頼拠点」
を掲げています。現在は4
学域13学類の体制を導入し、専門の枠に捉わ
れない分野横断的な学びを実現しています。
Osaka Prefecture University had started as a training
school for veterinary sciences which was founded in
1883. In 2018, we celebrated its 135 years
anniversary. Ever since it’s foundation, OPU has
continuously strove to become a world-leading
research and educational center. The founding
principle of OPU is to be “an advanced research
university; a regional base of trust that spreads its
wings to the world.” It intends to be a pioneer of the
reconstruction of the research universities across
the world, as well as be a regional center of
knowledge. It currently has four colleges and 13
schools providing interdisciplinary education that is
not confined to majors and specializations.

College: 5,902

大学院：1,803人

Graduate School : 1,803
●

教員数：643人

Number of teachers : 643

大阪市立大学（OCU) Osaka City University
学部 Faculty
商学部
経済学部
法学部
文学部
理学部
工学部
医学部
生活科学部

学長 荒川

哲男

President ARAKAWA Tetsuo

（2020年5月1日現在）
(As of May 1, 2020)
●

学生数 Number of students
学部：6,598人
Faculty : 6,598

大学院：1,708人

Graduate School : 1,708
●

教員数：734人

Number of teachers : 734

Business
Economics
Law
Literature and Human Sciences
Science
Engineering
Medicine
Human Life Science

大学院 Graduate School
経営学研究科
経済学研究科
法学研究科
文学研究科
理学研究科
工学研究科
医学研究科
看護学研究科
生活科学研究科
都市経営研究科

Business
Economics
Law
Literature and Human Sciences
Science
Engineering
Medicine
Nursing
Human Life Science
Urban Management

（募集停止 admission-stop）

創造都市研究科 Creative Cities

教育研究組織・附属施設 Educational Research Organization

大阪市立大学は、1880年
（明治13年）
に開所
された大阪商業講習所を源流とする我が国
最初の市立の大学です。2020年で創立140
年を迎えました。
「大学は都市とともにあり、都
市は大学とともにある」
という建学の精神の
もと、グローバルな都市研究の創造拠点とし
て、都市の多面的な課題に先端的研究で取り
組んでいます。
「 笑顔あふれる知と健康のグ
ローカル拠点」
をスローガンに、8学部11研究
科をもつ総合大学ならではの幅広い
「知」
を最
大限に結集し、強い大阪を創っていく牽引力
となるよう取り組んでいます。
Osaka City University is Japan's first municipal
university, tracing its beginnings back to the 1880
founding of Osaka Commercial Training Institute. It
celebrated its 140th anniversary in 2020. The
founding principle of OCU is, " The University exists
with the City, and the City exists with the University“.
Based on this principle, OCU, a global center of
excellence for urban research, is promoting
advanced researches tackling multidimensional
urban problems. Its new slogan is,“Glocal hub of
wisdom and wellness filled with smiles”. As a
comprehensive university with eight undergraduate
and 11 graduate schools, it contains the wisdom of
an entire university, and acts as a driving force for
developing a “strong Osaka”.

大阪市立大学医学部附属病院

大阪府立大学工業高等専門学校(OPUCT)

Osaka City University Hospital

Osaka Prefecture University College of Technology
本科

大阪市立大学医学部附属病院は、1925(大
正14)年、大阪市立市民病院として開設され、
1955(昭和30)年に医学部附属病院となりま
した。医学部建学の精神である
「智・仁・勇」
に
基づき、
「 市民の健康に寄与する質の高い医
療の提供」
「こころ豊かで信頼される医療人の
育成」
「 医療の進歩のたゆまぬ努力を続ける
こと」
を病院理念としています。

病院長 平田

一人

（2020年5月1日現在）
(As of May 1, 2020)

許可病床数：972床

●

専攻科

Advanced Course

Osaka City University Hospital was established as
Osaka City Municipal Hospital in 1925.It was renamed
Osaka City University Hospital in 1955. It stands on,
“Wisdom, Valor, and Benevolence,” the basic
principles of Medical School, Osaka City University.
We set a) “Providing high quality medical care for
public health,” b) “Fostering reliable and hearty
medical personnel,” and c) “Continuous and tireless
contribution to the advancement of medical
treatments, as our hospital management philosophy.

President HIRATA Kazuto

校長 東

本科：820人

Regular Course : 820

専攻科：43人

Advanced Course : 43
●

Medical departments : 37

財務情報
●

健司

（2020年5月1日現在）(As of May 1, 2020)
● 学生数 Number of students

診療科数：37診療科

教員数：66人

Number of teachers : 66

Osaka Prefecture University College of Technology was
established in 1963 as Osaka Prefecture Institute of
Technology with the purpose of fostering personnel who can
adapt themselves to the rapid progress of science and
technology in the era of high economic growth. Located in
Osaka, the city of “monozukuri”, or manufacturing, OPUCT
aims to foster creativity and integrity in practical engineers
by providing specialized engineering education. Our mission
is to contribute to the development of the local industry by
utilizing our educational and research resources.

Financial information

2020年度予算 Budget 2020
項目

収

総合工学システム専攻

Department of Technological Systems

大阪府立大学工業高等専門学校は、高度経済成長期
に科学技術の進展に即応できる人材養成のため、
1963年
（昭和38年）
に大阪府立工業高等専門学校と
して設立されました。ものづくりの街大阪において、
深く専門の学芸を教授し、創造力と高い倫理観のあ
る実践的技術者を養成することを目的とし、その教育
及び研究の機能を活かして、地域及び産業の発展に
寄与することを使命としています。

President HIGASHI Kenji

Designated Number of
beds : 972

●

総合工学システム学科

Regular Course Department of Technological Systems

（単位 Unit:：百万円 one million yen)
法人計

Item

項目

Total

入 Revenue

支

運営費交付金

業務費

26,926

Management expense grants

施設整備費補助金

施設・設備整備費

6,767

産学・寄附金等経費

4,167

Facility maintenance expenses

学生納付金

10,511

Industry-academia research/donation costs

附属病院収入

33,746

Subsidy expenses

Student tuition
Hospital revenue

雑収入

1,595

産学・寄附金等収入

4,167

Miscellaneous income
Industry-academia research/donations

補助金等収入

長期借入金収入

1,680

目的積立金取崩

2,048

Income from Long-term debt
Withdrawal of reserves for specific purposes

補助金等収入
Incomes from subsidies
1%

長期借入金償還金

807
86,212

計 Total

※本表の数値は単位未満を四捨五入しているため、合計と内訳の計が一致しない場合があります。
* Figures in this table are rounded to the nearest unit, the total may not match the breakdown.

雑収入
Miscellaneous
income
2%
附属病院収入
Hospital revenue
39%

産学・寄附金等経費
Industry-academia
research
/donation costs
5%

長期借入金収入
Income from Long-term debt
2%

産学・寄附金等収入
Industry-academia
research/donations
5%

Revenue

680

86,212

計 Total

収入

補助金等

Long-term debt repayment

680

Incomes from subsidies

Total

73,792

Operating expenses

4,858

Facility maintenance grants

法人計

Item

出 Expenses

目的積立金取崩
Withdrawal of reserves
for specific purposes
2%
運営費交付金
Management
expenses grants
31%

学生納付金
Student tuition
12%

補助金等
Subsidy expenses
1%
長期借入金償還金
Long-term debt
repayment
1%

施設・設備整備費
Facility maintenance
expenses
8%

施設整備費補助金
Facility
maintenance grants
6%

業務費
Operating expenses
85%

支出

Expenses

公立大学法人大阪の理念
●

Philosophy of University Public Corporation Osaka

法人の目的 Mission of the Corporation

豊かな人間性と高い知性を備え応用力や実践力に富む優れた人材の育成と真理の探究を使命とし、広い分野の総合的な知識と高
度な専門的学術を教授研究するとともに、都市を学問創造の場と捉え、社会の諸問題について英知を結集し、併せて地域・産業界と
の連携のもと高度な研究を推進し、その成果を社会へ還元することにより、地域社会及び国際社会の発展に寄与します。
このため、大阪府立大学、大阪市立大学、大阪府立大学工業高等専門学校を設置し、管理運営を行ってまいります。
Our mission is to foster rich humanity and high intelligence in the talented human resources who own excellent applied and practical skills. We
aim to search for the truth, teach comprehensive knowledge ,and promote highly specialized research in a wide range of fields. We regard cities
as an academic platform, and promote high level research activities by combining the knowledge of social issues in collaboration with
communities and industries. By sharing these achievements with the public, we contribute to the development of both local and global
communities.

３つの重点目標のもと、取組みを進めます
Our Challenge under the Three Key Goals

先端的・異分野融合型研究の
推進による
高度研究型大学の実現
Create an advanced research
university by promoting advanced
and leading-edge interdisciplinary
research

都市問題の解決や
応用力や実践力を備えた

産業競争力の強化による

国際力豊かな高度人材の育成

大阪の発展への貢献

Foster strong international, applied,
and practical skills in our highly
skilled personnel

Contribute to the development of
Osaka by solving urban problems and
strengthening industrial
competitiveness

今後の取組み
Future Plans

３つの重点目標の実現とあわせて、
●

２大学・１高専における、
これまでの様々な取組や活動成果の継承・発展

「都市シンクタンク」
と
「技術インキュベーション」
の二つの新たな機能の充実・強化

●
●

大学業務における連携・共同化等、府大と市大との統合による新大学実現に向けた準備

などを進め、
一つの新たな法人のもとガバナンスを強化し、
新しい価値を創造することにより、
府大、
市大、
高専のさらなる価値向上を
図っていきます。
Together with the realization of the three priority goals, we tackle:

・ Succession and further promotion of various efforts and activity results at the Osaka Prefecture University (OPU), Osaka City University (OCU),
and Osaka Prefecture University College of Technology (OPUCT).

・ Empowerment and enhancement of the two new functions: “Urban Think Tank” and “Technology Incubation”

・ Preparing for a new university by merging OPU and OCU, through cooperation and collaboration in university operations
By promoting these plans, as well as strengthening governance under one new corporation, and creating new values, we will work to further enhance
the value of OPU, OCU and OPUCT.

所在地

Location

(Abeno-ku, Osaka City）
（大阪市阿倍野区）

【大阪府立大学】I-siteなんば
（大阪市浪速区）
I-site Namba (Naniwa-ku, Osaka City)

●

（寝屋川市）(Neyagawa City)

経済学研究科サテライト教室

Economics –Namba Satellite(Crassroom)

杉本キャンパス
（大阪市住吉区）

【大阪市立大学】梅田サテライト
（大阪市北区）

Sugimoto Campus (Sumiyoshi-ku, Osaka City)
●

●

●

Umeda Satellite (Kita-ku, Osaka City)

商学部/経営学研究科

Business

●

Economics

●

都市経営研究科

Urban Management

経済学部/経済学研究科

創造都市研究科

Creative Cities

法学部/法学研究科

Law
●

文学部/文学研究科

Literature and Human Sciences
●

理学部/理学研究科

【大阪市立大学】あべのキャンパス
（大阪市阿倍野区）

Science
●

Engineering
●

Abeno Campus (Abeno-ku, Osaka City)

工学部/工学研究科
生活科学部/生活科学研究科

Human Life Science

大阪

●

OSAKA

●

医学部看護学科/看護学研究科

Nursing
●

【大阪府立大学】りんくうキャンパス
（泉佐野市）

医学部附属病院

University Hospital

Rinku Campus (Izumisano City)

●

医学部医学科/医学研究科

Medicine

生命環境科学域獣医学類
生命環境科学研究科獣医学専攻

Life, Environment, and Advanced Sciences
Life and Environmental Sciences
/ Veterinary Science

【大阪府立大学】羽曳野キャンパス
（羽曳野市）
Habikino Campus (Habikino City)

中百舌鳥キャンパス
（堺市中区）

Nakamozu Campus (Naka-ku, Sakai City)
●

●

地域保健学域
（看護学類・総合リハビリテーション学類）
看護学研究科・総合リハビリテーション学研究科
Nursing / Comprehensive Rehabilitation

現代システム科学域

Sustainable System Sciences
●

工学域

Engineering
●

生命環境科学域

Life, Environment, and Advanced Sciences
●

地域保健学域

Health and Human Sciences
●

工学研究科

Engineering
●

生命環境科学研究科

Life and Environmental Sciences
●

理学系研究科

Science
●

経済学研究科

Economics
●

人間社会システム科学研究科

Humanities and Sustainable System Sciences
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