
公立大学法人大阪市立大学中期目標（平成24～29年度）骨子（案） 資料１－５

前文（基本的な考え方） 前文（基本的な考え方）

１　大阪市立大学の理念

・

・

・

・

２　大学経営の理念 ・

・

Ⅰ　中期目標期間 Ⅰ　中期目標期間

「国立大学のコピーであってはならない」という建
学の精神に改めて立ち返り、偏差値だけで選ば
れるのではなく、積極的に入学したい大学

　理事長は、教職員が一体となって大学経営
に取り組む体制を構築するとともに、学長とし
て、大学活動の全般にわたって最大の効果を
生むためにリーダーシップを発揮する。 広報力の強化、地域貢献ランキングの向上などを

通じて、大学の見える化

　こうした取り組みを通じて、大学の組織としてのプレ
ゼンスの向上のためには、教職員一人一人が責任を
負っている。こうした共通認識のもと、学長兼理事長
のリーダーシップにより、目標達成に向け取り組む

現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

　公立大学法人大阪市立大学は、次の理念に基
づき、大阪市立大学の設置及び管理を行う。

（大学を取り巻く社会・経済状況、求められる今日的
役割等の記載）前文の内容、取り扱

いについては、設立団
体である大阪市が大
阪市立大学へ要請す
る事柄という意味合い
で整理する。

大学の理念、使命と
いった内容について
は、大学憲章に記載
内容があること、中期
目標は、６年間の行
動指針であることを踏
まえて、割愛する。

　以上のような、今後大阪市立大学が果たすべき役
割に鑑み、設立団体として以下に示す視点に沿って
法人（大学）運営を推進することを求める。

　優れた人材の育成と真理の探究という大学と
しての普遍的な使命を果たすとともに、人とそ
の活動が集積する都市を学問創造の場として
とらえ、都市の諸問題に英知を結集して正面
から取り組み、その成果を都市と市民に還元
することにより、地域社会ひいては国際社会の
発展に寄与する、市民の誇りとなる大学を目
指す。
  また、都市型総合大学として、都市・大阪の
伝統と文化を継承するとともに、既成の学問の
枠にとらわれない自由で創造的な教育と研究
及び高水準の医療を通じ、市民とともに、都市
の文化、経済、産業、医療等の諸機能の向上
を図り、真の豊かさの実現を目指す。

大阪市経済成長戦略へのコミットなど、大都市大
阪と市民に貢献する大学

都市を学問創造の場として捉え、都市の諸課題に
取り組む都市型総合大学

３つの重点戦略事項（都市科学分野研究とシンク
タンク機能、高度専門職をめざす社会人の育成、
国際力の強化）

数尐ない総合大学としての魅力、強みを最大限に
発揮するための事業展開

平成18年度から平成23年度までの６年間 平成24年度から平成29年度までの６年間
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現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標 １　教育に関する目標

（１）　教育の基本方針 学生受入方針

・ ・

・

教育内容

・ ・

（２）　教育の内容

①人材育成の目標

ア　学士課程 ・ ・

イ　大学院課程 ・

②アドミッション・ポリシー

③入学者選抜 ・ ・

④学部教育

⑤大学院教育 ・ ・

⑥社会人教育

⑦厳正な成績評価 ・

⑧教育力の向上 ・ ・

⑨教育の成果の検証

（３）　教育の実施体制 教育の推進体制

①教育組織の整備 ・

②ITの活用

③教育施設及び設備の整備 ・

（４）　学生への支援

①学生支援体制の整備

②学習の支援 学生への支援

③学生生活の支援 ・ ・

④進路選択の支援

社会人教育の強化を図り、社会の各分野で指
導的役割を果たす高度専門的な社会人を育
成する

文学部における大阪観光ツアーコンダクター育成

創造都市研究科における３セクター協働によ
る地域活性化人材の育成等

外国語でのコミュニケーション能力、異文化理
解・活用力をもつグローバル人材を育成する。

初年次、２年次における英語での授業、英語
を使用した授業の拡充

視野の広い高度専門職の育成やポスドクのあ
り方など大学院教育のあり方の検討と充実を
図る

大学院における全学的共通教育や他研究科
との相互単位取得の検討

ポスドク、ＯＤの育成と活用方法の検討

基本方針について
は、具体的記載内容
とする考え方から、次
期中期目標について
は、記載しないことと
する

　大阪市立大学における教育は、都市・大阪
を背景とした市民の大学という理念に立脚し
つつ、人類の幸福と発展に貢献するため、さま
ざまな分野において指導的役割を果たし、社
会で活躍する人材を育成することを目標とす
る。

各学部・研究科は、人材育成の目標像と明確
なアドミッションポリシーに基づき、優れた資質
を有する学生を、広く国内外から受け入れる
（志願者数、中退率等の数値目標の検討）

オープンキャンパスの充実など入試広報の強化

留学生確保の取り組みと支援の充実

初年次教育の充実とともに専門教育との連携
を強め、実行力や発信力の強化などキャリア
支援まで一貫した教育を推進する

キャリアデザインシステムの構築と全学利用

大学における教育に
関する取組の全てを
網羅的に記載するの
ではなく、これまでの評
価においてあきらかに
なった課題や、重点
的に取り組むべき事
項などを中心に記載
する。

大阪市の中等教育機関との連携を強化し、一
貫した人材育成のしくみづくりに取り組む

咲くやこの花中学校・高等学校との接続教育
（学習の動機付けやキャリア教育、カリキュラム
作成の協力等）

学生の学習活動に対して厳格にして適切な成
績評価を行う

教員は常に自己研鑽に努め、教育能力の向
上をめざすとともに、教育の成果及び効果の
検証を行い改善を図る

学生サポートセンターを中心に、教育・生活・
就職など学生支援の充実を図る

学生サポートセンターの機能検証と充実
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現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

２　研究に関する目標 ２　研究に関する目標

（１）　研究の基本方針 研究内容

①卓越した研究拠点の形成 ・ ・

②地域社会との連携

③産業の諸分野との連携

（２）　研究の実施体制 ・

①大学の特色となる研究の推進 ・

②各研究科における研究の推進 ・ ・

③都市に関する総合的な研究の推進 ・

④他の研究機関との連携

・

研究の推進体制

・ ・

・

・

・

・

基本方針について
は、具体的記載内容
とする考え方から、次
期中期目標について
は、記載しないことと
する

大阪市のシンクタンク機能強化の観点から、研
究科の枠を超えた「都市科学」研究の充実を
図る

都市防災研究、生活保護研究、予防医療・抗
疲労研究、クリエイティブデザイン研究等重点
研究の充実

（研究費、受託研究等の数値目標の検討） 都市研究プラザのＧ－ＣＯＥ後の研究展開

複合先端研究機構における都市環境研究

大学における研究活
動を網羅的に記載す
るのではなく、これまで
の評価においてあきら
かになった課題や、重
点的に取り組むべき
事項などを中心に記
載する。

卒業留学生や研究者交流のネットワーク拠点
の構築など、国際交流の活性化を推進する

卒業留学生組織の設立とネットワーク化の推進

国際研究交流ネットワーク化と本学のハブ化、
若手研究者・学生の海外派遣の推進

国際学術交流拠点「国際交流プラザ」の設置 

大阪市の都市問題に関する研究等の重点的
な研究や若手研究者への支援の充実など特
別研究経費の改編と研究評価制度を構築す
る

重点研究の制度見直し

都市問題研究の見直し

新産業創生研究の見直し

特定研究奨励費の見直し

研究活動の公表促進を図り、第三者評価を積
極的に受け、研究の推進に資する外部資金
獲得を推進する
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現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

３　社会貢献に関する目標 ３　地域貢献に関する目標

３－１地域貢献 地域貢献の内容

（１）　地域貢献の推進体制 ・ ・

（２）　地域貢献の活性化

①人材の育成 ・

②高校等との連携

③地域社会との連携 ・ ・

④産業界との連携 ・

⑤都市・大阪のシンクタンク ・ ・

・ ・

・

地域貢献の推進体制

・ ・

４　産学連携に関する目標

産学連携の内容

・ ・

・

・ ・

「社会貢献」について
も、これまでの評価に
おいてあきらかになった
課題や、重点的に取
り組むべき事項などを
中心に記載する。

また地域貢献とは別
に、産学連携に関す
る目標を独立して設
け、取組を強化する
観点で目標を設定す
る。

大阪市のシンクタンクとして、経済成長戦略に
積極的に関与し、市の政策課題に取り組み、
政策提言を行う

大阪市のニーズと教員の研究テーマをマッチ
ングさせる窓口の設置

工学研究科による大阪市職員の技術研修と人
材交流

大阪市が設置する研究機関や市立病院群と
の連携を強め、研究成果を都市と市民へ還元

博物館協会との連携協定締結と連携促進

大阪市立の研究機関との連携促進　

地域における人材育成の一環として、初等・中
等教育に広く大学の知に触れる機会の充実

都市研究など大学の先端的研究と関連産業と
の共同研究等を促進し最先端産業の発展を
推進する。

産学連携拠点「産学交流プラザ」の設置

複合先端研究機構のグリーンエネルギーの実
用化等の先進的な産官学連携の推進

金融機関との連携強化とともに地域の中小企
業との連携強化により地域産業の活性化を促
進する。

小規模第三次産業（飲食、小売、介護等）との
連携と支援の強化

生活科学部のＱＯＬプロモーター育成の理念
を活用した大阪市の小中学校における地域力
活性化リーダー育成への参画

高度な専門的知識や研究成果を積極的に発
信し、市民の生涯教育の拠点としての役割を
果たすとともに、地域で活躍する人材育成に
寄与する

地域連携センターにおける公開講座等の一元
化による「市民大学」構想の具体化

市民広報推進する「市民交流プラザ」の設置

総合的かつ組織的に遂行し、的確に情報発
信できる体制の整備

地域貢献推進体制の強化（地域連携センター
設置）と広報との連携
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現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

３－２　国際貢献 （項目削除）

（１）　国際貢献の基本方針

（２）　国際貢献の実施体制

４　附属病院に関する目標 ５　附属病院に関する目標

（１）　附属病院の基本方針 附属病院の運営

（２）　附属病院の運営体制 ・

・

・ ・

・ ・

国際貢献について
は、教育、研究活動
の両方にまたがるた
め、独立した項目立
てにはしないこととする

基本方針について
は、具体的記載内容
とする考え方から、次
期中期目標について
は、記載しないことと
する

患者本位の安全で高質な医療と先進医療を
提供し、市民の健康と地域医療の向上に寄与
する

大学病院の人的・技術的資源を活かし、市民
の健康づくりに積極的に寄与する

人間性豊かで質の高い医療人を育成する 高度な技術と専門性を習得した国際性豊かな
医療人の育成運営費交付金の数

値目標設定に伴い、
法人運営に大きな影
響を与える附属病院
の経営についても、経
営の自主性を尊重し
つつ、可能な限り数
値目標を設定する。

経営の効率化をさらに進めるとともに経営基盤
を強化し、安定的な病院運営を図る

具体的数値目標を設定した経営改善

（病床利用率●％等の数値目標の検討）
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現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標 Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

１　教育研究体制等の改善 大学組織の効率化及び活性化

（１）　柔軟な組織編成 ・

（２）　教育研究等の支援体制の充実

２　人事制度の改善 ・

３　予算制度の改善

４　業務執行の改善 人材育成

（１）　サービス機能の強化 ・

（２）　業務の効率化 ・

自律運営の改善

・

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標 Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

１　自己収入の改善 財務基盤の強化

２　経費の抑制 ・

３　資産の活用

・ ・

・

運営費交付金（例：毎年●％削減、運営費交
付金比率●％）の数値目標の検討

寄付金、産学連携活動の充実により外部資金
確保（例：毎年約●億円）の数値目標の検討

大学施設の地元利用促進

大学経営全般を点検し経費の節減を図るとと
もに、資産の有効活用等により効率的な運営
に努める。

法人化後の制度設
計が一段落し、これま
での評価においてあき
らかになった課題等を
中心に記載する。

学長のリーダーシップを発揮し、組織ガバナン
ス向上のための経営組織の構築

大学運営を一体的として進めるための、各学
部・研究科における執行体制の確立

従来の教員と職員の役割分担にとらわれず、
職員の職能開発を進め、大学の様々な分野
において専門性を備えた職員の育成

法人固有の人事・給与制度の構築

より自律した運営が可能となるよう、公立大学
法人としての様々な制約の撤廃等へ向け、関
係機関とも連携して取り組む。
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現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子 次期中期計画骨子

１　評価制度の確立 点検と評価

２　改善の実施 ・

情報公開と広報

・ ・

情報管理

・ ・

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標 Ⅵ　その他業務運営に関する目標

１　人権の尊重及び法令の遵守等 法令順守等

２　情報公開等の推進 ・

３　施設及び設備の管理、整備及び活用

４　安全の確保等

安全、環境管理

・ ・

・

大学連携の強化

・ ・

・

支援組織の構築

・

Ⅴ　自己点検及び評価並びに当該情報の公開等に関する事項 Ⅴ　自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標

卒業生組織や保護者など関係者との連携を
強め、大学支援のネットワークを構築する。

都市型総合大学の社会的責務として、耐震補
強対策や化学物質の適正管理など安全快適
な教育研究環境の整備の推進と、様々な危機
に対応する危機管理体制の構築。

耐震化の計画的実施など標準装備の確保

海外渡航の危機管理のマニュアル化など危機
管理対応の充実

指定都市が設置する大学を始めとする国内外
で提携を結ぶ諸大学との連携を強化し、人的
交流の促進や連携事業の充実により共通課
題の解決や相互発展を図る。

海外の提携諸大学との人的交流促進

国内提携大学との提携事業の実施等

教員の教育研究活動や大学の業務運営全般
について、自己点検・評価活動を継続して実
施し、活動の改善・改革へのインセンティブに
なるよう活用する。

大学の各種情報の一元管理と共有化を図り、
大学のステータスを高めるために機に応じた
効果的な戦略的広報を展開し、大学の「見え
る化」に努める。

大学情報の一元管理と公開による大学の「見
える化」、機に応じた戦略的広報。

情報ネットワークシステムなど情報資産の充実
を図るとともに、適切なセキュリティ管理のもと
学内外で利用しやすい情報環境を整備する。

学内統合管理システムの構築による利便性充
実とセキュリティ強化

すべての大学活動において、法令遵守や人
権尊重の視点にたった業務遂行の徹底など
社会的責任を果たす。
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