
公立大学法人大阪市立大学第二期中期計画骨子（案） 資料２－３

中期目標（素案） 事項 担当

1 入試広報 ・入試担当
・各学部・研究科
・広報担当

2 入学者選抜 ・入試担当
・各学部・研究科

3 留学生の確保と育
成

・国際化戦略本部
・教育推進本部
・広報担当

4 人材育成方針等の
発信

・教育推進本部
・各学部・研究科

5 キャリア支援 ・就職担当
・各学部・研究科

6 学士課程教育 ・教育推進本部
・各学部・研究科

7 大学院教育 ・教育推進本部
・各学部・研究科

8 若手研究者養成等 ・教育推進本部
・研究推進本部

中期計画骨子（案）

・アドミッションポリシーに加えて、ディプロマポリシーと学生受入から学位授
与まで視野に入れたカリキュラムポリシーの策定
・カリキュラムポリシーに基づいたカリキュラム全体像の発信

（人材育成方針及び学生受入方針）
①広い視野と高い専門性を兼ね備えた人材の育成
各学部・研究科は、学生受入方針に基づき広く国内外から学生を受け入
れ、人材育成方針をより明確に示して、さまざまな分野において指導的
役割を果たせる、広い視野と高い専門性を兼ね備えた人材を育成する。

・オープンキャンパス、進学ガイダンス、高校との連携活動等の実施
・受験者の志望動機の分析に基づく効果的な入試広報活動の充実
・戦略的入試広報体制の構築

・入学者追跡調査の分析等によるアドミッションポリシーに基づいた入学者
選抜の機能点検、選抜方法の改善

・国際化戦略本部における本学が求める留学生像の調査分析と留学生
受入計画の策定
・留学志望の外国人学生向けの広報充実と留学生への適切な支援

（教育内容）
①一貫した教育の推進
高度な教育による人材育成を一貫して推進し、学士課程教育全体の充
実を図ることにより、専門性と総合性を備え、主体的な行動力を併せ持つ
人材を育成する。

・実務経験者による講義やフィールドワークの充実、学生の特性にあわせた
キャリア支援のための「OCUキャリア・デザイン・システム」の構築
・学生自身の自立的、自律的なキャリアデザイン力の育成支援

・カリキュラムポリシーに基づく初年次から卒業年次にかけての効果的な教
育の実施

・大学院教育の環境整備として、学位取得後のキャリアパス形成支援
等、若手研究者の育成支援の実施

②高度専門職の育成及び若手研究者の養成
大学院教育の充実を図ることにより、視野の広い高度専門職を育成する
とともに、若手研究者を養成する。

・大学院教育における理学研究科の「科学のプロの育成」等、専門性の
高い研究者の養成
・柔軟なカリキュラム編成をはじめとする、大学院課程における教育・研
究支援等の充実策の検討、実施

20



中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

9 社会人教育 ・各学部・研究科

10 社会人教育（文化
人材の育成）

・文学部（文学研究科）

11 高度専門社会人の
育成

・創造都市研究科
・各学部・研究科

④中等教育機関との連携
大阪市の中等教育機関との連携を強化し、学習の動機づけやキャリア形
成等に協力することにより、大学教育につなげる一貫した人材育成を支
援する。

12 中学・高校との教
育連携

・教育推進本部
・各学部・研究科

⑤広い視野を持つ人材の育成
分野横断型履修等の充実により、総合大学の強みを活かした幅広い学
習を推進する。

13 他学部履修等の促
進

・教育推進本部
・各学部・研究科

（教育の国際化）
①グローバル人材の育成
基礎的な思考力や主体的行動力など社会で活躍するために必要な基
礎的能力に加え、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。

14 グローバル人材の
育成

・英語教育センター
・各学部・研究科
・国際化戦略本部
・教育推進本部

15 教育の評価 ・各学部・研究科
・大学教育研究セン
ター
・教育推進本部

16 学位の質保証 ・各学部・研究科
・教育推進本部

・文学部を中心とした、大阪の文化資源開発に関わる人材育成と履修証明
制度への展開

③社会人教育の強化
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。

・社会人選抜入試、科目等履修生の受入れ、長期履修学生制度等、社会
人教育諸制度の拡充

・咲くやこの花中学・高校、大阪ビジネスフロンティア高校、スーパーサイ
エンスハイスクール指定校等との教育面での連携強化

・創造都市研究科における地域活性化人材の育成、経営学研究科にお
ける社会人プロジェクト、法曹養成、医療人育成等、各研究科における
都市や地域の活性化を担う高度専門社会人の育成

・全学共通教育、専門教育、大学院教育における英語等による外国語
教育の充実、グローバル人材育成コースの設置等

・総合大学のメリットを活かした、多様な人材育成のための他学部履修等の
促進
・各授業の大学全体のカリキュラムの中での位置づけの明確化

（教育の推進体制）
①学位の質の保証
教育課程方針を明らかにし、それに基づくカリキュラム編成を行うととも
に、学生の学習成果を厳格かつ適正に評価して、各学位の質保証を図
る。

・大学教育研究センターによる各部局・組織の特長・特性・実情を踏まえた
学生の学習成果・評価に関する研究の推進、教育の評価方法の確立

・学位の質を保証するための履修体制の整備、厳正な成績評価や学位審
査に関する制度の構築
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

17 大学教育研究セン
ター

・大学教育研究セン
ター

18 教育改善・FD活動 ・大学教育研究セン
ター
・各学部・研究科
・教育推進本部

19 特色のある教育へ
の支援

・教育推進本部

20 戦略的な教育実践
のための体制整備

・教育推進本部

21 図書館機能の充実 ・学情センター

22 学生サポートセン
ター

・学務企画
・学生支援

23 学生の留学支援 ・国際化戦略本部

24 学生への経済的支
援

・学生担当

25 就職支援 ・就職担当

②教育の成果及び効果の検証・改善
「大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言」に基づき、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を検証
し、改善を図る。

・大学教育研究センターによる大学憲章及び人材育成目標に基づく学士
課程教育・大学院課程教育の実現のための企画の実施、その基礎となる調
査・研究、提言及び支援の実施

・大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言に基づく多様な教育改善･FDの自律的
活動の推進
・教育推進本部および大学教育研究センターによる部局を超えた全学的な
教育改善･支援

・競争的資金を受けるような特色ある教育に対する財政的支援

③柔軟な教育体制の構築
柔軟な教育体制を構築するとともに、各組織の機能充実を図ることによ
り、さまざまな分野で指導的役割を果たし、社会で活躍しうる優秀な人材
を育成する。

・国等の政策動向の分析検討および本学内の教育に関する情報の集約と
その分析検討を踏まえ、カリキュラムが適切に実施されるよう教育推進本部
と法人の経営戦略部門との連携強化、効果的推進体制の構築

・学術情報総合センターによる教育研究に必要な資料の整備など、学術情
報機能の充実と総合的な教育研究施設としての利便性の向上

（学生への支援）
①学生サポートセンター等による学生支援
学生サポートセンター等を中心に、学習環境、キャンパスライフ、地域貢
献活動、就職活動など、学生に対する各種取組みの充実やメンタルヘル
ス対策の強化等により、学生生活を支援する。

・学生サポートセンターによる学生サービスの効果的な実施と機能検証、学
生生活全般への支援の充実

・本学のアドミッションポリシー、設立理念および人材育成目標に即した独
自の支援制度の再構築

・国際センターにおける留学相談窓口の設置や留学情報の提供、留学
ガイダンス、留学の手引きの作成等による学生の海外留学支援の充実

・就職後のキャリア形成まで見据え、能力や考え方等の醸成を目的とする
「職業指導」の実施
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

26 学生のメンタルヘル
ス

・安全衛生管理担当

②学習支援の充実
ＩＣＴを活用した学習指導等を行うことにより、学生が明確な目的を持って
学習できるよう支援する。

27 教育に関する学生
支援等

・各学部・研究科
・大学教育研究セン
ター

28 都市科学等の重点
研究

・関係学部・研究科
・都市研究プラザ
・複合先端研究機構

29 都市研究プラザ ・都市研究プラザ

30 複合先端研究機構 ・複合先端研究機構

（研究の国際化）
①国際交流の活性化
国際協力による先端研究を推進し、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。

31 国際交流の促進 ・国際化戦略本部

32 戦略的研究経費 ・研究推進本部

33 研究者の支援・環
境改善

・研究推進本部

（学生への支援）
①学生サポートセンター等による学生支援
学生サポートセンター等を中心に、学習環境、キャンパスライフ、地域貢
献活動、就職活動など、学生に対する各種取組みの充実やメンタルヘル
ス対策の強化等により、学生生活を支援する。

・学生のメンタルヘルス相談機能の充実、教員に対する学生への対応方法
等についての支援の強化

・文学部の教育促進支援機構による進路支援等、学習相談等の体制の整
備、組織的できめ細かな学習相談等の実施
・大学教育研究センターによる各学部・研究科への教育支援のあり方に関
する研究・助言
・「OCUキャリア・デザイン・システム」を活用した教育指導

（研究内容）
①「都市科学」研究等の充実
普遍的な研究はもとより、市立大学を特徴づける独創的な研究を推進す
るとともに、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」研究等の充実を図る。

・都市型の総合大学という利点を活用した、「都市防災研究」 「健康格差
と都市の社会経済構造」等、理系と文系の融合研究も含む「都市科学」
分野の研究の重点実施

・外部資金の積極的獲得、市政課題への参画及び市の経済成長戦略へ
の関与、都市研究国際ネットワークの推進
・国内外の若手研究者の養成

・部局間交流を大学間交流として全学的視点で集約
・都市研究プラザ、複合先端研究機構、都市文化研究センター、数学研
究所などの活動や外部資金を活用した国際研究交流拠点としての発展
・国際交流の円滑な推進のための環境整備

・次世代エネルギー開発等についての最先端研究の推進
・国内外の若手研究者の養成

（研究の推進体制）
①戦略的研究の展開
戦略的研究経費の配分の改編と研究評価制度の構築により、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を充
実する。

・戦略的研究経費の抜本的見直しと本学を特徴付ける研究の重点化

・戦略的研究経費の再構築を踏まえた、若手研究者の確保や研究力強
化のための制度の検討及び実施
・男女共同参画の理念による働きやすい環境改善に向けた取組みの実
施
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

34 研究成果の公表 ・経営戦略担当
・広報担当

35 研究評価・検証 ・研究推進本部

36 シンクタンク拠点 ・地域貢献推進本部
・研究推進本部

37 大阪市職員育成と
交流

・工学部（工学研究科）
・関係学部・研究科

38 博物館等との連携 ・関係学部・研究科
・学務企画

39 大阪市の研究機関
との連携促進

・研究支援

40 公開講座 ・地域貢献推進本部

41 理学部附属植物園 ・植物園

42 都市健康・スポーツ
研究センター

・都市健康スポーツセ
ンター

43 地域住民への貢献 ・地域貢献推進本部
・安全衛生管理担当

②研究成果の公表
研究活動の公表促進を図り、外部評価を受け、研究の推進に資する外
部資金獲得を推進する。

・研究分野の特殊性に配慮した新たな評価制度の検討及び確立

・研究者データベースの充実と閲覧者との双方向性確保
・英語等の外国語による研究情報発信の充実

（地域貢献）
①シンクタンク機能の発揮
大都市固有の課題に取り組み、シンクタンクとしての機能を発揮すると共
に、地域住民のニーズに応じた活動を行うための、地域と大学との橋渡し
となる人材を配置し、地域の活性化に貢献する。

・大阪市や他の自治体の政策課題分析等、シンクタンク窓口機能の一元
化

・大阪市の人材開発センターとの連携による市職員の研修への参画
・工学部等における大阪市職員との技術交流（人材交流）の検討

②大阪市の研究機関等との連携
大阪市が設置する研究機関等との連携を強め、研究成果を都市と市民
に還元する。

・大阪市博物館協会との連携による教員・学芸員の共同研究、共同の市民
向け講座の開設

・連携大学院や人材交流など関係研究科における大阪市の研究機関との
連携の推進
・大阪市との創造的連携プロジェクトチームの活性化による総括的連携の
促進

③市民への研究成果の発信
高度な専門的知識や研究成果を積極的に発信し、市民の生涯教育や
市民サービス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。

・公開講座等の集約化及び重複した講座の整理、「市民大学(仮称)」とし
て効果的な情報発信

・全学的視点による研究会や公開講座、学部領域を超えた公開イベント等
の実施
・大阪市の関係部局や市立自然史博物館等との連携による大阪市の環
境・緑化政策への研究成果の活用

・都市健康･スポーツ研究センターによる「健康･スポーツアカデミー」の充実
・産官学の諸機関との有機的連携による市民の健康保持･増進とスポーツ
振興

・大阪市の区政戦略と連携した、区役所や地域住民との連携強化
・区民セミナー等に加え、地域の防災における役割強化や災害時の連携
体制の構築
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

44 地域小中学校との
連携

・生活科学部（生活科
学研究科）
・各学部・研究科

45 高校等との連携 ・各学部・研究科
・地域貢献推進本部
・教育推進本部

⑤地域貢献情報の発信
大学の運営方針や広報戦略と一体となって、的確に地域貢献に関する
情報を発信できる体制を整備する。

46 （仮称）地域連携セ
ンター

・地域貢献推進本部
・研究推進本部
・教育推進本部

47 都市科学分野での
産学連携

・複合先端研究機構
・都市研究プラザ
・医学部（医学研究科）
・産学連携推進本部

48 知的財産の充実と
活用

・産学連携推進本部

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

・工学部（工学研究科）
・産学連携推進本部

50 地域産業との連携
による地域の活性
化

・産学連携推進本部

51 金融機関との連携 ・産学連携推進本部

（国際化の推進体制）
①国際力の強化
国際化戦略本部を中心に、全学的に教育・研究の国際力の強化に取り
組む。

52 国際センター ・国際化戦略本部

④地域における人材育成への支援
初等・中等教育機関が、広く大学の知に触れる機会を充実させることによ
り、地域に開かれた大学として、地域における人材育成を支援する。

・大阪市の小・中学校教員の資質向上、生活科学部における地域力活性
化リーダー育成事業への参画等、地域の初等・中等教育との連携

・大阪市のシンクタンクとしての機能、高大連携機能、公開講座等の集
約機能を担う「（仮称）地域連携センター」の設置
・「地域連携センター（仮称）」と広報との連携による大学の地域貢献活
動の「見える化」の促進

・出張講義、模擬授業、公開授業などの実施による高大連携の推進と窓
口の一元化

（産学連携）
①先端的研究分野での連携
都市研究や、健康科学分野など大学の先端的研究をはじめとする様々
な分野で、関連産業との共同研究等を促進し産業の発展を推進する。

・健康科学、人工光合成の実用化、都市研究プラザでのクリエイティブ産
業の育成など、先端的テーマでの産学連携の推進
・健康科学分野での「うめきた」進出に伴う産官（公）学連携の仕組み構
築と拠点の運用
　（※前回提示の骨子案の２項目をまとめる）

・特許管理体制の構築による特許出願件数年間８０件～１2０件維持
・権利化が必要な特許の登録の促進とマーケティングなどを通じた特許の
活用

・産学連携の促進を目的とした、企業と大学との共同研究施設での「共同研
究講座」の設置
・中期計画期間内に「共同研究講座」を最低３講座開設

②地域産業との連携
地域の中小企業と研究開発、人材育成などの連携を強化することで、地
域産業の活性化を促進する。

・第三次産業をはじめとした中小企業との連携による地域の活性化及び
地域産業の発展への貢献
・民間企業との共同研究及び受託研究受取額の計画期間中の目標4億
円以上

・金融機関との連携による中小企業の顧客ニーズの把握、ベンチャー企業
への支援

・国際センターの事務体制の整備と国際化戦略本部を中心とした国際力
強化の取り組みの推進

25



中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

53 医療機能の充実 ・附属病院

54 専門医療 ・附属病院

55 患者サービスの向
上

・附属病院

②医療人の育成
医学部附属病院として、人間性豊かで質の高い医療人を育成する。

56 高度専門的な医療
人の育成

・附属病院

57 危機対応能力を備
えた医師の育成

・附属病院

58 市民の健康支援 ・附属病院

59 医療連携 ・附属病院

④安定的な病院の運営
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。

60 病院経営の改善 ・附属病院

（附属病院）
①高度・先進医療の提供
地域の拠点病院として、患者本位の安全で質の高い医療と先進医療を
提供し、市民の健康と地域医療の向上に寄与する。

・大学病院として、高度で先進的かつ良質の医療を提供するための医療機
能の充実

・がん診療連携拠点病院としての体制強化によるがんの新たな診断法・治
療法の開発、治療効果の向上

・医療環境の改善や患者サービスの強化による患者アメニティの充実

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の育成

患者の予期しない病態の悪化や状態の急変に迅速かつ的確に対応すると
ともに、災害拠点病院として、災害時の初期救急医療に主体的に対応でき
る危機対応能力を備えた医師の育成

③地域貢献の推進
地域の医療機関との連携・協力を推進するとともに、市民の健康づくり活
動に寄与するなど、地域貢献に積極的に取り組む。

・大学病院の人的・技術的資源を活かした、健診や健康相談など多角的な
ヘルスケアサービスの実施

・地域における基幹病院として患者への最適な医療の提供をめざした、地
域医療機関との連携強化

・安定的かつ効率的な病院経営を目的とする経営状況分析の実施
・病床利用率を80％以上をめざした病院の運営
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

（組織運営）
①組織ガバナンスの向上
学長のリーダーシップのもと、組織ガバナンス向上のための経営組織を
構築する。

61 学長のリーダーシッ
プ

・総務担当
・学務企画

②組織の一体的運営の推進
学部・研究科の自主性を考慮しつつ、総合大学の強みを活かした大学
運営を行う。

62 大学と学部研究科
の一体的運営

・経営戦略担当
・総務担当
・広報担当

③効果的な教育・研究の推進体制
柔軟な組織運営を行うことにより、複合的な教育・研究を推進するととも
に、効果的に教育・研究を支援する体制を構築する。

63 横断的な教育研究
と支援体制

・総務担当
・職員
・研究推進本部
・教育推進本部

64 学生サポートセン
ター業務検証

・職員
・学務企画
・学生支援

65 業務のあり方検討 ・職員
・経営管理

66 人事・給与制度 ・職員

67 特任制度等 ・職員
・教育推進本部
・研究推進本部

68 職員の育成 ・職員

（自律運営）
①自律した運営の推進
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
て取り組み、より自律した運営を推進する。

69 公立大学法人の制
約緩和

・総務担当

・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、重点研究制度見直し等による学長のリーダーシップの強
化

・大学として一体感をもった取組みの充実のため、情報の集約システムの整
備、大学運営方針の周知徹底

④施設の効率的な運営
大学が所管する施設等について、運営の効率化を推進するとともに、そ
の活用について検討を行う。

・学生サービスを充実させる視点からの継続的な機能検証の実施
・関係職員の相互連携による業務の効率化の推進

・各学部研究科の教育研究基盤やその支援体制の確保、複合的な教育研
究活動を効果的に推進するための分野の垣根を越えた横断的な組織体制
の構築

・学生や市民に効果的なサービスを提供する視点からの全学的な業務調
査による業務改編の推進
・施設利用実態調査に基づく学内施設の有効活用

（人材育成）
①人材育成制度の充実
教員と職員が共に経営参画する意識を醸成するとともに、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を育成する。

・教職員のモチベーション向上、その資質能力を最大限に活用しうる新たな
人事給与制度の構築

特任教員制度やキャリアスタッフ制度のあり方検討による組織の活性化へ
の有効な活用

・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
・大学の各業務の特性に応じた、また教員の研究内容をわかりやすく発信
できる専門性の高い人材の育成システムの構築
・設立団体に加え、他大学等との人事交流の制度化

・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た東京拠
点の活動強化
・提携する公立大学法人や公立大学協会、設立団体等との共同による具
体的改善への取組み実施

27



中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

70 研究系外部資金の
獲得

・研究支援
・研究推進本部
・産学連携推進本部

71 寄附金の獲得 ・総務担当（はばたけ）

72 経費節減計画 ・経営管理

73 エコキャンパスの推
進

・経営管理

74 新理系学舎の整備
と効果的運営

・経営管理
・関係学部・研究科

75 教員活動点検評価
の活用

・経営戦略担当
・各学部・研究科

76 効果的な点検評価 ・経営戦略担当
・教育推進本部

77 情報公開 ・経営戦略担当
・学生支援
・広報担当

78 広報戦略 ・広報担当

・空調機の毎年５％程度の更新等による毎年１％以上のエネルギー削減
・空調機の内部洗浄、電灯照明の高効率化

（財務内容）
①外部資金の確保
授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、寄付金、産学連携活
動等を充実させるなど、外部資金の一層の確保に努める。

・科研費補助金や民間企業との共同研究や委託研究などの研究系外部資
金獲得
・目標総額年間30億円以上獲得

・同窓会や保護者との連携強化や企業からの寄附獲得活動の展開による、
「はばたけ夢基金」の寄附募集活動の推進

②効率的な大学運営の推進
魅力ある大学であり続けるためにも、引き続き、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。

・経常経費の削減や、受電設備の集約等による経費節減を計画的に実施

・教員活動点検評価の定期的な実施と活用、評価方法や活用方法の検
証・分析

・理系学舎の整備実施と実験設備の集約による学部研究科の枠を超えた
効率的効果的な施設運営

②戦略的広報の展開
大学の各種情報の一元管理と共有化を図り、機に応じた効果的な戦略
的広報を展開することにより、大学の可視化を進め、プレゼンスを高め
る。

・学校教育法施行規則の改正に基づいた教育活動等の情報公開及び法
的に義務化された事項以外の積極的な公表

（自己点検及び評価、情報公開）
①自己点検・評価活動の実施
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。

・広報戦略会議を中核とした効果的な情報発信をするための仕組みの構築
・学長記者懇談会をはじめとした様々な形でのメディアへの情報発信

・各学部研究科における外部評価等の活用、大学院の充実検討にあわせ
た各研究科の活動点検評価の実施
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

79 ホームページ等情
報発信ツールの充
実

・広報担当

③情報管理の強化
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。

80 情報基盤の充実 ・学情センター

81 コンプライアンスの
徹底、公益通報

・総務担当
・内部監査
・研究支援

82 人権尊重 ・学務企画

83 耐震化の推進 ・経営管理

84 国際交流の安全対
策

・国際化戦略本部

85 防災対策の充実 ・安全衛生管理担当

86 教職員・学生の安
全衛生管理

・安全衛生管理担当

②戦略的広報の展開
大学の各種情報の一元管理と共有化を図り、機に応じた効果的な戦略
的広報を展開することにより、大学の可視化を進め、プレゼンスを高め
る。

・受験生向けのサイトや英語版のホームページの充実
・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
の情報発信を行うための整備と運用

・学内情報の共有化及びセキュリティの高い情報通信基盤の整備・運用

①法令遵守等の徹底
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。

・法令等の遵守のための継続的で厳格な内部監査の実施及び公益通報制
度の整備・運用

・人権問題研究センターや人権問題委員会の活動を通じた人権問題の啓
発

②安全管理及び危機管理体制の構築
耐震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
備を推進するとともに、危機管理体制を構築する。

・安全な教育研究活動の維持や、地域の災害対策施設としての役割を確
保するための大学施設の耐震改修の実施

・海外渡航に係る危機対応マニュアルの充実と公表
・外国人研究者、留学生受入れにかかる緊急時対応体制やマニュアル
の整備

・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の防
災組織の構築
・効果的な防災訓練の実施など防災対策の充実

・安全・安心な教育研究環境の確保のための教職員と学生を含む総合的な
安全衛生管理体制の再構築
・化学物質の適正管理の実施、教育訓練、職場巡視指導の徹底
・学生の健康管理推進のための健康診断等の実施
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中期目標（素案） 事項 担当中期計画骨子（案）

③大学連携の強化
他の政令指定都市が設置する大学を始めとする国内外の諸大学との連
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。

87 他大学等との連携
の推進

・総務担当
・国際化戦略本部

④支援組織の構築
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。

88 市大サポーター戦
略

・総務担当

89 卒業留学生組織 ・国際化戦略本部・優秀な留学生の獲得をめざした、卒業留学生のネットワークの形成

・国内提携大学との提携事業の実施、法改正要望等により有機的連携の
強化
・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
仕組みの整備
・若手研究者の海外提携大学への派遣等、国際的な大学間交流の充実

・保護者や卒業生、同窓会、寄附者等のステークホルダーに対して継続的
な支援を求めていくための「（仮称）市大サポーター制度」の構築
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