
本旨‘
c.n 

i:t綴毘標

イ大阪市の研究機関等との連携
大阪市が設鐙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。

ウ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。

38 

39 

40 

41 

42 

43 

事項

博物館等との
連携

大阪の研究機
関との連携促

進

公開講座

理学部附属植
物園

都市健康・ス
ポーツ研究セ
ンター

地域住民への
素敵

中期計磁案

大阪市博物館協会との連携協定に基づき、専門性を活かし
た教員・学芸員の共同研究、共同の市民向け講座の関設等
の取り組みを実施する。

連携大学院や人材交流など関係研究科において大阪事の
研究機関との連携を進める主主も~宍阪帯主@創造的連携メ
ロジ亜タト号た bの活性佑を図り、南華主主与鈴~積極的l二関与
宇る総括的主主連携を促進宇る、担互の研窓丞準の自上童図

亙。

各部局で実施されている公開講座等の集約化を図り、重複
した講座の整理等を推進するとともに、全学的なr(仮称)市民
大学Jとして効果的な情報発信を行う。

環学部附属植物殴は、学部領域を超えた全学的視点による
研究会や公開講座、市民や学外有識者も交えた公開イベン
ト等を実施する。あわせて、大阪市の関係部局関係機鑓や
関連施設(市立自然史博物館等)とも連携し、尖採取彊車の
環境・緑化政策に賞献する。

都市健康・スポ}ツ研究センタ は、「鍵康・スポ ツアカデ
ミーjの充実に努め、「健康・スポーツjに関連した閣内・外に
おける健康運動科学童推進する研蛮益よぴ事業展盟主遜
五ヨ二産官学の言者機関と有機的連携を図り、市民の健康保持・
増進とスポーツ振興を支援する。

区民セミナーや地域住民等を対象とした相談事業などの既
存事業に加え、地域拠点としてより身近に市民生活に貢献
するため、災害時における本学の役割強化やボランティア支
援など連携を強化する。

7 

具体的内容と達成水準 年度計画における
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

-共催講座の開催・充実 -講座数、受講者数
-高校生議践の実施 (24年度:3講座、受講者数 800
-共問研究 名)

-キャンパスメンバーズ年間利用
者数
(24年度:利用者数 2，000名)

-大阪の研究機関との共同研究、人的交流の実
;施
-市工研、環科研等との連携促進、共同研究の
活性化

-公開講座の一元化、重複整理 -講座数、受講者数
-大学の方向性に沿った講獲の再構築 (24年度:50講度、
-広報と連携した効果的発信 受講者数 7，000名)
-各部局による公開講座等
-プログラムのカレンダ~(前期・後期)の作成
. (仮称)市民大学の取組における公開講座の一
元化、重複幾理

-さを学的視点でのフォーラム等の開催 -利用者数
-市民イベントの充実
-大阪市関係局との連携(環境・緑化の政策提言
等)

-健康・スポ ツアカデミ 拠点施設の整備 -イベント開催数、参加者数
-サクセスフルエイジングinおおさかの展開(健康
関連講演会、市民の健康測定イベント等)

-区民セミナ の充実 -イベント参加者数
-区の諸事業への参商 -格談件数(法・生活科学)
-地域の防災における役割強化 -区民セミナー参加者数
.(法・生科)相談事業の継続 (24年度:2講座、受講者数 200
. (法)中小企業への法律相談、法実務に通じた法 名)
曹養成、企業法学の発展の三位一体的展開

L一目一回ー一回一



..t. 
0・3

中期医標

ヱ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、地域に潟
かれた大学として、地域における人材育成
を支援する。

オ地域貢献情報の発信
大阪市立大学の運営方針や広報戦略に
沿って、的確に地域貢献に関する情報を発
信寸きる体制を整備する。

(2)産学連携
ア先端的研究分野での遼携
大阪市立大学の都市研究や健康科学分野
等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。

イ地域産業との連携
研究開発や人材育成等において、地域の
中小企業との連携を強化することで、地域
産業の活性化を促進する。

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

事項 中期言十翻案

地域小中学校 大阪市の小・中学校教員の資紫向上への取り組みゃ、生活
との連携 科学部におけるrQOLプロモーター育成事業jの理念を活

用した地域力活性化リーダー育成事業への支援など、関連
する学部において地域の初等・中等教育機関と連携する。

f衛校等との連 各学部は地域貢献の一環として、出張講義、模擬授業、公
携 関授業などを実施し、高校等との連携を行うとともに、潟大連

携情報の一元化を図る。

(仮称)地域連 地域貢献推進体制を強化し、大阪事のシンクタンク拠点や、
携センター 地域連携事業・高大連携事業の窓口、公開講座等の集約拠

点としてr(仮称)地域連携センターjを設置し、広報とも連携
して大学の地域索献活動の「見える化Jを促進する。

都市科学分野 都市の健康科学、人工光合成など都市の次世代エネルギー
での産学連携 研究の実用化、都市研究プラザでのクリエイティブデザイン

研究など、先端的なテ~7を中心に、例えばリサーチ・アドミ
ニストレーションシステムの繋備など効率的な産学連携活動
を行い、科学技術の発展と産業創生に寄与する。特に、健康
科学については、「うめきたj進出に伴い産官(公)学連携の
仕組みの構築と、拠点の円滑な運沼を目指す。

知的財産の充 効果的な特許管理体制を構築し、経費補助等の充実により
実と活用 特許の年間出願件数を80件~120件維持する。また権利化

が必要な特許の主主録を促進し、特許のマーケティングなどを
通じて特許の活用を図る。

先端的研究分 先端分野の研究において産学連携を促進するため、企業と
野での共同研 大学で特定のテーマを設定して、学内の共同研究施設にお
究講践と共同 いて共同で研究する制度、「共同研究講座Jを設ける。中期
研究施設の設 計画の期間内に最低3つの議康の設立を目標とする。

遺

地域産業との 大仮事再に集積しているものづくり中小企業や、飲食、小
連携による地 売、介護サービス等の第三次産業をはじめとした中小企業と
域の活性化 の連携を強化し地域の活性化、産業の発展に貢献する。そ

の結果、先端的研究分野を含む民間企業との共潤及び受託
研究受取額を、計酒期間中に4億円を超えることを沼標にす
る。

金融機関との 主取引金融機関を含め、金融機関との連携を強化し、主とし
連携 て中小企業の顧客ニーズの抱援、学内知的財産のマーケ

ティング、学内インキュベーター入居社も含めたベンチャー
支援や資金支援などの産学金連携を推進する。

8 

具体的内容と達成水準 年度計画における
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

. (全科)QOLプロモーター育成の展開(地域活性 -教免講習講座数、受講者数
化リーダー育成支援、地域活動への参画) (24年度:13講座、
-教員免許更新講習 受講者数 700名)
-市立学校教職員研修
-教員免許更新講習と市立学校教職員研修のー
体化

. (再掲)入試広報戦略としての前大連携 -出張講義数
-化学コンテスト、市大授業、出張講義等 -市大授業受講者数

-グラコン参加校数、参加者数

-大阪のシンクタンク拠点や、地域連携事業・偽
大連携事業の窓口の設澄
-公開講燦等の集約拠点の設置

-理系を担当するコーディネーターの分野ごとの -民間との共問研究契約数・獲得
担当制化 額
-環系の共同・受託研究契約数及び受取額の毎 -民間との委託研究契約数・獲得

年増。計酒場開で、年間160件から200件、 3{'iま 額
汚から4億汚。 -技術相談件数
-文系分野を担当する専任コーディネーターを配 -文系分野の相談数
置 -文系分野の研究契約数

-文系研究契約数の目標を年間10件以上
-リサーチアドミニストレ}ターの育成

-特許の啓発活動推進(共間出瀕に加えて本学 -特許出願件数(圏内・海外)
の単独出願を強化) -特許取得件数(閣内・海外)
年間出願件数目標 :80~120件 -特許活用件数

-共同研究講座の開催 -共同研究講座の数
-先端的研究を特定しパートナ}となる大企業の -共同研究施設の数

選定と連携 -民間との共同研究契約数
-学内に共同研究施設を確保、本学教員を専任 -民間からの共同研究受取額

でアサインし共同研究を実施
-平成29年度までに、 31'牛の共同研究講腹開設
を呂指す。

-市大・府大共同オフィスとも連携し、地域の中小 -中小企業からの相談数

企業への窓口を拡大。 -中小企業との研究契約数

-中小企業家同友会との包括連携を拡充、ホー -大阪に毒事業場のある企業との契

ムドクター制度の会員数を増。 約数
-中小企業との研究契約数を100件以上

-ニ井住友銀行、野村証券、日本政策金融公 -金融機関との協定数

庫、大阪市信用金庫、池医泉州銀行との具体的 -金織機関からCDの受け入れ数

連携



~ 
町、』

中期目標

4 間際化に関する思穣
(3)国際化の推進体制
ア留際カの強化
国際化戦略本部を中心に、全学的に教育
研究活動の国際カの強化に取り組む。

5 ~付麗病院に関する目様
(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l2f療と先進医療を提供し、市民の
健霊祭場進と地域医療の向上に寄与する。

(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。

(3)地続賞献の推進
地域医療機関(病院、診療所等)との連携
及び協力をさらに推進するとともに、市民の
健康づくり活動に寄与する等、地域賞献に
積極的に取り組む。

(4)安定的な病院の運営
経営の効率化をさらに推進するとともに、経
営基盤を強化し、安定的な病院運営を図
る。

{業務運営の改普及び効率化に罷する密
穣)
1 組織運営
(1 )組織ガパナンスのI向上
理事長兼学長のリーダーシップのもと、組
織ガパナンスの向上のための経営組織宏
構築する。

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

事項 中期計画案
具体的内容と達成水準 年度計画における
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

国際センタ 国傑センタ の事務体制を整備し、国際化戦略本部のもと、 -アクションプランの実施、検証、充実の全体管理
f閤隆弘1stアクションプzン|主寒行・検証し当箆~・第3
次のアクションプZン玄盤亙し五塞童図Q等当全学的な国際
力強化の取り組みを総合的に推進する。

医療機能の充 大学病院として、角度で先進的かっ良質の医療を提供する -手術室の整備 -手術件数
実 ために手術主主の整錨や医療機器の計額的亙新宣行2な -医療機器の更新計額策定、更新 -更新機器数、金額

どι 医療機能の充実を図る。

専門窓療 がん診療連携拠点病院として体制強化を図るとともに、がん -がん拠点病院としての体制充実 化学療法センター利用者数
の新たな診断法、治療法の開発を推進し、診断及び治療効 -化学療法センターの充実
果の向上を図る。

患者サービス 患者アメーアイの充実のため、トイレや浴窓の改造など、医 -トイレや浴室等の計画的改修
の向上 療環境の改善や患者サービスを強化する。 '1階フロアの整備

角度専門的な 高い倫理緩や援かな感性を備えるとともに、角度な技術と専 -卒後臨床研修プログ、フムの改善・充実 プログフム等受講者数
医療人の育成 門伎を習得した間際性登かな医療人を育成する。 -専門医、認、定l2f資格取得のための研修等体制

盤備
-専門薬剤師、認、定薬剤師の育成

危機対応能力 患者の予期しない病態の悪化や状態の急変に迅速かっ的 -危機対応能力育成プログラムへの若手医師の プログラム等受講者数

を備えた医師 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 参加
の育成 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伺 -救命救急診療シミュレーションコースの充実

を育成する。 -気道管理、呼吸管理、循環管理講習会の開催

市民の健康支 市民の健康づくりに積極的に寄与していくため、大学病院の -市民への健康支援事業の企画と具体化 -健診・相談笑綴

援 人的・技術的資源を活かし、健診や健康相談など多角的な
ヘルスケアサーピ、スを実施する。

医療連携 地域における基幹病院として患者に対して最適な医療を提 -.Wクリ5テB2イ4カ時ノ間レパ紹ス介の申充込実シスァムの構築 患者紹介数
供するため、他の医療機圏との息者の鎚介・逆超介がよEス
ムーズiこ行えるよ2シスァム抱す盈ととhlこ当地域医療機関
との連携を強化する。

病院経営の改 安定的かつ効率的な病院経営を行っていくために、経営状 -診療科買IJ原価計算の実施と経営への活用 -病床利用率

蕃 況の分析を行い、財政基盤の充実を図るとともに、病床利用 'DPC分析の充実と経営への活用 -経常収支比率

率80喝以上をめざす。

学長のリー 学長のジーダーシップを補佐する組織の設置や学長裁盤経 -学長のリーダーシップを様佐する組織の設置

ダーシップ 焚の確保と執行方針の明確化、戦略的研究経費の見直し等 -戦略的研究経費審査体制の改革
により学長のリーダーシップを強化する。 -学長裁量経費の執行基準の整理

一」

9 
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中期目標

(2)組織の一体的運営の推進
学部及び研究科の自主性を考慮しつつ、
総合大学としての強みを活かした一体感の
ある大学運営を行う。

(3)複合的かつ効果的な教育研究活動
の推進体制
柔軟な級織運営を行うことにより、複合的な
教育研究活動を推進するとともに、効果的
に教育研究活動を支援する体制を構築す
る。

(4)施設の効率的な運営
大阪市立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。

2 人材脊成
(1 )人材脊成制度の充実
教員と職員が共に経営参蔵する意識を畷
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。

3 自律的な運営
(1 )自律的な運営の推進
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、より自律的な運営を推進する。

事項

62 大学と学部研
究科の一体的
遜営

63 効果的な教育
研究基盤や支
援体制の構築

64 学生サボトセ
ンター業務検
言正

65 業務・施設のあ
り方検討

66 人事・給与制
度

67 特任制度等

68 職員の育成

69 公立大学法人
の制約緩和

中期言十箇案
具体的内容と達成水準 年度計画における
(何をどこまでするのか) 評価指標等CfJu)

大学として一体感をもった運営を図るため、学内における情 -情報集約体制、シスァムの構築
報の集約と有効な活用のための体制・システムを整備推進す -全学的な仕組みの構築による、lR活動の具体化
るとともに、教育研究評議会や部局長等連絡会等を活用し、 -学術戦略会議や研究科長懇談会の発展的な会
情報の共有化や運営方針の共通瑛解を促進する。 議設置

各学部・研究科における教育研究基盤やその支援体制の確 -研究科の枠を超えた教育研究体制の構築
保はもとより、複合的な教育研究活動を効果的に推進する緩 (都市研究プラザや複合先端研究機構の展開、
点から、分野の垣根を越えた横断的な教育研究体制やその 新たな研究プロジェクトに対応した体制の確立
支援体総について検討し構築する。 等)

学生サボ トセンタ について、学生サービス等を充実させ . (再掲)サポートセンター業務検証
る視点から継続的に機能検証を行い、それを踏まえて、より -学部事務の連携強化、標準化の推進等
効果的・効率的に学生に対するサ}ピスを提供できる体制を -学生サポートセンターにおける事務総織の再綴
構築する。 -学生アンケート競査

大学運営の効率化を推進し、学生や市民に効果的なサ ど -全学的業務の検証とより効果的な業務執行の
スを提供する視点、から、全学的な業務務査による業務改編 検討
や施設利用実態調査に基づく有効活用を進める。 -施設利用実態調査の実施と活用

-理事長のもとに「仮称・施設利用検討委員会Jを
設澄し、基本方針等の策定を実施する。
.WGを設置、個別具体の施設利用のあり方を検
討
-全学的な施設利用のガイドラインを規程化

教職員がモチベーションを上げ、その資質能力を最大限に -現行の人事給与制度等の検証、及び新たな人
活用しうる、新たな人事給与制度を構築する。 毒事給与制度の検討・構築

特任教員制度やキャリアスタッフ制度のあり方について検討 -キャリアスタッフ純度の改正
を行い、制度改革により組織の活性化につながるより有効な -特任教員制度の改善・更なる活用
活用を~る。

多彩なキャリアを持つ職員の多様性に即した人事評健制度 -大学職員としての人材育成研修総皮の構築 -研修等の屈数
の導入や、大学の各業務の特性に精通した、また研究内容 -他大学等との人事交流制度の検討・構築
を発信できる専門性の高い人材育成のシステムを構築すると
ともに、大阪市だけでなく他大学等との人客交流の制度化を
図る。

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 -大阪市と連携した法改正要望 -協議回数
向け、東京拠点の活動強化や、提携する公立大学法人や公 .~也法人と連携した法改正喜要望 -要望件数
立大学協会、設立団体等とともに具体的改善に取り組む。 -東京拠点、の活用

-特区申誇等による具体的取組み

10 
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中期目標

{財務内容の改善に関する毘襟)
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、寄附金の獲得、産学連携活動等
の充実等、外部資金の一層の確保に努め

る。

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、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
的な大学運営に努める。

(自己点検及び評偲並びに情報公開等!こ
関する罰標)
1 自己点検及び評価の実施
教員の教育研究活動や大学の業務運営企
般について、自己点検及び評価を継続し
て実施し、当該活動等の改善及び改革へ
のインセンティブになるよう活用する。

事項

70 外部資金の獲
得と支援体制
の充実

71 寄附金の獲得

72 経費節減計画

73 エコキャンパス
の推進

74 新現系学舎の
整備と効果的
運営

75 教員活動点検
評価の活用

76 効果的な点検
評価

中期計画案
具体的内容と達成水準 年度計爾における
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

科研費補勃金、園、独立行政法人、民間念業との共同研究 -研究系外部資金獲得戦略 -研究系外部資金総額
や委託研究、さらには奨学寄付金などの研究系外部資金に -年間獲得目標30億円以上 -項巨別獲得額
ついて、年間総額30億円以上の獲得をめざすとともに、運営 -東京拠点の活用 -科研費申請率
に関わる補助金等についても情報の速やかな収集等により -その他の外部資金獲得手法の検討実施
獲得に努める。また外部資金の獲得と円滑な執行を図るた -外部資金執行管理の一元化(研究支援課)によ

め支援を充実する。 る資金執行の厳格化、円滑化。

向窓会や保護者との連fは携ば強た化けや夢精基力金的jに企業からの寄附 -はばたけ夢基金獲得戦略策定 -苦手術額
獲得活動を行うなど、 の寄附募集活動を -はばたけ夢基金の検証、以降の寄附募集活動
穣纏的に推進する。 の展開

受電設備の集約等による計画的な事務的経費の節減によ -受電設備の集約 -電力料金削減額、削減率

り、教育研究活動に必要な財源を確保する。 -管理経費の削減目擦を設定した予算編成によ
る計画的削減

空調機の毎年5%程度の更新等により、毎年1%以上のエネ -エネノレギ}消費量の計画的削減(毎年:原単位 -エネルギ}削減率(原単位当り

ノレギー削減を継続実施する。さらに、大阪市の「大規模電気 当り1%以上) 1%以上)

消費者としての先導的取総」に準じ、空調機の内部洗浄、警窓 -空調機(GHP)の計爾的更新(毎年5%以上、 -空調機更新率(5%以上)

rr照明のLED化など高効率化を計爾的に実施するとともに、 毎年祭外機28台以上/552台中) -エネルギー消焚誕の発{言及び省

設置コストに注意しつつ太陽光発電など最新の技術による .LED等の計画的導入 エネ啓発

再生可能エネルギーの科用を推進する。また、省エネ意識 -再生可能エネルギーの採用に向けた検討 -フイン洗浄台数

の向上のため、エネルギー消費の見える化を進める。 -エネルギ}消費量生の発信、省エネ啓発の取組
み(消焚盤の発信及び省エネ啓発の取組み)
-空調機室内機・室外機のフィン洗浄で、熱変換効
率の改善(毎年201台以上/604台)

理系学会整備を着実に実施し、複合先端研究機構等による -理系学舎の整備(H26年度までに整備事業の

学部研究科の枠を超えた研究など、横断的に理系研究基盤 100%完了)
の強化を図るとともに、実験設備の集約により効率的効果的 -整備後の運用方法等の検討

な施設運営を行う。

教員活動点検評価を定期的に実施し、評価結果を活動推進 .3年毎の教員活動点検評価の実施、制度検証

に資するよう、その活用を進める。また、評価方法や活用方 -活用制度の検証・分析

法の検証・分析等、その制度の改善を図る。

各学部・研究科で外部評倒等の活用を図るとともに、大学院 -学部研究科毎の外部評価の受審 -外部委員によるピアレピュ の実

の充実検討にあわせて各研究科の活動点検評価を実施す -全学的な研究科活動点検評価(大学践改革の 施数

る。 一環)

認{王怒証)T評AR価F.F.受の審f持続課iE
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1:) 

中期目標

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。

3 情報管理の強化
情報ネットワ}クシステム等、情報基盤の充
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。

(その他業務運営に罰する叢要目標)
1 法令違守等の徹底
すべての大学活動において、人権尊重や
法令遵守の視点に立った業務遂行の徹底
を図ることにより社会的資任を果たす。

2 安全管理及び危機管理体鰯の構築
耐震対策や化学物質の適正管理等、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。

事項

77 情報公開

78 広報戦略

79 ホムベジ
等情報発信
ツールの充実

80 情報基盤の充
実

81 人権尊重

82 コンブライアン
スの徹底、公
益通報

83 耐震化の推進

84 国際交流の安
全対策

85 防災対策の充
実

86 教職員・学生
の安全衛生管

理

中努計画案

公的教育機関として説明資任を巣たす観点から、広く教育
活動等の情報公開を行うこととし、法的に義務化された事項
以外もホームページ等で集約してわかりやすく穣極的に公
表する。

広報戦略会議を中核として、より効果的に情報発伝するため
の仕級みを構築する。学長記者懇談会をはじめ、様々な形
でメディアへの情報発信を行う。

ホ ムベ ジによる受験生向けのサイトや英語版の充実な
ど、多様なステークホルダーに応じた罰的J.lIJ情報発信のコン
テンツの充実等により、情報発信機能を強化する。

学術情報総合センターは、学内情報の共有化を密るととも
に、セキュリティのおい情報通信基盤を整備・選用する。

大学のすべての業務を人権薄護の視点にたって推進し、特
に人権問題研究センターや人権問題委員会の活動を通じて
人権問題の啓発発信に努める。

社会的信綴性と業務遂行の公平性を維持するため、継続的
に厳格な内部監査の実施や公益通報制度の実施、国際安
全保障輸出管理を徹底する体制の整備・運用を図る。

安全な教育研究活動の維持や、地域施設としての役割を磯
保するために平成27年度を回途に計画的に大学施設の阪
震改修を実施する。

国際交流に係る危機管理対応マーュアルや、外国人研究
者、留学生等向けの緊急、持対応マニュアノレを作成するなど、
等を活用し、霞際交流にかかる危機管現体制を構築するの

五実生歯益。

災害時に迅速・的確に対応し、学生、教職員の安全を
するため、自衛消防隊を再編し、各部局の特性に応じた防
災組織の構築や、効果的な防災訓練の実施など、防災対策
を充実する。

安全・安心な教省研究環境を確保するため、学生及びその
指導爽任者である教職員を包括した総合的な安全衛生管理
の体制を再構築し、安全衛生管理に関わる啓発、職場巡視
等による指導の徹底などにより安全衛生意識の向上を図る。
また、健康診断、作業環境測定等を通じ健康管理を一層推
進する。
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異体的内容と達成水準 年度計画における
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

. (再)情報集約シスァムの構築
-情報公開項目の充実
-グローノ'-Jレスタンダードに対応する教育プログラ
ムや学習成果の発信

-戦略的な広報活動の年間計画を策定 -懇談会実施回数
-学長、研究科長記者懇談会の定期実施 -プレス発表件数
-情報媒体の効果的な発信(各種、紙媒体の集 -広報誌の発行回数
約発行等)

-ホームページの全面的制新 -アクセス数
-目的別情報発信コンテンツの充実 -情報発信回数

-情報資産の共有化 -全学認証シスァムのアクセス件
-ポータノレシステム・全学認証システムの拡充 数
.lTの専門的管理体制の構築

-人権問題委員会や人権問題研究センタ}によ -講演会数、受講者数

る活動 (24年度:2講演、受講者数 250
-講演会や隊がいのある学生との懇談会等の隣 名)
催、人権啓発僚子の発行

-公益還報制度の実施
-国際安全保障体制の整備、運用
-安全保障貿易管理規程の施行と体制の確立
-意識高揚のための勉強会の継続実施

-耐嬢化の計画的推進(H27年度耐震化率100%)-耐嬢化率

-国際危機管理対応マーュアル、各対象者別ガイ
j-:'ブPツクの充実

-本学関係者の海外渡航情報の集約

衛害消対紡策隊の再編 -妨災関連訓練参加者数

-災 本部の業務分担見直し
-災害シュミレーション訓練の実施など防災訓練
の充実

-教職員と学生も含む総括的安全管理体制の構 -健康診斯受診率(教職員・学生)

築
-学生特殊健診の実施
-健康診断受診率の向上(学生70私以上、教職員
100弘)



. 
具体的内容と達成水準 年度計画における

中期自襟 毒事項 中期計薗案
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

3 大学連携の強化 87 他大学等との 国内外の提携大学との提携事業の実施や、他の公立大学法 .f也大学等との連携指針の策定 -他大学連携イベント数
他の政令指定都市が設置する大学をはじ 連携の推進 人との共問での法改正婆望等により有機的連携を強化する .00際学術交流協定方針の策定 -研究者交流数
めとする霞内外の誇大学との連携を強化 とともに、他大学や関係団体との連携協定締結に係る基準 -大学部交流協定内容の評価検証
し、人的交流の促進や連携事業の充実に やその内容を精交する仕組みを整備する。 -大学の遼営方針に沿った効果的連携の具体化
より共通課題の解決や相互発展を図る。 -三大学連携協定や3市立大学包括連携協定等

に基づく連携活動
-公立大学協会、大学コンソーシアム大阪との連
携活動

4 支援組織の構築 88 市大サボー 保護者や卒業生、同窓会、苦手附者等の本学を取り巻くスァー -市大サボ}ター制度の実施 -サポーター数
卒業生組織や保護者等関係者との連携を タ一戦略 クホノレダ」について、継続的に支援を求めていくため、その -サボーターの具体的活用
強め、大学支援のネットワークを構築する。 連携を強化したr(仮称)市大サボ}ター制度jに取り組む。

89 卒業留学生組 卒業後も本学との交流を継続して行うことで優秀な留学生の -上海を拠点としたや庖人卒業留学生のネット -卒業留学生組織数、入会者数

織 獲得を推進するとともに、国際的に本学や大阪事・関西圏へ ワーク化

の支援強化を図るため、卒業留学生のネットワーク体制を構
築する。
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資料 1-4

第二期中期計画(案)に関する各委員意見等

大阪市立大学の向こう 6年間の取組として認可を受けるものであり、文

章の用例等を統一してはどうか。

(全般) I 例)⑫ Gー COE後 功 G-COE終了後

⑬ 

@ 

⑪ がん診療連携拠点病院吟地域がん診療連携拠点病院

共同研究施設を新規に整備し、当該施設における共同研究のための制度

として「共同研究講座」を開設する取組と解釈していいか。

「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Jことは、医師として当然に必要な能力であり、日常診療のスキルであ

る。これと災害対応とを同一に扱うべきではない。
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