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資料１ 

第１回大阪市公立大学法人評価委員会 議事要旨 

 
日 時  平成１７年１０月３１日（月）午前１０時から正午 
場 所  大阪市立大学医学部学舎１８階会議室 
出席者  【委員】 
     上野谷委員、金森委員、吉川委員、栗原委員、白幡委員、細見委員 
     （欠席）西田委員 
     【事務局】 
     柴﨑事務局長、山本事務局理事、西川事務局事務部長、根来医学部事務部長、 
     石原大学改革担当部長 
     【大学】 
     金児学長、浅田副学長、角野副学長 
開 会 
１．委員の紹介 
２．事務局及び大学の出席者紹介 
３．挨拶 
柴崎事務局長挨拶 
金児学長挨拶 

議事概要 
１．委員長の選出 
 ＊全委員一致で金森委員を委員長に選出 
２．委員長職務代理者の指名 
 ＊吉川委員を委員長職務代理者に指名 
３．委員会の審議の公開について 
 ＊原則公開を確認 

４．公立大学法人大阪市立大学の中期目標について 
 ＊事務局から資料説明後、意見交換 

 ＊主な意見内容 

（中期目標作成の基本姿勢） 

・大学の本来の使命は長期的な視点で考えるものであり、それを常に意識しながら、６年

間の中期目標を考える必要がある。 

（公立大学の使命） 

・国公立大学の役割は私学とは異なり、どの地域に対しても広く学術研究の成果を還元し、

貢献することが求められ、そのためには、しっかりした研究が行われる必要があるが、公

立大学としては、納税者に納得してもらえるものにする必要もある。 

・経済的な問題も含めさまざまな事情があっても高等教育を受けることができる環境を提

供するのが公立大学の役割。 

（大学の理念） 

・都市・大阪の伝統と文化を継承する、大阪市が設置してきた大学としての特色を今後も

積極的にうちだしていくことが必要。 

 1 



資料１ 

 その意味では、すぐれた人材の育成という大学としての普遍的使命と、都市・大阪との

密接な関係という二つの理念は同じくらいに重要なものではないか。 

（リーダーシップ） 

・各学部が独自性をそれぞれ出していくためには、各学部の理解を得ながら、連携を進め

ていけるトップのリーダーシップを支える組織が重要となる。 

・法人化後一番大事なのは「教職員の意識改革」。 

・中期計画に「各部局の自己点検及び評価に基づき」との表現があるが、大学の各部局を

またがる課題などに対応が難しいのではないか。 

 現行の組織というものが既定の事実のようになってしまうのでは困る。学長のリーダー

シップのもと、全学的な見地から組織を見直せるようにすべきだ。 

（中期目標の表現方法） 

・「大阪市立大学がめざすものは何か」ということをわかりやすくするためには、目次や見

出しを工夫した立体的な表現や、文字のポイントを大きくするなどのわかりやすい表現を

工夫すべき。 

・工夫できるところは国立大学の様式にとらわれず、市大独自のものにしてもいい。 

・例えば、学習の支援として「学生が明確な目的を持って学習できるよう支援を行う」と

あるが、どのような目的をもつ学生に対して、具体的にどのような支援を行うのか、現在

考えられるぎりぎりのところまで具体的に記述していただきたい。 

・議会の議決や、認証評価機関の評価を考慮すると、国立大学に順じた一定の様式で、必

要な事項はきっちりと記入することが必要。 

 一方、一般の市民の方に読んでもらう、いわゆる広報用としては、国立大学とは異なる

様式でもいい。市大の特色というか、何か違う試みがあってもいい。 

・法律の枠組みはあるが、その中でも自由度のある部分を活用し、議会もうまく味方につ

けて斬新なものが出来れば一番いいと思う。 

（情報発信の工夫） 

・法人化後の大学には、広報や情報発信のセクションが必要となる。記者が自由に出入り

でき、記事があればただちに情報提供できる場が必要。 

・これからの大学は市民を味方につけ、市民に支えてもらわないといけない。そのために

は、市民に直接訴えることができるマスメディアの活用が非常に大事になる。 

 市民のサポートを得るためには、マスメディアが関心をもつようなことを中期目標にい

くつか盛り込むことが必要だ。 

（数値的指標） 

・読む側が具体的なイメージを描けるように、数値化できるもの、具体の例を示せるもの

については、できるだけ明確に記載すべき。 

・大学の場合、中期目標のすべての項目に数値的な指標を盛り込むことは難しい面もある。 

・数値的指標については、中期目標ではなく、中期計画に記載すればいい。受験者数や競

争倍率、卒業生がどのような分野でどれくらい活躍しているか、どんなレベルの人をどれ

だけ出しているかなど、数値化できるところで、数値的指標を示せばいい。 

・中期目標では数値的指標を示しにくいようにも思うが、中期計画では可能なかぎり数値

的な指標を盛り込む方が、大学が何をやろうとしているのかわかりやすいものになる。 

・学部ごとの学生数や教員数、研究科ごとの学生数やそこへの進学率など考えると、数値

指標として使えるところがある。大学として重点をどこにおいているのかということを数

値で表現できる部分はある。そういう共通に数値が出せるようなところをうまく使うとい

い。 

（人材育成の目標） 

・人材育成の目標については、全国的な要求に応えることも大事だが、大阪市立大学とし

ては、地域からの要望に応えることも重要。 

（都市研究） 

・「都市・大阪のシンクタンク」とあるが、大阪市政の行政的なシンクタンクなのか、個々
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資料１ 

の市民あるいは企業、産業にとっての地域密着型のシンクタンクなのか、もう少し明確に

したほうがいい。 

・シンクタンク機能については、大学を取り巻く環境の変化として市民の知的レベルや能

力の変化、向上を踏まえると、「市民と協同して都市の課題解決に寄与する」といった表現

が「都市・大阪のシンクタンク」のところであるといいのではないか。 

・都市・大阪を題材に研究し、それを世界に発信していく都市研究の拠点をめざすとある

が、単に市民に貢献するだけにとどまらず、世界に貢献する大学としての志をもっていた

だきたい。 

・「都市型総合大学」をもう少し分かりやすく表現できないか。研究科としては創造都市研

究科があるが、特色ある研究の体制の中に「都市総合研究」と言うようなイメージを入れ

られたらいい。 

 都市型総合大学としての特徴をあらわすものとして都市研究プラザを考えていると思う

が、少しわかりにくい。 

・都市研究は、これまで工学的なイメージがあったが、今では、健康、環境、高齢化の問

題など、医学、理学、工学、商学など様々な学問分野が融合する研究題材であり、その点

を捉えて「都市型総合大学」を標榜する市立大学が都市研究プラザを打ち出しているとは

思うが、そのことをもう少しうまくふくらまし、特色として見えるようなものにしたほう

がいい。 

・２１世紀 COE の疲労克服教育研究拠点は「革新的な学術分野」での採択で、医学分野で

はない。こういうユニークな着眼点を持つ研究をおこなっているということを前面に出し

てうまく PR していけば、１つの特色になる。 

（専門職大学院） 

・新しい専門職大学院を検討していくうえでは、どういったかたちの大学院とするのか、

どういった人材育成の目標をたてるのかといった意気込みを示していく必要がある。 

・専門職大学院では、例えば小中学校の教員の再学習のプログラムや大学経営の専門職養

成のプログラム、都市問題を解決するための専門家を養成するプログラムなど、３、４つ

のプログラムに絞って提供してはどうか。 

（女性に対する機会均等） 

・医学部については、女子学生の割合が年々増えているが、なかなかキャリアを積んでい

くことが難しい状況がある。医学部、附属病院と言う市民に向けた職場で彼女たちを再登

場させることを検討できないか。 

・附属病院において女性の医者を３０％以上育成する、病院での指導的立場に女性を３０％

以上登用するなど、女性に関する目標を掲げてはどうか。 

（医学部・附属病院） 

・中期計画では、医学部とその他の学部とが連携していく姿勢が打ち出せていない。 

・高齢者などへの介護やケアなどの分野においても、先進的な介護やケアがどれだけ提供

できるかが非常に大切になる。市大病院が高齢者などへの介護の分野やケアの分野で先進

性を発揮し、どういった人材をどの程度育成できるかを目標として掲げてほしい。 

（職員） 

・中期計画では、職員の人事におけるフレキシビリティ、自由度をできるだけ確保するよ

うなことを入れるほうがいい。 

・教員・研究者ではないが専門性の高い職員。そういう人材を各学部・研究科にそれぞれ

配置するとなると本当にユニークな中期目標になる。 
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資料１ 

（参考） 

＊追加意見 

 

（経営） 

・法人として独立した以上、黒字を出すことを意識した経営が必要。 
（魅力ある大学づくり） 

・多くの学生が大阪市大に進学したい、市大で勉強したいと思わせるような魅力ある大学

となってほしい。 
（国際貢献） 

・大阪市の活性化にもつながる国際的な交流を促進すべき。特に学生の交流については大

学間の提携を強化拡大して積極的に取り組むことが必要。 
（経済界との連携） 

・経済団体との連携の強化を図る必要がある。地域経済の活性化に大学が果たす役割は大

きい。 
（卒業生との連携） 

・法人化を契機として同窓会組織を強化するなど、卒業生との連携を強化すべき。 
（説明用の資料など） 

・議会に提案するのは中期目標だけだとしても、対外的に説明するにあたっては、わかり

やすい概要版と、丁寧な説明をする詳細版を別途用意したほうがいい。 
（教育の基本方針などについて） 

・Ⅱ－１－（１）教育の基本方針、・Ⅱ－１－（２）学士課程 

 教育の基本方針として、最近の世相を考えると「倫理的な要素、人間的な要素」を付け

加えてみたらどうか。 
・Ⅱ－２－（２）－③都市に関する総合的な研究の推進 

 都市・大阪を舞台に研究を進めることは大阪市立大学の大きな特色となるわけだが、「都

市・大阪にふさわしい」という表現はニュートラルな意味合いに響く。国内外の英知を集

めて、都市・大阪のより良き発展と日本、世界の都市の方向性に貢献する、寄与するとい

った積極的なニュアンスがほしい。 
 

 4 



                              資料２－１ 
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中期目標（原案）の修正について 

 

・冒頭に「目次」を設けた。 

・括弧書きの見出しを整理し、項番号等を付した。 

・「前文」に掲げる「大阪市立大学の理念」の記述について、２段落目の最初に「また、都

市型総合大学として、」と挿入し、大学の普遍的使命の達成と都市・大阪との密接な関わり

が大阪市立大学にとって同様に重要なものであることを表現した。 

・「Ⅰ－２ 教育研究上の基本組織」を加え、別表に設置する「学部・研究科」を明示した。 

・「Ⅱ－１－（１）－⑥社会人教育」 

 「再学習の機会”など”を”幅広く”提供」とし、教育面での女性に対する機会均等に

ついての配慮の意味を含ませた。 

・「Ⅱ－１－（４）－②学習の支援」 

 「、履修相談や助言指導などの」を挿入し、学習支援の具体的内容を例示した。 

・「Ⅱ－２－（１）－②地域社会との連携」 

 見出しを加えるとともに、都市の課題に関する研究について、学内はもとより学外の各

方面との連携を図ることを示した。 

・「Ⅱ－２－（２）－③都市に関する総合的な研究の推進」 

 都市研究の推進体制を明確にあらわすために、見出しをつけるとともに、「学際的かつ総

合的な」を挿入し、総合大学としてのメリットを発揮する方向性を示した。 

 また、都市・大阪の発展に対する積極的な姿勢を示すために、「都市・大阪にふさわしい」

を「都市・大阪の未来を拓く」と改めた。 

・「Ⅱ－３－１－（１）－①人材の育成」 

 「生活の質の向上に取り組むなどの」を挿入し、介護やケアの分野での人材の育成など

に取り組む方向性を含ませた。 

・「Ⅱ－３－２－（１）の第３段落」 

 「国外の大学との交流の拡大を図り、」を挿入し、国際交流の具体的な方向を示唆した。 

・「Ⅱ－４－（１）の第５段落」 

 「学内の他の専門分野との連携も図りつつ」を挿入し、附属病院と他の研究科との連携

を表現した。 

・「Ⅴ－２ 改善の実施」 

 「全学的観点から」を挿入し、評価制度の実効性を確保するためのスタンスを明確にし

た。 

・「Ⅵ－２ 情報公開等の推進」 

 「情報発信に努め」を「情報発信を行うための体制を整備し」に改め、具体的な取組み

内容を表現した。 
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公立大学法人大阪市立大学 中期目標（原案）＊修正箇所 

 

前文 

１ 大阪市立大学の理念 

２ 大学経営の理念 

 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組

織 

１ 中期目標の期間 

２ 教育研究上の基本組織 

 

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）教育の基本方針 

（２）教育の内容 

①人材育成の目標 

②アドミッション・ポリシー（学生受

入方針） 

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 

①教育組織の整備 

②情報通信技術の活用 

③教育基盤の整備 

（４）学生への支援 

①学生支援体制の整備 

②学習の支援 

③学生生活への支援 

④進路選択への支援 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究の基本方針 

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大学の特色となるある研究の推進 

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 

 

３ 社会貢献に関する目標 

３－１ 地域貢献 

（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 

 

３－２ 国際貢献 

（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 

（１）附属病院の基本方針 

（２）附属病院の運営体制 

 

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 

（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 

（１）サービス機能の強化 

（２）業務の効率化 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の改善 

２ 経費の抑制 

３ 資産の活用 

 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に

関する事項 

１ 評価制度の確立 

２ 改善の実施 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

１ 人権の尊重、法令の遵守等 

２ 情報公開等の推進 

３ 施設設備の管理、整備及び活用 

４ 安全の確保等 

前文 

 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。 

１ 大阪市立大学の理念 

 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めざす。 
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 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、都市型総合大

学として、市民とともに、都市の文化、経済、産業、医療などの諸機能の向上を図り、真

の豊かさの実現をめざす。 

 

２ 大学経営の理念 

 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。 

 

 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

１ 中期目標の期間 

 平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

２ 教育研究上の基本組織 

 この中期目標を達成するため、教育研究上の基本組織として別表に記載する学部・研究

科を置く。 

 

 

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）教育の基本方針 

 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。 

 

（２）教育の内容 

①人材育成の目標 

ア 学士課程 

 優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な判断力と豊かな人間性を備え、

社会に積極的に参加する市民的公共性を持った人材を育成する。 

 

イ 大学院課程 

（ア）前期博士課程 

 それぞれの学問領域の研究成果を体系的に学習し、学際領域にも応用展開で

きる創造力ある人材を育成する。 

 

（イ）後期博士課程 

 新しい研究領域の開拓に取り組むなど、自立した研究者として世界に通用す

る人材を育成するとともに、特に高度な知識・技術及び研究能力を有する専門

家を育成する。 

 

（ウ）専門職学位課程 

 高度専門職業人として都市の諸問題に積極的に取り組み、地域の活性化を先

導する人材を育成する。 

 

②アドミッション・ポリシー（学生受入方針） 

 人間性豊かで、科学や都市の産業・文化・生活・環境に広く関心を持ち、向学心旺

盛で優れた資質を有する学生を、広く国内外から受け入れる。 

 

③入学者選抜 
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 各学部・研究科は具体的な人材育成の目標像と明確なアドミッションポリシー(学生

受入方針)に基づき入学者選抜を実施する。 

 

④学部教育 

 学士課程では、基本的な専門知識を学ぶとともに、幅広い教養を修得できるカリキ

ュラムを編成する。 

 

⑤大学院教育 

 大学院課程では、優れた研究者を養成するとともに、特に高度な知識・技術及び研

究能力を有する専門家を養成できるカリキュラムを編成する。 

 

⑥社会人教育 

 社会人が高度な専門的知識と技術を修得できるよう、再学習の機会などを幅広く提

供し、社会人教育を充実する。 

 

⑦厳正な成績評価 

 人材育成の目標像に基づき、学生が達成するべき具体的な目標を明確に示し、厳正

な成績評価を行う。 

 

⑧教育力の向上 

 大学教員の能力や資質の開発（ファカルティ・ディベロップメント）活動などによ

り、教員の教育力の向上を図る。 

 

⑨教育の成果の検証 

 教育の質の向上を図るために教育の成果及び効果の検証を行い、結果を公表すると

ともに、改善に結びつける。 

 

（３）教育の実施体制 

①教育組織の整備 

 人材育成の目標を達成するために教育組織の整備、充実を図る。 

 また、幅広く豊かな教養と高度な専門知識を結びつけるために学内の教育体制の有

機的連携を図る。 

 

②情報通信技術の活用 

 学生の学習意欲と理解度の向上を図るためにＩＴ（情報通信技術）を活用する。 

 

③教育基盤の整備 

 時代の要請に即応した先端的な教育研究を推進するための基盤的な施設整備を図る。 

 

（４）学生への支援 

①学生支援体制の整備 

 学生への支援を充実・強化するための体制を整備する。 

 

②学習の支援 

 学生が明確な目的を持って学習できるよう、履修相談や助言指導などの支援を行う。 

 

③学生生活への支援 

 学生が豊かなキャンパスライフを通じ、その資質の向上を図ることができるよう生

活等に関する支援を行う。 

 

④進路選択への支援 
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 学生のキャリア形成の意欲に応え、卒業後の進路に関する情報の提供などの支援を

行う。 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究の基本方針 

①卓越した研究拠点の形成 

 新しい知の創造をめざし独創的で特色ある研究を進め、市民の誇りとなる卓越した

研究拠点を形成することにより、学問研究において先駆的役割を果たす。 

 

②地域社会との連携 

 都市が抱えるさまざまな課題に研究科を越えて取り組み、また、学外の団体や研究

者などと連携して、その成果を都市と市民に還元し、地域社会の発展に寄与する。 

 

③産業の諸分野との連携 

 新しい産業を生み出す芽となる研究を推進し、大学を超えて産業の諸分野との連携

を進め、その成果を社会に還元していく。 

 

（２）研究の実施体制 

①大学の特色となるある研究の推進 

 本学の研究の基本方針を実現するため、独創性に富んだ基礎研究・応用研究を大阪

市立大学の特色となる基幹的な研究に育てるための支援体制を構築する。 

 

②各研究科における研究の推進 

 各研究科では、研究の自由と自主性を尊重し、研究組織としてその能力を最大限に

発揮できる自律的研究体制を確立する。 

 

③都市に関する総合的な研究の推進 

 学内・学外の多くの都市に関わる研究者が集まるり、都市・大阪にふさわしいの未

来を拓く学際的かつ総合的な研究体制の整備・充実を図る。 

 

④他の研究機関との連携 

 各種の研究機関、特に大阪市立の研究機関との人的交流や共同研究を推進し、積極

的な連携を図る。 

 

３ 社会貢献に関する目標 

３－１ 地域貢献 

（１）地域貢献の推進体制 

 市民に対して、より充実した生涯学習や再学習の機会を提供できるよう、地域貢献

を総合的・組織的に遂行しうる体制を整える。 

 

（２）地域貢献の活性化 

①人材の育成 

 教育・研究を通じて、生活の質の向上に取り組むなどの地域づくりに貢献できる優

れた人材を育成する。 

 

②高校等との連携 

 青少年の知的興味を喚起するとともに進路の選択に資するため、高校等との連携を

強化する。 

 

③地域社会との連携 

 高度な専門的知識やアイデアを市民や社会に提供する。 
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 ＩＴにより、学習意欲のある市民等に対する情報発信を行い、高度な専門教育を受

ける機会の充実を図る。 

 

④産業界との連携 

 地域経済に貢献するために、関西を中心とした企業とりわけ中小企業と連携し、新

たな事業創生に向けて大学の知的資源を提供する。 

 

⑤都市・大阪のシンクタンク 

 都市の課題に関する研究などを通じて、都市・大阪のシンクタンクとしての機能を

高め、地域社会への提言を行う。 

 

３－２ 国際貢献 

（１）国際貢献の基本方針 

 国際都市大阪に位置する大学として、世界の都市が抱えるさまざまな課題に取り組

み、国際的な教育研究機能を強化する。 

 

 市民生活と結び付いた学術・文化の国際的な交流拠点となる。 

 

 国外の大学との交流の拡大を図り、学生・教職員の国際交流を、より一層推進する。 

 

（２）国際貢献の実施体制 

 国外海外の大学との学術交流、研究者や学生の交流関係の業務を総合的・組織的に

遂行しうる体制を整える。 

 

４ 附属病院に関する目標 

（１）附属病院の基本方針 

 安全で質の高い患者本位の医療を提供することはもとより、地域医療機関（病院や

医院、診療所など）との連携を一層深めることにより、適切な医療機能の分化を推進

し、地域医療の向上に寄与するとともに、健康・予防医学の推進により、市民の健康

保持に貢献する。 

 

 高度医療の推進を図る特定機能病院の特性を生かし、市民へ最新の医療を提供する。 

 

 優れた知識・技術と科学的思考ならびに倫理観を備えた、人間味の豊かな医療人を

育成する。 

 

 質の高い臨床研究、高度先進医療を推進し、世界に発信できる新しい診断法・治療

法・予防医学の開発を行い、医療の水準の向上に寄与する。 

 

 医療、保健の向上に寄与する多彩な研究を、学内の他の専門分野との連携も図りつ

つ、柔軟な体制により推進する。 

 

（２）附属病院の運営体制 

 附属病院の機能を充実強化するため、機動的な運営が可能となる組織整備を行う。 

 

 病院経営の効率化を図り、健全な財務体質の確保に努める。 

 

 

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 
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（１）柔軟な組織編成 

 教育研究体制及び支援体制について柔軟な組織編成を行う。 

 

（２）教育研究等の支援体制の充実 

 教育・研究・社会貢献に係る支援体制の充実を図る。 

 

２ 人事制度の改善 

 多様で柔軟な人事制度を構築し、優秀な教職員を確保する。 

 

３ 予算制度の改善 

 基盤的な教育研究経費の確保を図るとともに、全学的視点からの戦略的な学内資源配分

を行う。 

 

４ 業務執行の改善 

（１）サービス機能の強化 

 学内、学外に対するさまざまなサービスに係る改善を図るための実施体制を整える。 

 

（２）業務の効率化 

 定型的な事務等の効率化を推進する。 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の改善 

 授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、外部資金、寄付金、知的財産権等に

よる自己財源の獲得を図る。 

 

２ 経費の抑制 

 大学経営全般を点検し、効率的な業務運営により経費の節減を図る。 

 

３ 資産の活用 

 知的資産はもとより、施設・設備などについても情報を集約し活用を図る。 

 

 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

１ 評価制度の確立 

 教育、研究及び社会貢献、大学の管理運営に係る自己点検・評価を行う体制を確立する。 

 

２ 改善の実施 

 自己点検・評価、外部評価などの評価結果を公表するとともに、それに基づく改善を全

学的観点から行う。 

 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

１ 人権の尊重、法令の遵守等 

 大学活動全般の遂行にあたっては、人権の尊重、法令の遵守はもとより、大学の使命と

社会的責任に応えるための体制の確立を図る。 

 

２ 情報公開等の推進 

 積極的な情報発信を行うための体制を整備しに努め、大学の諸活動について広く社会の

理解を得る。 
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３ 施設設備の管理、整備及び活用 

 施設・設備を有効に活用しつつ、教育・研究に係る目標、計画を達成するためのキャン

パス整備を図る。 

 

４ 安全の確保等 

 教育・研究・医療に係る安全管理の向上及び管理システムの整備を図る。 

 

別表 

 

学部 

 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 

研究科 

 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 

 生活科学研究科 

 創造都市研究科 
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公立大学法人大阪市立大学 中期目標（案） 

 
前文 

１ 大阪市立大学の理念 

２ 大学経営の理念 

 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組

織 

１ 中期目標の期間 

２ 教育研究上の基本組織 

 

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）教育の基本方針 

（２）教育の内容 

①人材育成の目標 

②アドミッション・ポリシー（学生受

入方針） 

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 

①教育組織の整備 

②情報通信技術の活用 

③教育基盤の整備 

（４）学生への支援 

①学生支援体制の整備 

②学習の支援 

③学生生活への支援 

④進路選択への支援 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究の基本方針 

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 

 

 

 

 

 

３ 社会貢献に関する目標 

３－１ 地域貢献 

（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 

 

３－２ 国際貢献 

（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 

（１）附属病院の基本方針 

（２）附属病院の運営体制 

 

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 

（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 

（１）サービス機能の強化 

（２）業務の効率化 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の改善 

２ 経費の抑制 

３ 資産の活用 

 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関

する事項 

１ 評価制度の確立 

２ 改善の実施 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

１ 人権の尊重、法令の遵守等 

２ 情報公開等の推進 

３ 施設設備の管理、整備及び活用 

４ 安全の確保等 

 

1 
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前文 

 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。 

１ 大阪市立大学の理念 

 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

りとなる大学をめざす。 

 

 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、医療などの諸機能の

向上を図り、真の豊かさの実現をめざす。 

 

２ 大学経営の理念 

 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。 

 

 

Ⅰ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織 

１ 中期目標の期間 

 平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日まで 

 

２ 教育研究上の基本組織 

 この中期目標を達成するため、教育研究上の基本組織として、別表に記

載する学部・研究科を置く。 

 

 

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）教育の基本方針 

 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。 

 

（２）教育の内容 

①人材育成の目標 

ア 学士課程 

 優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な判断力と豊かな

人間性を備え、社会に積極的に参加する市民的公共性を持った人材
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を育成する。 

 

イ 大学院課程 

（ア）前期博士課程 

 それぞれの学問領域の研究成果を体系的に学習し、学際領域に

も応用展開できる創造力ある人材を育成する。 

 

（イ）後期博士課程 

 新しい研究領域の開拓に取り組むなど、自立した研究者として

世界に通用する人材を育成するとともに、特に高度な知識・技術

及び研究能力を有する専門家を育成する。 

 

（ウ）専門職学位課程 

 高度専門職業人として都市の諸問題に積極的に取り組み、地域

の活性化を先導する人材を育成する。 

 

②アドミッション・ポリシー（学生受入方針） 

 人間性豊かで、科学や都市の産業・文化・生活・環境に広く関心を持

ち、向学心旺盛で優れた資質を有する学生を、広く国内外から受け入れ

る。 

 

③入学者選抜 

 各学部・研究科は具体的な人材育成の目標像と明確なアドミッショ

ン・ポリシーに基づき入学者選抜を実施する。 

 

④学部教育 

 学士課程では、基本的な専門知識を学ぶとともに、幅広い教養を修得

できるカリキュラムを編成する。 

 

⑤大学院教育 

 大学院課程では、優れた研究者を養成するとともに、特に高度な知

識・技術及び研究能力を有する専門家を養成できるカリキュラムを編成

する。 

 

⑥社会人教育 

 社会人が高度な専門的知識と技術を修得できるよう、再学習の機会な

どを幅広く提供し、社会人教育を充実する。 

 

⑦厳正な成績評価 

 人材育成の目標像に基づき、学生が達成するべき具体的な目標を明確

に示し、厳正な成績評価を行う。 

 

⑧教育力の向上 
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 大学教員の能力や資質の開発（ファカルティ・ディベロップメント）

活動などにより、教員の教育力の向上を図る。 

 

⑨教育の成果の検証 

 教育の質の向上を図るために教育の成果及び効果の検証を行い、結果

を公表するとともに、改善に結びつける。 

 

（３）教育の実施体制 

①教育組織の整備 

 人材育成の目標を達成するために教育組織の整備、充実を図る。 

 また、幅広く豊かな教養と高度な専門知識を結びつけるために学内の

教育体制の有機的連携を図る。 

 

②情報通信技術の活用 

 学生の学習意欲と理解度の向上を図るためにＩＴ（情報通信技術）を

活用する。 

 

③教育基盤の整備 

 時代の要請に即応した先端的な教育研究を推進するための基盤的な

施設整備を図る。 

 

（４）学生への支援 

①学生支援体制の整備 

 学生への支援を充実・強化するための体制を整備する。 

 

②学習の支援 

 学生が明確な目的を持って学習できるよう、履修相談や助言指導など

の支援を行う。 

 

③学生生活への支援 

 学生が豊かなキャンパスライフを通じ、その資質の向上を図ることが

できるよう生活等に関する支援を行う。 

 

④進路選択への支援 

 学生のキャリア形成の意欲に応え、卒業後の進路に関する情報の提供

などの支援を行う。 

 

２ 研究に関する目標 

（１）研究の基本方針 

①卓越した研究拠点の形成 

 新しい知の創造をめざし独創的で特色ある研究を進め、市民の誇りと

なる卓越した研究拠点を形成することにより、学問研究において先駆的

役割を果たす。 
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②地域社会との連携 

 都市が抱えるさまざまな課題に研究科を越えて取り組み、また、学外

の団体や研究者などと連携して、その成果を都市と市民に還元し、地域

社会の発展に寄与する。 

 

③産業の諸分野との連携 

 新しい産業を生み出す芽となる研究を推進し、大学を超えて産業の諸

分野との連携を進め、その成果を社会に還元していく。 

 

（２）研究の実施体制 

①大学の特色となる研究の推進 

 本学の研究の基本方針を実現するため、独創性に富んだ基礎研究・応

用研究を大阪市立大学の特色となる基幹的な研究に育てるための支援

体制を構築する。 

 

②各研究科における研究の推進 

 各研究科では、研究の自由と自主性を尊重し、研究組織としてその能

力を最大限に発揮できる自律的研究体制を確立する。 

 

③都市に関する総合的な研究の推進 

 学内・学外の多くの都市に関わる研究者が集まる、都市・大阪の未来

を拓く学際的かつ総合的な研究体制の整備・充実を図る。 

 

 

④他の研究機関との連携 

 各種の研究機関、特に大阪市立の研究機関との人的交流や共同研究を

推進し、積極的な連携を図る。 

 

３ 社会貢献に関する目標 

３－１ 地域貢献 

（１）地域貢献の推進体制 

 市民に対して、より充実した生涯学習や再学習の機会を提供できる

よう、地域貢献を総合的・組織的に遂行しうる体制を整える。 

 

（２）地域貢献の活性化 

①人材の育成 

 教育・研究を通じて、生活の質の向上に取り組むなどの地域づくり

に貢献できる優れた人材を育成する。 

 

②高校等との連携 

 青少年の知的興味を喚起するとともに進路の選択に資するため、高

校等との連携を強化する。 
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③地域社会との連携 

 高度な専門的知識やアイデアを市民や社会に提供する。 

 

 ＩＴにより、学習意欲のある市民等に対する情報発信を行い、高度

な専門教育を受ける機会の充実を図る。 

 

④産業界との連携 

 地域経済に貢献するために、関西を中心とした企業とりわけ中小企

業と連携し、新たな事業創生に向けて大学の知的資源を提供する。 

 

⑤都市・大阪のシンクタンク 

 都市の課題に関する研究などを通じて、都市・大阪のシンクタンク

としての機能を高め、地域社会への提言を行う。 

 

３－２ 国際貢献 

（１）国際貢献の基本方針 

 国際都市大阪に位置する大学として、世界の都市が抱えるさまざま

な課題に取り組み、国際的な教育研究機能を強化する。 

 

 市民生活と結び付いた学術・文化の国際的な交流拠点となる。 

 

 国外の大学との交流の拡大を図り、学生・教職員の国際交流を、よ

り一層推進する。 

 

（２）国際貢献の実施体制 

 国外の大学との学術交流、研究者や学生の交流関係の業務を総合

的・組織的に遂行しうる体制を整える。 

 

４ 附属病院に関する目標 

（１）附属病院の基本方針 

 安全で質の高い患者本位の医療を提供することはもとより、地域医療

機関（病院や医院、診療所など）との連携を一層深めることにより、適

切な医療機能の分化を推進し、地域医療の向上に寄与するとともに、健

康・予防医学の推進により、市民の健康保持に貢献する。 

 

 高度医療の推進を図る特定機能病院の特性を生かし、市民へ最新の医

療を提供する。 

 

 優れた知識・技術と科学的思考ならびに倫理観を備えた、人間味の豊

かな医療人を育成する。 

 

 質の高い臨床研究、高度先進医療を推進し、世界に発信できる新しい
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診断法・治療法・予防医学の開発を行い、医療の水準の向上に寄与する。 

 

 医療、保健の向上に寄与する多彩な研究を、学内の他の専門分野との

連携も図りつつ、柔軟な体制により推進する。 

 

（２）附属病院の運営体制 

 附属病院の機能を充実強化するため、機動的な運営が可能となる組織

整備を行う。 

 

 病院経営の効率化を図り、健全な財務体質の確保に努める。 

 

 

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 

（１）柔軟な組織編成 

 教育研究体制及び支援体制について柔軟な組織編成を行う。 

 

（２）教育研究等の支援体制の充実 

 教育・研究・社会貢献にかかる支援体制の充実を図る。 

 

２ 人事制度の改善 

 多様で柔軟な人事制度を構築し、優秀な教職員を確保する。 

 

３ 予算制度の改善 

 基盤的な教育研究経費の確保を図るとともに、全学的視点からの戦略的な

学内資源配分を行う。 

 

４ 業務執行の改善 

（１）サービス機能の強化 

 学内、学外に対するさまざまなサービスにかかる改善を図るための実

施体制を整える。 

 

（２）業務の効率化 

 定型的な事務等の効率化を推進する。 

 

 

Ⅳ 財務内容の改善に関する目標 

１ 自己収入の改善 

 授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、外部資金、寄付金、

知的財産権等による自己財源の獲得を図る。 

 

２ 経費の抑制 

 大学経営全般を点検し、効率的な業務運営により経費の節減を図る。 
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３ 資産の活用 

 知的資産はもとより、施設・設備などについても情報を集約し活用を図

る。 

 

 

Ⅴ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

１ 評価制度の確立 

 教育、研究及び社会貢献、大学の管理運営にかかる自己点検・評価を行う

体制を確立する。 

 

２ 改善の実施 

 自己点検・評価、外部評価などの評価結果を公表するとともに、それに基

づく改善を全学的観点から行う。 

 

 

Ⅵ その他業務運営に関する重要目標 

１ 人権の尊重、法令の遵守等 

 大学活動全般の遂行にあたっては、人権の尊重、法令の遵守はもとより、

大学の使命と社会的責任に応えるための体制の確立を図る。 

 

２ 情報公開等の推進 

 積極的な情報発信を行うための体制を整備し、大学の諸活動について広く

社会の理解を得る。 

 

３ 施設設備の管理、整備及び活用 

 施設・設備を有効に活用しつつ、教育・研究にかかる目標、計画を達成す

るためのキャンパス整備を図る。 

 

４ 安全の確保等 

 教育・研究・医療にかかる安全管理の向上及び管理システムの整備を図る。 
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別表 

 

学部 

 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 

研究科 

 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 

 生活科学研究科 

 創造都市研究科 
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中期計画における数値指標の取扱いについて 
 
○数値指標と数値目標 

・数値指標とは 

   → 評価を行う時点での大学活動の内容や成果を表す数値 
・数値目標とは 

   → 評価結果等に基づき将来のある時点での大学活動の成果や達成度合の目標を表す数値 
 
○数値指標の例 

  教育 学生関係 

      入学  競争率（倍率） 合格率 検定料収入 
          合格者の入学率 入学料収入、減免の状況 
          （受験者、合格者のセンター試験における水準） 
      在学中 在学者数 授業料収入、減免の状況 
          進級率（留年率） 
      卒業  卒業者数 就職率 進学率 
          （就職した者の進路） 
          （進学した者の進路） 
      大学院 学位授与数 学位審査手数料収入 
      科目等履修生 授業料収入 
     国際交流 

      留学生数 受入相手国の数 
      学生派遣数 派遣先相手国の数 派遣先大学（学部、研究科、学科等）の数 
     社会貢献関係 

      公開講座等の実施件数 受講者数 
 
  研究 教員の研究 

      論文数 論文の引用数 学会での発表 本学での所属学会の開催数 
      著書の冊数 雑誌掲載数 海外出張の頻度 
      外部資金 
       申請件数、申請した教員の数、獲得件数、獲得金額 
      科研費 
       申請件数、申請した教員の数、取得件数、取得金額 
      知的財産（特許等） 
       登録件数、使用料等の金額 
     共同研究 

      共同研究の件数、金額 相手企業等の数 
     受託研究等 

      受託研究の件数、金額 
      寄付の件数、金額 
     国際交流 

      研究交流 交流相手国の数 大学数 研究者数 シンポジウム等の開催回数 
      客員研究員の受入数 
     社会貢献関係 

      自治体の審議会委員 
 
  運営 人員 教員数（教授、助教授、講師、助手） 
        職員数 
     給与 教員の給与 職員の給与 
     経費 研究用備品 図書 
        消耗品 通信・運搬 電気・ガス・水道 
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入試の倍率、卒業生の進路、学位授与の状況について 
 

○平成１７年度入試の状況 ＊一般選抜の場合 

         前期日程    後期日程 
商学部      ２．２倍     ９．６倍 
経済学部     ２．６倍     ４．６倍 
法学部      ４．３倍    ３３．７倍 
文学部      ４．１倍    １２．０倍 
理学部      ３．２倍    １１．２倍 
工学部      ４．８倍    １２．４倍 
医学部医学科   ５．８倍    １０．２倍 
   看護学科  ２．４倍     ６．０倍 
生活科学部    ３．５倍    １１．１倍 
 
  ＊大学全体 過去３年の状況 競争倍率    志願者数 
     平成１５年度     ６．５倍   ９，０２０人 
     平成１６年度     ６．２倍   ８，３６２人 
     平成１７年度     ５．５倍   ７，７８２人 

 
○平成１６年度卒業生の進路等 

        卒業者数  進 学   就 職   その他 
商学部     １８７名    ６名  １２３名   ５８名 
経済学部    １８６名   １７名  １２０名   ４９名 
法学部     １６１名   ２１名   ８１名   ５９名 
文学部     １３３名   １６名   ６７名   ５０名 
理学部     １４０名   ８８名   ３５名   １７名 
工学部     ２７７名  １８２名   ７６名   １９名 
生活科学部   １２６名   ３４名   ７９名   １３名 
 

＊就職希望者の就職決定率  （全体）     男子      女子 
  平成１４年度      ９２．４％   ９３．３％   ９１．３％ 
  平成１５年度      ９０．１％   ８８．８％   ９１．９％ 
  平成１６年度      ９３．１％   ９２．６％   ９３．８％ 
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○学位等授与（平成１６年度） 

                  修 士   課程博士  論文博士 

経営学研究科  経営学        １０名    １名   ２名 

        商学         １７名    ８名   ４名 

        グローバルビジネス   ２名    １名    

経済学研究科  経済学        １７名    ２名    

法学研究科   法学         １０名         ２名 

文学研究科   文学         ６５名    ７名  １２名 

理学研究科   理学         ９７名   ２１名  １２名 

工学研究科   工学        １７５名    ９名   ５名 

医学研究科   医学               ２７名  ３３名 

        医科学        １４名 

生活科学研究科 生活科学       １０名    ２名    

        学術         ３６名    ６名   ５名 

創造都市研究科 都市情報       ２８名 

        都市政策       ４８名 

        都市ビジネス     ５６名 

 

大学全体の状況  修 士     課程博士   論文博士 
平成１４年度   ３５６人    １００人    ５９人 
平成１５年度   ４５０人    １１２人    ５４人 
平成１６年度   ５８５人     ８４人    ７５人 

 



 

附属病院の充実 

 

 

・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します。

 

・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します。 

 

・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めざしま

す。 

 

・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推進します。

 

・市民とともに、都市の文化、経済、産業、医療などの諸機能の向上を図り、真の

豊かさの実現をめざします。 

附属病院の基本方針 
・安全で質の高い患者本位の医療を提供します。 

・地域医療機関（病院や医院、診療所など）との連携を一層深め、適切な

医療機能の分化を推進し、地域医療の向上に寄与します。 

・健康・予防医学の推進により、市民の健康保持に貢献します。 

・高度医療の推進を図る特定機能病院の特性を生かし、市民へ最新の

医療を提供します。 

・優れた知識・技術と科学的思考ならびに倫理観を備えた、人間味の豊

かな医療人を育成します。 

・質の高い臨床研究、高度先進医療を推進し、世界に発信できる新しい

診断法・治療法・予防医学の開発を行い、医療の水準の向上に寄与しま

す。 

・医療、保健の向上に寄与する多彩な研究を、学内の他の専門分野との

連携も図りつつ、柔軟な体制により推進します。 

・附属病院の機能を充実強化するため、機動的な運営が可能となる組

織整備を行います。 

・病院経営の効率化を図り、健全な財務体質の確保に努めます。 

大阪市立大学の理念 

平成 18 年 4 月 法人化 

Open! Creative! Unique!

中期目標・中期計画の概要

資料４－１ 

Osaka City University 

（大学院後期博士課程） 

 新しい研究領域の開拓に取り組むなど、自立した研究者として世界に通用する人

材を育成するとともに、特に高度な知識・技術及び研究能力を有する専門家を育成

します。 

（大学院専門職学位課程） 

 高度専門職業人として都市の諸問題に積極的に取り組み、地域の活性化を先導

する人材を育成します。 

アドミッション・ポリシー（学生受入方針） 
 人間性豊かで、科学や都市の産業・文化・生活・環境に広く関心を持ち、

向学心旺盛で優れた資質を有する学生を、広く国内外から受け入れます。 

（大学院前期博士課程） 

 それぞれの学問領域の研究成果を体系的に学習し、学際領域にも応用展開でき

る創造力ある人材を育成します。 

 優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な判断力と豊かな人間性を備え、

社会に積極的に参加する市民的公共性を持った人材を育成します。 

人材育成の目標像 
（学士課程） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

大学運営の改善 （戦略性を持った経営、効率的な運営） 

 

 

 

研究の質の向上 

教育の質の向上  

 

 

 

 

 

社会貢献の充実 

地域貢献の活性化 
・人材の育成 
 教育・研究を通じて、生活の質の向上に取り組むなどの地域づくりに貢献でき

る優れた人材を育成します。 

・高校等との連携 
 青少年の知的興味を喚起するとともに進路の選択に資するため、高校等との

連携を強化します。 

・地域社会との連携 
 高度な専門的知識やアイデアを市民や社会に提供します。 

 ＩＴ（情報通信技術）により、学習意欲のある市民等に対する情報発信を行い、

高度な専門教育を受ける機会の充実を図ります。 

・産業界との連携 
 地域経済に貢献するために、関西を中心とした企業とりわけ中小企業と連携

し、新たな事業創生に向けて大学の知的資源を提供します。 

・都市・大阪のシンクタンク 
 都市の課題に関する研究などを通じて、都市・大阪のシンクタンクとしての機

能を高め、地域社会への提言を行います。 

研究の基本方針 
・市民の誇りとなる卓越した研究拠点の形成 
 新しい知の創造をめざし独創的で特色ある研究を進め、学問研究にお

いて先駆的役割を果たします。 
・地域社会との連携 
 都市が抱えるさまざまな課題に取り組み、成果を都市と市民に還元し、

地域社会の発展に寄与します。 
・産業の諸分野との連携 
 新しい産業を生み出す芽となる研究を推進し、その成果を社会に還元

します。 

業務運営の改善及び効率化 
・柔軟な組織編成 
 教育研究体制及び支援体制について柔軟な組織編成を行う。 
・教育研究等の支援体制の充実 
 教育・研究・社会貢献にかかる支援体制の充実を図る。 
・人事制度の改善 
 多様で柔軟な人事制度を構築し、優秀な教職員を確保する。 
・予算制度の改善 
 基盤的な教育研究経費の確保を図るとともに、全学的視点か

らの戦略的な学内資源配分を行う。 
・サービス機能の強化 
 学内、学外に対する様々なサービスにかかる改善を図るため

の実施体制を整える。 
・業務の効率化 
 定型的な事務等の効率化を推進する。 

大学経営の理念 
 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。 

財務内容の改善 
・自己収入の改善 
 授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、外部資

金、寄付金、知的財産権等による自己財源の獲得を図る。 
・経費の抑制 
 大学経営全般を点検し、効率的な業務運営により経費の節

減を図る。 
・資産の活用 
 知的資産はもとより、施設・設備などについても情報を集

約し活用を図る。 

・大学の特色となる研究の推進 
 独創性に富んだ基礎研究・応用研究を基幹的な研究に育てる

ための支援体制を構築 

・各研究科における研究の推進 
 研究の自由と自主性を尊重し、研究組織としてその能力を最

大限に発揮できる自律的研究体制を確立 

・都市総合研究の推進 
 学内・学外の多くの都市に関わる研究者が集まる、都市・大阪

の未来を拓く学際的かつ総合的な研究体制の整備・充実 

・他研究機関との連携 
 各種の研究機関、特に大阪市立の研究機関との人的交流や

共同研究の推進、積極的な連携 

自己点検・評価制度の確立
 ・評価制度の確立 

 教育、研究及び社会貢献、大学の管理運営にかかる自己点検・

評価を行う体制を確立します。 

・改善の実施 
 自己点検・評価、外部評価などの評価結果を公表します。 

 評価結果に基づく改善を全学的観点から行います。 

教育の基本方針 
 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します。 

・多様な入試制度 
 明確なアドミッション・ポリシーに基づく入学者選抜 

・学部教育の充実 
 幅広い教養を修得できるカリキュラム編成 

・大学院教育の充実 
 優れた研究者、研究能力を有する専門家の養成 

・社会人教育の充実 
 高度な専門的知識と技術の再学習の機会などを幅広く提供 

・厳正な成績評価の実施 
 具体的な達成目標を明示し、厳正に成績評価 

・教育力の向上 
 ＦＤ（大学教員の能力や資質の開発）活動による教員の教育

力の向上 

・教育基盤の充実 
 教育組織の見直し 

 ＩＴ（情報通信技術）の活用 

・学生支援の充実 
 履修相談や助言指導などの充実 

 豊かなキャンパスライフの実現 

国際貢献の活性化 
・世界の都市が抱える課題に取り組みます。 

・市民生活と結び付いた学術・文化の国際的な交流拠

点となります。 

・学生・教職員の国際交流を、より一層推進します。 

その他の重要目標 
・人権の尊重、法令の遵守等 
 大学活動全般の遂行にあたっては、人権の尊重、法令の遵守

はもとより、大学の使命と社会的責任に応えるための体制の確

立を図る。 
・情報公開等の推進 
 積極的な情報発信を行うための体制を整備し、大学の諸活動

について広く社会の理解を得る。 
・施設設備の管理、整備及び活用 
 施設・設備を有効に活用しつつ、教育・研究にかかる目標、

計画を達成するためのキャンパス整備を図る。 
・安全の確保等 
 教育・研究・医療にかかる安全管理の向上及び管理システム

の整備を図る。 

Open!な地域社会との連携Creative!な研究の推進Unique!な人材の育成 

知恵を出す人を作る 
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前文 ４　附属病院に関する目標
１　大阪市立大学の理念 （１）附属病院の基本方針 15
２　大学経営の理念 （２）附属病院の運営体制 15

Ⅰ　中期目標の期間及び教育研究上の
基本組織

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する
目標

１　中期目標の期間 1 １　教育研究体制等の改善
２　教育研究上の基本組織 1 （１）柔軟な組織編成 16

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標 （２）教育研究等の支援体制の充実
17

１　教育に関する目標 ２　人事制度の改善 17
（１）教育の基本方針 1 ３　予算制度の改善 17
（２）教育の内容 1 ４　業務執行の改善

①人材育成の目標 （１）サービス機能の強化 17
②アドミッション・ポリシー（学生受入方針） （２）業務の効率化 18
③入学者選抜 Ⅳ　財務内容の改善に関する目標
④学部教育 １　自己収入の改善 18
⑤大学院教育 ２　経費の抑制 18
⑥社会人教育 ３　資産の活用 19

⑦厳正な成績評価
Ⅴ　自己点検・評価及び当該情報の公開
等に関する事項

⑧教育力の向上 １　評価制度の確立 19
⑨教育の成果の検証 ２　改善の実施 19

（３）教育の実施体制 5 Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標
①教育組織の整備 １　人権の尊重、法令の遵守等 19
②情報通信技術の活用 ２　情報公開等の推進 20
③教育基盤の整備 ３　施設設備の管理、整備及び活用 20

（４）学生への支援 6 ４　安全の確保等 20
①学生支援体制の整備
②学習の支援
③学生生活への支援
④進路選択への支援

２　研究に関する目標
（１）研究の基本方針 8

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 8
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

３　社会貢献に関する目標
３－１　地域貢献
（１）地域貢献の推進体制 11
（２）地域貢献の活性化 11

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

３－２　国際貢献
（１）国際貢献の基本方針 14
（２）国際貢献の実施体制 15

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要
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中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

前文
　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。

Ⅰ　中期目標の期間及び教育研究上の基本組織

１　大阪市立大学の理念

２　大学経営の理念

　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めざす。

　平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日まで

２　教育研究上の基本組織

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

　この中期目標を達成するため、教育研究上の基本組織として別表に記載する学部・研究科を
置く。

（１）教育の基本方針
　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。

（ウ）専門職学位課程

（２）教育の内容

①人材育成の目標

（ア）前期博士課程
　それぞれの学問領域の研究成果を体系的に学習し、学際領域にも応用展開できる創造力
ある人材を育成する。

　高度専門職業人として都市の諸問題に積極的に取り組み、地域の活性化を先導する人材
を育成する。

１　中期目標の期間

　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、医療などの諸機能の向上を図り、真の豊かさの実現をめざす。

　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。

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標

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

（イ）後期博士課程
　新しい研究領域の開拓に取り組むなど、自立した研究者として世界に通用する人材を育成
するとともに、特に高度な知識・技術及び研究能力を有する専門家を育成する。

ア　学士課程
　優れた専門性、実践性、国際性を有し、総合的な判断力と豊かな人間性を備え、社会に積
極的に参加する市民的公共性を持った人材を育成する。

イ　大学院課程

1 / 21 ページ
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中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・選抜制度ごとの追跡調査、
検証
・選抜制度の改善・充実
（平成20年度以降）

＊入学試験の競争倍率

・高大連携の促進
・オープンキャンパス
　進学ガイダンス
 　などの強化
（平成18年度以降）

・大学コンソーシアム大阪に
よる大学フェアへの参加（平
成１８年度から）

・オープンキャンパスの実施
　昭和６２年度から　19回
・進学ガイダンスの実施
・新聞社等の進学説明会等への
参加
　平成17年度　19回

・外国語による募集要項

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・全学共通教育と専門教育との有
機的連携について調査、研究

・カリキュラムの編成と履修モデ
ルの作成（平成22年度まで）
・実務経験者による講義科目の
充実
・参加型の教育の促進
・総合大学のメリットを生かした幅
広い専門知識の修得
・他学部専門科目の履修に資す
る情報提供
・初年次教育について、高校と連
携を強化

・（全学共通教育）ＴＯＥＦＬ、ＴＯ
ＥＩＣ等での単位認定（平成19年
度から）

・ＴＯＥＩＣ650点（相当するＴＯＥＦ
Ｌ，英検の成績）以上の者につい
て、単位認定を検討

・全学共通教育の英語の授業改
革
・外国語による授業の充実

②アドミッション・ポリシー（学生受入方針）
（２）教育の内容

（外国語教育）

（学部教育）

（２）教育の内容

（２）教育の内容

　人間性豊かで、科学や都市の産業・文化・生活・環境に広く関心を持ち、向学心旺盛で優れ
た資質を有する学生を、広く国内外から受け入れる。

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（広報活動）

　学士課程では、基本的な専門知識を学ぶとともに、幅広い教養を修得できるカリキュラムを編
成する。

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

③入学者選抜
　各学部・研究科は具体的な人材育成の目標像と明確なアドミッション・ポリシーに基づき入学
者選抜を実施する。

１　教育に関する目標

（入学者選抜制度）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

④学部教育

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

⑤大学院教育
（２）教育の内容

１　教育に関する目標
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・学際的な教育の推進 ・分野横断型の履修拡充（平成
19年度を目途に検討）
・他大学等との単位互換制度の
拡充（平成20年度を目途に検討）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・リカレント教育などのカリキュラム
編成について実情調査

・プロジェクト型の研究や夜間開
講授業、実務型授業、短期集中
授業などの実施
（平成20年度まで）
・実務者の博士学位取得需要へ
の対応

・弾力的なカリキュラム・時間割の
編成
（平成20年度以降）
・大学院における長期履修学生
制度の導入

・理系をも含めた多様な専門職
大学院のあり方について検討
・看護学研究科の新設の検討
（平成20年度を目途）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・選択科目等の主体的選択
・シラバスの記載項目の統一
（授業内容、授業の進め方、
獲得目標、成績評価の方法な
ど）

・全ての学部・研究科のシラバス
をホームページに掲載

・他学部・他研究科の学生が履
修可能な科目を文系・理系別に
明示

・教員の指導技術の向上
・情報機器を利用した公開講義
・学生の理解力を高めるための授
業形態の工夫

・オフィスアワーの活用 ・インターネットなどによる授業時
間外における予習・復習・補習・
質問

（２）教育の内容

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

⑥社会人教育

　社会人が高度な専門的知識と技術を修得できるよう、再学習の機会などを幅広く提供し、社
会人教育を充実する。

（社会人教育）

（高度専門職業人教育）

（シラバスの充実）

１　教育に関する目標

＊授業形態、学習指導法等

（学部教育）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

中期計画に記載する主な項目及び概要

（大学院教育）

　大学院課程では、優れた研究者を養成するとともに、特に高度な知識・技術及び研究能力を
有する専門家を養成できるカリキュラムを編成する。
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・少人数教育を重視し、双方向型
授業を拡充

・授業評価アンケートなどを通じ
て効果を検証
（平成19年度以降）

・授業評価アンケートの実施や指
導方法の検討
・学位論文提出ガイドラインの検
討

・複数の教員による指導体制の
整備
（平成19年度以降）

・学生の共同研究への参加の促
進
・学会・研究会での発表の支援

・高度専門職業人にふさわしい
授業形態、研究指導方法の開
発、実施

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・各科目の目標達成度や学生の
理解度の点検

・科目の具体的な達成目標と成
績評価の方法、評価基準をシラ
バスに明示
・成績評価の実態調査
・適切な成績評価の方法の開発

・ＧＰＡ制度（５段階で評価した
上、単位あたりの平均点を出して
評価する制度）の拡大

・学位論文の審査手続・審査基
準の明確化とその公表

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・全学の教員の参加によるＦＤ活
動の継続的な実施
・公開授業、授業改善に関する
ワークショップ

・学生による授業評価の全学的
かつ継続的な実施
・適切な授業評価のあり方の検討

・ＦＤ研究会（前身の大学教育研
究会を含む。）
　平成9年度以降　9回開催
・公開授業
　平成12年度以降　22回開催
 （全学共通教育）
・ＦＤワークショップ
　平成15年度以降　3回開催

・教員の全員参加によるＦＤ活動
の活発化
・各学部、研究科にＦＤ委員会を
置く。（平成18年度以降）
・授業に関する研修会等の開催

（２）教育の内容

中期計画に記載する主な項目及び概要

（高度専門職業人教育）

（大学院教育）

　大学教員の能力や資質の開発（ファカルティ・ディベロップメント）活動などにより、教員の教
育力の向上を図る。

１　教育に関する目標

（授業の改善）

（学部教育）

（全学での取組）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

⑦厳正な成績評価

　人材育成の目標像に基づき、学生が達成するべき具体的な目標を明確に示し、厳正な成績
評価を行う。

（大学院教育）

（２）教育の内容

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

⑧教育力の向上

中期計画に記載する主な項目及び概要

（部局での取組）
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・公開授業の実施
・ワークショップ
・外部の専門家を招いての公開
講座

・学生による授業評価などによる
教員の授業改善方策の具体化
（平成20年度まで）
・優秀な教育活動に対する表彰
制度の検討
・教育上の効果の客観的評価の
検討

・授業評価アンケート
　平成6年度以降毎年実施
 （全学共通教育）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・選抜方法と入学後の成績の関
連の分析（平成20年度まで）

・調査にかかる既存の資料の活用 ・学生の入学時から就職後に至
るまでの追跡調査（平成21年度ま
で）
・分析結果をもとにした全学レベ
ルでの改善
・教育点検システムの構築

・ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定
機構）などの外部評価の活用

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・教育推進本部の新設
・全学共通教育と専門教育との有
機的な連携
・教育関係の委員会の見直し

・各学部・研究科と連携した種々
の調査研究の推進

・各学部研究科の教育活動改善
への支援の充実

・適切な成績評価のための改善
策の提示

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

（３）教育の実施体制

中期計画に記載する主な項目及び概要

（ITの活用）

　人材育成の目標を達成するために教育組織の整備、充実を図る。

　また、幅広く豊かな教養と高度な専門知識を結びつけるために学内の教育体制の有機的連
携を図る。

中期計画に記載する主な項目及び概要

（全学共通教育と専門教育の有機的連携）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（外部評価の活用）

（３）教育の実施体制

　教育の質の向上を図るために教育の成果及び効果の検証を行い、結果を公表するとともに、
改善に結びつける。

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

⑨教育の成果の検証

①教育組織の整備

②情報通信技術の活用

中期計画に記載する主な項目及び概要

（追跡調査）

（大学教育研究センター）

　学生の学習意欲と理解度の向上を図るためにＩＴ（情報通信技術）を活用する。

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標

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

（２）教育の内容
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・ＩＴを活用した履修案内等の通
知
・教材の蓄積、電子化と公開の推
進
・オープンラーニング環境の整備
（平成１９年度を目途）
・教務関係データの相互活用に
よる教育活動の改善
・教員のＩＴ活用能力の向上
・情報技術に精通した専門的職
員の採用を検討

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・学生用の図書・情報などの資料
収集基準の策定
・学習に必要な資料の整備拡充
・図書館機能、情報処理・ネット
ワーク機能の一層の充実

所有図書
　平成１６年１０月現在
　学術情報総合センター
　　２３０　万冊
　大学全体
　　２６０　万冊

・学術情報総合センターの利便
性の向上について、継続的に検
討

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）
・文部科学省などの支援を得て
形成された教育体制の維持、支
援

・体育学研究室を健康・スポーツ
研究センター(仮称)と改称し、健
康・スポーツ教育の充実

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・学生のニーズ、窓口担当者など
の意見を集約し、支援施策に反
映

・学生に対する全学的な相談窓
口（電子メールを含む。）の設置

・学科・専攻ごとの学習相談・支
援窓口の設置

　学生への支援を充実・強化するための体制を整備する。

　学生が明確な目的を持って学習できるよう、履修相談や助言指導などの支援を行う。

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

①学生支援体制の整備

②学習の支援

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（４）学生への支援

③教育基盤の整備

＊教育の実施体制にかかる特記事項

（教育の支援）

　時代の要請に即応した先端的な教育研究を推進するための基盤的な施設整備を図る。

（３）教育の実施体制

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

中期計画に記載する主な項目及び概要

（学生支援体制の整備）

（４）学生への支援

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・学部1回生の担任制度
（平成18年度以降）
・教務担当、１回生担任による履
修指導

・履修ガイダンスの充実 ・学習目的に応じた履修モデル
の提示
（平成20年度まで）

・全教員によるオフィスアワー
・チューター制度

・教育相談室の設置
・進路等の相談体制の整備
・各学部・研究科における学習相
談窓口

オフィスアワー
　月1、2回程度

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・奨学金、授業料減免、アルバイ
ト、消費生活問題などの情報の提
供

・相談担当教員の配置と定期的
な懇談の場を設置

・授業料等の減額、免除のあり方
の検討

・成績優秀な学生に対するインセ
ンティブの付与

・クラブ･サークル活動の奨励
・地域連携のボランティア活動に
ついての広報の強化

・学生の定期健康診断受診率の
向上
・カウンセラー相談体制の充実

・健康・スポーツ研究センター(仮
称)が行うクラブ、サークル活動支
援の充実

学生の健康管理
　週４日のカウンセリング

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・卒業生の就職先の把握と記録
・学友会などと連携した情報の収
集及び周知

・キャリア形成支援プログラムの
開発・導入
・起業・NPO設立に関する支援体
制の創設
・就職情報ページの設置
（平成18年度以降）
・複数の資格（ダブルライセンス）
取得の可能性の検討
（平成19年度以降）

・インターンシップ制度の充実
・講演会、体験報告会、会社説明
会などの充実

・就職ガイダンス
　平成16年度　29回
・卒業生による会社説明会
　平成16年度　152社
　　　　　　　　　（5399人参加）
・就職相談
　平成16年度　364人
　

（学習相談・助言）

中期計画に記載する主な項目及び概要

（キャリア形成支援）

④進路選択への支援

中期計画に記載する主な項目及び概要

③学生生活への支援

　学生が豊かなキャンパスライフを通じ、その資質の向上を図ることができるよう生活等に関す
る支援を行う。

（キャンパスライフの充実）

中期計画に記載する主な項目及び概要

　学生のキャリア形成の意欲に応え、卒業後の進路に関する情報の提供などの支援を行う。

（４）学生への支援

（４）学生への支援

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標

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
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・特色ある研究体制の構築（重点
研究、都市問題研究、新産業創
生研究など）

・研究推進本部の新設

・大学の特色となる研究に対する
重点的予算配分

学長裁量経費
　平成１３年度から
　研究費の５％
全学的共通経費
　平成１４年度
　研究費の１０％

・情報収集、研究計画の立案、研
究の実施にかかる共同作業に教
員と職員が一体となって取り組む
体制の構築

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・各研究科の研究予算に対する
研究科長の裁量権の確立

研究科長裁量経費
　平成１３年度から
　各部局の研究費予算の５％

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

（研究科長の裁量）

　各研究科では、研究の自由と自主性を尊重し、研究組織としてその能力を最大限に発揮で
きる自律的研究体制を確立する。

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

　都市が抱えるさまざまな課題に研究科を越えて取り組み、また、学外の団体や研究者など
と連携して、その成果を都市と市民に還元し、地域社会の発展に寄与する。

①卓越した研究拠点の形成

②地域社会との連携

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

　新しい知の創造をめざし独創的で特色ある研究を進め、市民の誇りとなる卓越した研究拠
点を形成することにより、学問研究において先駆的役割を果たす。

（１）研究の基本方針

（２）研究の実施体制

③都市に関する総合的な研究の推進

（２）研究の実施体制

③産業の諸分野との連携

　新しい産業を生み出す芽となる研究を推進し、大学を超えて産業の諸分野との連携を進
め、その成果を社会に還元していく。

２　研究に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（研究体制の整備）

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

（２）研究の実施体制

２　研究に関する目標

　本学の研究の基本方針を実現するため、独創性に富んだ基礎研究・応用研究を大阪市立大
学の特色となる基幹的な研究に育てるための支援体制を構築する。

２　研究に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・都市研究プラザの新設
・都市に関する問題を、研究科を
超え、学際的・多角的にまた国際
的な規模で研究し、成果を公表

・各研究科と連携して学外の研究
施設の確保
・21世紀COEによる海外研究拠
点などを都市研究プラザと連携

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・大阪市立工業研究所、環境科
学研究所、(財)大阪バイオサイエ
ンス研究所（連携大学院）との連
携
・大阪市立病院群との共同研究
の推進

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・国内外の著名研究者や若手研
究者の招聘を促進

・学会、国際会議、シンポジウム
などへのバックアップ体制の確立

・若手研究者への研究支援として
ポスドク制度などの確立

・若手研究者への研究支援として
海外派遣制度の充実（平成19年
度から）
・最先端の研究を促進しうる支援
の仕組み
・外部資金での研究者及び補助
者の雇用

・学術情報総合センターを含む研
究設備の整備と拡充及びIT化

・電子ジャーナル等の学術情報
基盤の整備
（平成１８年度を目途）
・マルチメディア研究基盤の整備
（平成１９年度を目途）
・情報ネットワークを活用した対
話型研究支援システムの検討

・一元的管理体制の構築の検討
　工作技術センター
　分析施設
　低温施設
　ＲＩ共同利用施設

・大型実験施設の集約化

中期計画に記載する主な項目及び概要

（研究基盤の整備）

（研究の支援）

④他の研究機関との連携

中期計画に記載する主な項目及び概要

（都市研究プラザ）

＊研究の活性化

　学内・学外の多くの都市に関わる研究者が集まる、都市・大阪の未来を拓く学際的かつ総合
的な研究体制の整備・充実を図る。

中期計画に記載する主な項目及び概要

　各種の研究機関、特に大阪市立の研究機関との人的交流や共同研究を推進し、積極的な
連携を図る。

（２）研究の実施体制

２　研究に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・研究施設設備の共同利用を推
進
・大阪市の他の研究機関との連
携強化。

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・研究の先進性・萌芽性、研究を
推進するための組織の構成、研
究成果の社会に対する影響の度
合いなどの多面的な検証

・研究紀要等の信頼性の向上の
ための査読体制の確立

・研究紀要等に外国語のサマ
リーや目次を設ける（平成18年度
以降）

・学外から選任した評価委員によ
る定期的な評価
・ピアレビュー（各専門分野の研
究者による相互評価）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・修士論文・博士論文のタイトル・
内容をホームページで公開
・教員の研究業績等の情報の公
開
（著作権や特許などの知的財産
権の取扱いに配慮）

・国内外の学会、国際会議での発
表

・市民講座や公開講座などを通
じた地域への情報発信の積極化

・大学が有する貴重資料（史料）
や希覯書の電子資料化の推進

・学部・研究科に広報委員を置
く。
・各種メディア向けの広報スタッフ
（あるいは部署）を置く。

・研究成果の外国語による情報
発信の増加
・海外への魅力のあるコンテンツ
の充実

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・環境問題、絶滅危惧種の保全
などへ積極的に提言

・収集植物データベース、開花状
況などの情報を積極的に公開

・２１世紀ＣＯＥプログラムなどによ
る研究教育拠点の維持、支援

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

＊研究成果の公表

＊研究の水準・成果の検証

＊研究体制にかかる特記事項

（すぐれた教育研究拠点の形成）

（多面的な検証）

（外部委員による評価）

（情報の発信）

（情報発信体制の整備）

（国際的な情報発信）

（理学部附属植物園）
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・地域貢献推進本部の新設
・教職員が一体となった推進体制
の整備
・各学部・研究科における推進体
制の充実
（平成18年度より）
・地域住民の療養生活に対する
看護支援体制の構築の検討

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・市民の生活の質を向上するため
のQOLプロモーターの育成プロ
グラム開発

・生活科学研究科内に地域交流
室を設置
（平成18年度より）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・双方向的な高校との連携
・大学コンソーシアム大阪との連
携
・出張講義、大学での公開講義、
高校教員との意見交換、　研究室
見学の充実

・全国の高校への学部情報の発
信と情報収集

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

中期計画に記載する主な項目及び概要

（２）地域貢献の活性化

（２）地域貢献の活性化

　市民に対して、より充実した生涯学習や再学習の機会を提供できるよう、地域貢献を総合的・
組織的に遂行しうる体制を整える。

（１）地域貢献の推進体制

中期計画に記載する主な項目及び概要

３　社会貢献に関する目標
３－１　地域貢献

（地域との連携、地域の活動への参画）

＊地域社会等との連携・協力等

中期計画に記載する主な項目及び概要

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

３－１　地域貢献

（２）地域貢献の活性化

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

③地域社会との連携

　高度な専門的知識やアイデアを市民や社会に提供する。

　ＩＴにより、学習意欲のある市民等に対する情報発信を行い、高度な専門教育を受ける機会
の充実を図る。

３－１　地域貢献

①人材の育成

②高校等との連携

　青少年の知的興味を喚起するとともに進路の選択に資するため、高校等との連携を強化す
る。

中期計画に記載する主な項目及び概要

　教育・研究を通じて、生活の質の向上に取り組むなどの地域づくりに貢献できる優れた人
材を育成する。

３－１　地域貢献
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・市民を対象とした無料法律相談
所、中小企業支援法律センター
などの推進

（法）法律相談
　平成１５年度
　３２８　件

・地域の科学・技術の振興と自治
体政策課題への参画
・地域振興のためのNPO・NGO活
動への協力支援
・地域の小・中学校と連携し、総
合的学習の時間などに協力
・在学生による学校支援ボラン
ティアなどの奨励・支援
・地域住民を対象とした各種の相
談

（生科）児童・家庭相談
 平成１５年度
　１２９　件
　（延べ　１５５８　件　）

・公共図書館、専門図書館等との
情報検索や相互貸借など相互協
力の推進
・大阪市内のスポーツ関連諸機
関、施設、クラブと連携した健康
増進事業の支援

・自治体などの各種審議会等へ
の参画の促進

各種審議会等委員
　平成１７年度
　１４８　名
　（　延べ　３１２　名　）

・最新の研究成果や図書などの
情報を、各種媒体を活用して積
極的に情報発信

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・公開講座の充実（平成19年度を
目途）

・より専門的な研究成果を市民に
還元
・エクステンションプログラム等の
検討

・公開講座等の実績
公開講座　（平成１６年度）
　延べ　１１９　回
　延べ　１２４８８　人
高校生講座　（平成１７年度）
　４　回
　１５５　人
市民講座　（平成１６年度）
　６　回
　延べ　７４３　人
市民医学講座　（平成１６年度）
　１０　回
　１５６３　人

・地域の科学技術の振興
・ホームページに科学に関する相
談窓口を設置
・大阪市等の生涯学習担当部局
等と共同

・学術情報総合センターの図書市
民利用制度の拡充
（平成２０年度まで）

図書市民利用制度　登録者
　平成１７年３月末
　２８４５　人

・多様な生涯学習支援の方法を
検討
・住民の相互学習の促進

・科目等履修生、３年次編入学の
積極的受入れ

・社会人学生に対するきめ細かな
対応

・科目等履修生
　平成１６年度　６８人
・研究生
　平成１６年度　１４１人

・健康・スポーツ・身体運動に関
連した公開講座の開設
・公開講座などの映像記録の提
供

（情報の発信）

（公開講座等）

＊ＩＴの活用

＊生涯学習の支援

中期計画に記載する主な項目及び概要
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・授業科目の拡充の検討
（平成19年度まで）

・「誰でも、いつでも、どこでも学
習」システムの検討
（平成19年度を目途）

インターネット講座
　平成１６年度
　１１　講座
　延べ　７１４　人

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・新産業創生研究センターの充実
・共同研究の実施、各種講演会・
シンポジウムやセミナーの一層の
充実、定期的開催の検討開始
（平成18年度から）

・健康・予防医療ラボラトリーの充
実
・大阪市立環境科学研究所との
連携
・企業との製品開発の活発化
・医薬品・食品効能評価センター
の整備・充実

・測定、解析、装置制作等の受入
れの拡充
・知的財産権に関する専門分野
の教員の協力体制の整備
・大学発ベンチャーの推進

・経済団体、官公庁との連携強化

・大阪市立大学産学連携データ
ベースの充実（大阪市立大学
シーズ集の刊行）
・大阪市立大学研究者要覧の充
実

産学連携データベースの登録
　平成１７年１０月現在
　全学　２７９人 577件
 （全教員の３３％程度）
　アクセス件数　１０２５０件
　　　　　　　　　　（平成１６年度）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・都市研究プラザの設置
（平成18年度）
・地域社会に溶け込んだ学術的
研究と政策的研究の推進
・研究成果を基に地域社会へ提
言

（データベースの充実）

　都市の課題に関する研究などを通じて、都市・大阪のシンクタンクとしての機能を高め、地域
社会への提言を行う。

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

⑤都市・大阪のシンクタンク

中期計画に記載する主な項目及び概要

　ＩＴ（情報通信技術）により、学習意欲のある市民等に対する情報発信を行い、高度な専
門教育を受ける機会の充実を図る。（再掲）

３－１　地域貢献

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（新産業創生研究）

（インターネット講座等）

中期計画に記載する主な項目及び概要

（２）地域貢献の活性化

（２）地域貢献の活性化

④産業界との連携

　地域経済に貢献するために、関西を中心とした企業とりわけ中小企業と連携し、新たな事業
創生に向けて大学の知的資源を提供する。

中期計画に記載する主な項目及び概要

３－１　地域貢献
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

海外からの客員研究員の受入
　平成１６年度
　１９　か国
　４９　名

市立大学在外研究員
　平成１６年度
　５２　名
その他の海外出張者
　３７５　名

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・国際的に共通する都市の課題
に関する本学独自の研究の推進

・国を越えて活躍できる人材の育
成

・国際的な相互理解、情報の交
流による研究ネットワークの形成
・外国の提携先大学との共同研
究の検討
（平成20年度まで）

・大学間交流
　研究交流　７カ国　９大学　９件
　学生交流　６カ国　８大学
　　派遣　１１人　受入　33人

・学部間交流
　研究交流　２カ国　２大学　３件
　学生交流　４カ国　５大学
　　派遣　１１人　受入　34人

・ゲストハウスの利用
　平成１６年度
　１６１人　延べ６３５２泊

・国際共同研究の推進
・国際シンポジウムの継続的開催
（平成18年度以降も）
・２１世紀ＣＯＥ都市文化研究セン
ターの活用
（平成18年度以降）
・韓国の全南大学、中国の上海
財経大学との共同研究プロジェク
トの推進
（平成18年度以降）
・開発途上国に対する教育支援
プログラム、技術援助など国際活
動への参加
・ドイツ・フライブルク大学との日
独シンポジウムの充実

・イギリス・ロンドン大学との交流
の促進

・学生の海外派遣を推進・支援す
る仕組みの整備
・留学生の受入れ体制の整備
・学内共同利用施設の外国語版
案内、ホームページの作成
（平成２０年度を目途）

・留学生の受入れ
平成１７年１０月現在
　２８０　名

中期計画に記載する主な項目及び概要

３－２　国際貢献

（学生交流）

（１）国際貢献の基本方針

中期計画に記載する主な項目及び概要

＊国際交流の活性化

　国外の大学との交流の拡大を図り、学生・教職員の国際交流を、より一層推進する。

　国際都市大阪に位置する大学として、世界の都市が抱えるさまざまな課題に取り組み、国際
的な教育研究機能を強化する。

　市民生活と結び付いた学術・文化の国際的な交流拠点となる。

（研究交流）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・学生交流ボランティア組織への
支援を拡充

・世界各地域へ向けた情報発信

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・国際学術交流、学生交流の体
制整備
・外国語に堪能な職員の採用

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・病院運営の迅速・効率化
・病院長の専任化
（平成18年度より）
・病院長の権限強化と病院長支
援体制の整備
・電子カルテ等の情報システムの
整備
（平成19年度から）
・臓器別・疾患別診療体制、管理
体制の整備
（平成21年度に）

・患者の立場に立った支援体制
の整備
・アメニティを重視した医療環境の
整備

　附属病院の機能を充実強化するため、機動的な運営が可能となる組織整備を行う。
　病院経営の効率化を図り、健全な財務体質の確保に努める。

中期計画に記載する主な項目及び概要

　高度医療の推進を図る特定機能病院の特性を生かし、市民へ最新の医療を提供する。

　優れた知識・技術と科学的思考ならびに倫理観を備えた、人間味の豊かな医療人を育成す
る。

（情報発信）

　質の高い臨床研究、高度先進医療を推進し、世界に発信できる新しい診断法・治療法・予防
医学の開発を行い、医療の水準の向上に寄与する。

４　附属病院に関する目標

　医療、保健の向上に寄与する多彩な研究を、学内の他の専門分野との連携も図りつつ、柔軟
な体制により推進する。

　国外の大学との学術交流、研究者や学生の交流関係の業務を総合的・組織的に遂行しうる
体制を整える。

４　附属病院に関する目標

中期計画に記載する主な項目及び概要

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）附属病院の基本方針
　安全で質の高い患者本位の医療を提供することはもとより、地域医療機関（病院や医院、診療
所など）との連携を一層深めることにより、適切な医療機能の分化を推進し、地域医療の向上に
寄与するとともに、健康・予防医学の推進により、市民の健康保持に貢献する。

（２）附属病院の運営体制

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

３－２　国際貢献

（２）国際貢献の実施体制
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・地域医療機関等との連携・交流
の充実
（平成21年度以降）

・病院機能評価の受審
（平成18年度）
・外部評価及び自己評価システ
ムの構築
（平成20年度）

・業務改善等に職員が直接的に
参画できる体制の整備
（平成18年度以降）
・災害発生時等、緊急時における
医療体制の整備・充実
（平成21年度以降）

・医療資源の有効利用
・管理会計システムの整備
（平成２１年度に）
・大型機器等の整備・保全
・職場環境の整備

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・医の倫理、医療安全等の研修 ・専門技術研修プログラムの整
備・充実
（平成２１年度より）

・卒後臨床研修センターの充実 ・研修トレーニングセンター（仮
称）の設置
（平成１９年度）
・地域医療を担う医師を対象とし
た専門医育成研修・生涯教育プ
ログラムの充実
（平成２１年度以降）

・健康・予防医学研究、治験体制
の充実
・産学連携による共同研究の推進

・トランスレーショナルリサーチ(先
端医療研究と臨床応用の迅速な
連携)の推進
・ユビキタス医療システムの研究
（平成21年度以降）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・教職員が一体となった柔軟な組
織編成と人員配置

・科目・担当者等の見直し
（平成18年度以降）

・全学協力体制の実現
（平成20年度から）

・全学的見地から継続的に検討

（２）教育研究等の支援体制の充実

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

（臨床教育）

（組織編成の基本方針）

（全学共通教育）

（大学院教育）

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

（１）柔軟な組織編成

　教育研究体制及び支援体制について柔軟な組織編成を行う。

（臨床研究）

＊臨床教育、臨床研究

１　教育研究体制等の改善

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

16 / 21 ページ



資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・職員の大学運営への直接的参
画
・職員の能力向上を図る体制整
備

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・特任教授、博士研究員の導入 ・任期制教員、特任教員の順次
導入
・非常勤講師の活用
・大学運営（経営）専門職員の育
成・確保

・サバティカル制度（教員）
・能力開発のための長期研修制
度（職員）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・大学の特色となる教育・研究
に対する戦略的・重点的予算配
分

学長裁量経費
　平成１３年度から
　研究費の５％
全学的共通経費
　平成１４年度から
　更に研究費の１０％

・教育推進本部、研究推進本
部による全学共通経費の効果
的な配分
・施設維持や光熱水費等は全
学共通経費
・管理運営にかかる情報の集
約による効率的な運用

・研究科長の裁量による予算配分
と執行

研究科長裁量経費
　平成１３年度から
　研究費の５％

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

　多様で柔軟な人事制度を構築し、優秀な教職員を確保する。
２　人事制度の改善

（多様な人事制度）

　教育・研究・社会貢献に係る支援体制の充実を図る。

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

（研究科長の裁量の拡大）

（戦略的予算配分）

３　予算制度の改善

　基盤的な教育研究経費の確保を図るとともに、全学的視点からの戦略的な学内資源配分を行
う。

４　業務執行の改善

（１）サービス機能の強化

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

（全学共通経費）

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

（長期研修制度等）

中期計画に記載する主な項目及び概要

　学内、学外に対するさまざまなサービスに係る改善を図るための実施体制を整える。
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・学生に対する学習支援、キャン
パスライフ支援のための体制整
備
・地域社会へ向けた生涯学習機
会の提供、研究成果の情報提供
を促進するための体制整備

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）
・業務執行の調査・分析 ・柔軟な業務執行体制の構築（ア

ウトソーシングを含む。）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・適正な学生納付金の設定 ・エクステンションプログラム等の
提供

＊学生充足率の向上
　学部
　大学院修士課程
　大学院博士課程

・申請件数の増
・公募型研究に関する情報収集
・学内での情報の共有化

・効果的・効率的な申請支援体
制、事務体制の強化

科学研究費補助金
　平成１７年１０月現在
　全学　３３９件
　１１億９１００万円

・産業界等に対する情報収集
・学内への周知の徹底

・産学官連携推進体制の強化
・柔軟な組織の構築

共同研究
　平成１６年度
　９　件
　５９００万円
受託研究
　平成１６年度
　全学　３９７件
　約７億２４００万円
教育研究奨励寄附金
　平成１６年度
　全学　６６２件
　５億６３００万円

・知的財産取扱いポリシーの整備 ・適切な管理・運用体制の整備

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・管理会計の手法を導入
・予算管理単位ごとのコスト把握
・予算配分への反映

・経費区分に応じた目標の設定 ＊平成１８年度から２２年度まで
に２０%の削減

（共同研究、受託研究、寄附金等）

（知的財産）

２　経費の抑制

　大学経営全般を点検し、効率的な業務運営により経費の節減を図る。

（科学研究費補助金等）

中期計画に記載する主な項目及び概要

　授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、外部資金、寄付金、知的財産権等による
自己財源の獲得を図る。

（２）業務の効率化

１　自己収入の改善

　定型的な事務等の効率化を推進する。

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

（学生納付金等）

中期計画に記載する主な項目及び概要

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

中期計画に記載する主な項目及び概要

４　業務執行の改善
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・事務の集約化・標準化・情報化 ＊事務の集約化等による経費節
減

・省エネルギー活動の推進 ＊省エネルギーによる経費節減

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）
・資産の運用・管理の集約化

・継続的な施設の点検と評価 ・全学的視点での施設の有効活
用の推進

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・教育実績評価の確立
・総合的な視点に基づく、教員の
業績評価及び各部局の自己点
検・評価

・各部局に評価委員会を設置
・全学評価委員会の設置

・各専門分野に適合した多元的
な評価項目の設定

・部局の自己点検・評価に基づく
全学での自己点検・評価
・学外者及び学生の意見を聞く。

・認証評価機関の評価（6年に一
度）

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・自己点検・評価報告書に中期
目標・中期計画に掲げる事項の
達成度を明示
・評価結果の公表
・部局の改善活動の奨励、支援
・評価結果に基づいた改善勧告

　知的資産はもとより、施設・設備などについても情報を集約し活用を図る。

中期計画に記載する主な項目及び概要

１　評価制度の確立

（実施方法）

Ⅴ　自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項

中期計画に記載する主な項目及び概要

（評価組織）

（評価項目）

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

中期計画に記載する主な項目及び概要

＊自己点検・自己評価

　教育、研究及び社会貢献、大学の管理運営に係る自己点検・評価を行う体制を確立する。

＊教員の業績評価制度の確立

Ⅴ　自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項

　自己点検・評価、外部評価などの評価結果を公表するとともに、それに基づく改善を全学的観点
から行う。

２　改善の実施

１　人権の尊重、法令の遵守等
　大学活動全般の遂行にあたっては、人権の尊重、法令の遵守はもとより、大学の使命と社会的責
任に応えるための体制の確立を図る。

３　資産の活用
Ⅳ　財務内容の改善に関する目標
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・人権尊重の視点に立った全学
的な取組の一層の推進

・大学としてのコンプライアンスの
確立

・適切な個人情報の取扱い ・個人情報取扱指針・ガイドライン
の制定

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・中期目標、中期計画、年度計
画、財務内容、運営状況等の公
表
・大学活動の成果を評価指標とと
もに発表

・教育・研究・社会貢献にかかる
情報のデータベース化

・教員の活動実績にかかるデー
タの収集、蓄積と一元的管理

・新たな長期計画の策定

・全学的広報活動の強化拡充の
ための体制整備

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）

・施設の整備計画策定
・施設の点検・評価 ・スペースの再配分及び活用に

かかるルール策定

・学術情報総合センターの助言、
指導

・情報処理・ネットワークシステム
の見直し
・相互協力運用体制の整備
（平成２０年度を目途）

・施設マネージメント・システムの
構築
・省資源・省エネルギーシステム
の導入

更に充実させるもの 新たに取り組むもの （参考）
（事故防止）

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

中期計画に記載する主な項目及び概要

（長期計画の策定と公開）

（広報体制の整備）

（施設等の整備）

（情報基盤の整備・活用）

中期計画に記載する主な項目及び概要

　積極的な情報発信を行うための体制を整備し、大学の諸活動について広く社会の理解を得る。

　教育・研究・医療に係る安全管理の向上及び管理システムの整備を図る。

（人権の尊重）

４　安全の確保等

　施設・設備を有効に活用しつつ、教育・研究に係る目標、計画を達成するためのキャンパス整備
を図る。

（大学の活動情報の公開）

（施設等の有効活用及び維持管理）

３　施設設備の管理、整備及び活用

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重要目標

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

（コンプライアンスの確立）

（個人情報の保護）

２　情報公開等の推進
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資料４－２

中期目標（案）を達成するために中期計画に掲げる主な項目と概要

・業務執行上の安全・衛生の確保 ・危険物質の保管場所や建物等
のセキュリティ管理体制を構築

・学生実験マニュアルの作成、指
導
・安全確保ガイドラインの作成
　（平成18年度内）

（学生等の安全確保等）
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