
中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

1

【年度計画】
・各学部・研究科の人材育成の目標について、アドミッションポリシー
との整合性等を再点検したうえで、各種の媒体を通じて広く社会へ周知
を図る。

（達成水準）
・「入学者追跡調査委員会」の報告(平成20年11月)を踏まえ、アドミッ
ションポリシーを点検し、必要に応じ募集定員変更や入試制度変更など
を実施する。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・各学部、研究科、学科、専攻等の具
体的な人材育成の目標像を明示する。

・各学部・研究科において、人材育成
の内容を規定しホームページをはじめ
各種冊子等により広く公表する。

2
（達成水準）
・20年度に公表された「入学者追跡調査報告書」を参考に、各学部等で
アドミッションポリシーを点検するとともに、オープンキャンパス等を
通じた周知を行う。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

3

【年度計画】
・各学部・研究科は、「入学者追跡調査委員会」の報告(平成20年11月)
を踏まえ、アドミッションポリシーと各種入試制度との関係等について
継続的に検証し、必要に応じて改善に取り組む。

【年度計画】
・各学部・研究科は、「入学者追跡調査委員会」と連携し、アドミッ
ションポリシーを点検するとともに、各種媒体を通じて高校等への周知
を図る。

・各学部、研究科、学科、専攻等のア
ドミッション・ポリシー（学生受入方
針）を明確にし、ホームページなどで
公表する。

同左

（達成水準）
・「入学者追跡調査委員会」の報告(平成20年11月)に基づき、アドミッ
ションポリシーを点検し、必要に応じ募集定員変更や入試制度変更など
を実施する（達成水準は各学部・研究科の方針による）

・継続的に、入学後の成績等を追跡調
査し、各学部・研究科では現に実施し
ているユニーク入試や推薦入学、帰国
生徒・留学生や社会人に対する特別選
抜制度など各種の選抜制度の検証を行
い、平成２０年度以降に、順次その改
善・充実を図る。

同左

1 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

（総務課）
・大学及び大学院入学志望者に対する
広報活動の一層の充実を図り、大学見
学者の受入れ人数やオープンキャンパ
ス参加者数の増をめざす。

（学生支援課）

・優秀な学生の確保を図るため、高大
連携の促進、オープンキャンパス、進
学ガイダンス、各学部・研究科のホー
ムページなどによる大学及び大学院志
望者に対する広報活動を平成１８年度
以降一層強化する。

（達成水準）
・前年度以上の進学ガイダンスへの参加を図る。
・市大、府大、関大との入試説明会等の連携を図る。
・オープンキャンパスへの参加者数の増加を図る。

【年度計画】
・大学及び大学院入学志望者に対する広報活動の一層の充実を図り、大
学見学者の受入れ人数(平成20年度：1,644名)、オープンキャンパス参加
者数(平成20年度：10,786名)については昨年度並みの人数を確保する。

（達成水準）
・大学見学及びオープンキャンパスともに前年度程度以上の参加者数を
確保する。
・大学見学において、高校の担当教員に参加者の要望・意見を聞き取
り、参加者のニーズに対応した見学内容（「模擬授業」「在学生の声」
「スタンプラリー」）とする。

【年度計画】
・大学及び大学院入学志望者に対する広報活動の一層の充実を図り、大
学見学者の受入れ人数(平成20年度：1,644名)、オープンキャンパス参加
者数(平成20年度：10,786名)については昨年度並みの人数を確保する。

4-2

【年度計画】
・引き続き各学部・研究科において、高校等からの依頼に応じる体制の
一層の充実に努める。

4-3

【年度計画】
・オープンキャンパスにおいて、アンケート調査等により、高校生の
ニーズや希望に即した内容となるように充実を図る。

5

【年度計画】
・大学コンソーシアム大阪の「大学フェア」に参加するなど、各種の高
大連携の取組に参加・協力する。

（達成水準）
・出張講義等の回数増など充実を図る。（達成水準は各学部・研究科の
方針による）

（達成水準）
・各学部においてオープンキャンパスでアンケートを実施し、翌年度事
業に反映する。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

（達成水準）
・前年度と同様に高大連携の一環として、大学コンソーシアム大阪の
「高校生のための大学フェア」への参加（模擬授業の提供を含む）を図
る。

4-1

・各学部において、それぞれの特徴に
応じ高大連携の取組みを実施し、高校
生等対象とした広報活動を展開する。

・各学部において、アンケート調査な
どによりニーズに応じてオープンキャ
ンパスの充実に努める。

・平成１８年度から実施される大学コ
ンソーシアム大阪の企画「大学フェ
ア」に積極的に参加し、受験生を対象
とした各種の催しを実施する。

同左

2 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

6

【年度計画】
・留学を志望する外国の学生のために、英語版ホームページについて随
時点検・見直しを行いつつ、引き続き充実を図り、留学生在籍者３００
名前後を確保する。

（達成水準）
・英語版ホームページについて随時点検・見直しを行い、留学生在籍者
300名前後を確保する。

【年度計画】
・留学を志望する外国の学生のために、英語版ホームページについて随
時点検・見直しを行いつつ、引き続き充実を図り、留学生在籍者３００
名前後を確保する。

（達成水準）

（達成水準）
・初年次教育運営委員会を開催し、平成21年度から初年次セミナーを実
施する。

【年度計画】
・引き続き、初年次教育運営委員会を開催し、平成21年度から実施する
初年次セミナーの充実を図る。

7-2

【年度計画】
・各学部は、大学教育研究センターと連携し、学士課程のあり方につい
て、継続的に検討を進め、カリキュラム編成や履修モデルの作成に反映
させる。

7-1

・全学共通教育と各学部における専門
教育との有機的連携のあり方について
調査研究を行い、各学部は、その成果
を平成２２年度までにはカリキュラム
の編成と履修モデルの作成に反映させ
る。

・初年次教育における全学共通科目の
1回生セミナーと専門教育の導入科目
と連携を図る。
・全学共通科目と専門科目を含む学士
課程教育のあり方について検討を行
い、各学部は平成22年度までにカリ
キュラム編成と履修モデルに反映させ
る。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・留学を志望する外国の学生のために、英語版ホームページについて随
時点検・見直しを行いつつ、引き続き充実を図り、留学生在籍者３００
名前後を確保する。

（各学部・研究科）
・英語版ホームページを作成し充実を
図る

・各学部は、大学教育研究センターと
連携し、学士課程のあり方について、
継続的に検討を進め、カリキュラム編
成や履修モデルの作成に反映させる。

・外国語による募集要項などを工夫
し、留学を志望する外国の学生への広
報活動を強化する。

（総務課）
・英語版ホームページの充実を図る。

（学生支援課）

3 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・社会情勢の変化などに応じて学部第
２部（夜間課程）のあり方について検
討を行う。

（達成水準）
・各学部において実務経験者による講義や参加型の講義を充実させる。
（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各学部・研究科において参加型教育を推進・充実する。

9

【年度計画】
・各学部において、幅広い専門知識の修得を可能にするため、必要に応
じて他学部・他学科等との協議を経て、他学部・他学科等の科目履修を
含むカリキュラム編成、履修モデルを策定する。

8

・学部内での副専攻制度の導入や他学
部専門科目の履修を認め、情報を提供
するなど、総合大学であることのメ
リットを十分に生かし、幅広い専門知
識の修得を可能にする仕組みを設け
る。

同左

（達成水準）
・従来の「１回生セミナー」の教育目標をより明確にした「初年次セミ
ナー」に改めて実施し、初年次セミナー教科会議での協議等を通して授
業の質的向上を図る。

【年度計画】
・引き続き数学・理科基礎調査の結果等に基づいた分析・研究（追跡調
査）等を踏まえ、初年次教育の充実を図る。

（達成水準）
・他学部・他学科等の科目履修を含むカリキュラム編成、履修モデルを
策定、他学部においても履修科目の相互取得の推進、副専攻制の導入な
どにより幅広い専門知識の修得に努める。（達成水準は各学部・研究科
の方針による）

11

【年度計画】
・新たな社会人教育について、その内容をとりまとめ平成２２年度から
の実施に向け準備を進める。

・18年度以降、新入生の初年次教育に
ついて、高校との連携をはかりなが
ら、そのあり方について検討し、カリ
キュラムを作成し、実施体制を整備す
る。

10

・高校の新教育課程を経た学生が入学
する平成１８年度以降について、学部
教育とりわけ初年次教育（転換教育・
導入教育）のあり方を検討し、高校と
連携を強化しつつ具体的カリキュラム
を作成して、その実施体制を確立す
る。

・学部第２部のあり方について検討委
員会を設置し議論し、その方向性及び
今後の社会人教育について具体的取り
組みを検討し実施する。

（達成水準）
・学部第２部にかわる新たな社会人教育の展開を図る。
（長期履修学生制度、社会人特別選抜、履修証明制度　等）

同左・実務経験者による講義科目を充実す
るとともに、ものづくりを実感させる
科目やフィールドワークを組み入れた
科目を充実させることにより、参加型
の教育を促進する。

4 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

12

13

・学部及び大学院において外国語によ
る授業の充実を図る。

・全学共通教育における英語の授業を
改革し、「読む・書く・聞く・話す」
能力がバランスよく向上することに努
める。

・全学共通教育においてＴＯＥＦＬ、
ＴＯＥＩＣ等での単位認定に平成１９
年度から取り組むとともに、学部専門
科目の枠内で英語の授業を増やした
り、海外の語学講習会への参加を奨励
する。

（達成水準）
・ビクトリア大学への短期語学研修を実施し、参加学生数の増(平成20年
度：27名)を図る。

【年度計画】
・海外の語学講習会への参加を奨励し、ビクトリア大学への短期語学研
修については参加学生数の増(平成20年度：27名)を図る。

【年度計画】
・１・２回生の英語テキスト、テストの見直しを実施するなど、英語教
育の改革・充実に取り組む。

【年度計画】
・海外の語学講習会への参加を奨励し、ビクトリア大学への短期語学研
修については参加学生数の増(平成20年度：27名)を図る。

（英語教育開発センター）
・全学共通科目においてＴＯＥＦＬ、
ＴＯＥＩＣ等での単位認定制度を制定
する。
・海外短期語学研修制度を検討、実施
する。

・英語教育開発センターを平成19年4
月に開設する。
・ネイティブ教員による、少人数、能
力別クラス編成の実施する。
・ＣＥ(College English)、ＡＣＥ
(Advanced College English)による
「読む・書く・聞く・話す」能力向上
に向けた授業科目を提供する。

（達成水準）
・１回生全員にアンケート調査を実施し、英語テキスト、テストの見直
しを実施し、英語教育の改革・充実を図る。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各学部・研究科は、英語による授業の科目数の増加や内容の充実を図
る。

同左

14

（達成水準）
・各学部において、海外の大学への学生派遣や講習履修の単位認定など
により英語力の向上を図る。（達成水準は各学部・研究科の方針によ
る）

（各学部・研究科）
同左

5 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

15

16-2

・リカレント教育などの社会人教育に
配慮したカリキュラム編成について国
内外の大学の実情の調査を行い、平成
２０年度までにはプロジェクト型の研
究や夜間開講授業、実務型授業、短期
集中授業などを実施ないし充実すると
ともに、企業や行政における実務者の
博士学位取得を目的とする修学需要へ
の対応などの検討を進める。

・総合大学としての特徴を生かし、学
際的な教育・研究を進めるため、既成
の専門分野にとらわれない分野横断型
の履修を拡充することをめざし、平成
１９年度を目途に学内の協議を行うと
ともに、国内外の他大学、他研究機関
との単位互換制度の拡充についても平
成２０年度を目途に検討を行う。

【年度計画】
・各研究科で分野横断型履修の拡大について検討を行い、課題等が生じ
れば、教育推進本部等で対応していく。

（教育推進本部）
・大学院教育における分野横断型の履
修の拡充
・他大学、研究機関との単位互換制度
の拡充

（達成水準）
・各研究科で分野横断型履修の拡大について検討を行う。
・課題等が生じれば、教育推進本部等で対応していく。

（達成水準）
・社会人入試や社会人プロジェクトの実施など各学部・研究科の特徴に
応じて社会人教育の充実を図る。（達成水準は各学部・研究科の方針に
よる）

【年度計画】
・新たな社会人教育の展開についての大学方針の取りまとめに合わせ
て、各学部・研究科において、社会人教育の充実を図る。

【年度計画】
・より高度で専門性をもった社会人履修コースの内容について取りまと
め、履修証明制度の実施準備を行う。

・従来昼間働く社会人を受け入れてき
た学部第２部が理念から乖離してきて
いることから、募集停止も含めそのあ
り方を検討し、各学部において時代の
要請に応じた社会人教育の取り組みを
実施・検討する。

16-1

・リカレント教育などの社会人教育に
配慮したカリキュラム編成について国
内外の大学の実情の調査を行う。
・平成２０年度までにプロジェクト型
研究や夜間開講授業、実務型授業、短
期集中授業などを実施、または充実す
る。
・企業や行政における実務者への博士
学位取得を目的とする修学需要への対
応について検討する。 （達成水準）

・社会人履修コースの内容をとりまとめる。
・履修証明制度の制度設計を行う。

【年度計画】
・各研究科で分野横断型履修の拡大について検討を行い、課題等が生じ
れば、教育推進本部等で対応していく。

（達成水準）
・各学部間の単位互換に加えて、大学コンソーシアム大阪による単位互
換や連携する大学との単位互換などを実施する。（達成水準は各学部・
研究科の方針による）

（各学部・研究科）
同左

6 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

18

19

17

・経営学研究科の社会人特別プロジェ
クトや経済学研究科の社会人を対象と
した大学院教育の実績を踏まえ、社会
人教育の活性化の観点から、経営又は
会計の分野における本学独自の専門職
大学院のあり方や、産業構造の変化と
技術革新に対応できる専門知識・技術
を身につけた人材を育成するための理
系をも含めた多様な専門職大学院のあ
り方について、検討を進める。

・看護学研究科の新設について、医学
部看護学科の看護学部への改組と併せ
て平成２０年度を目途に検討を進め
る。

・計画的な学習を促進するとともに、
選択科目や他学部科目につき、主体的
選択が可能になるよう、全学で記載項
目を統一したシラバスに、授業内容、
授業の進め方、獲得目標、成績評価の
方法などを記載する。

（各学部・研究科）
同左

・社会人が学びやすい環境を整えるた
め、大学院において、長期履修学生制
度の導入などを検討するとともに、平
成２０年度以降のカリキュラム・時間
割の編成に弾力性を持たせる。

（達成水準）
・長期履修学生制度を円滑に実施するとともに活用する学部・研究科を
広げる

【年度計画】
・長期履修学生制度の活用を図っていく。

【年度計画】
なし

（教育推進本部）
同左

同左

（達成水準）

【年度計画】
・看護学研究科については、博士課程設置認可申請を行い、平成２２年
度の開設を目指し、看護学部改組については引き続き検討を重ねる。

同左

（達成水準）
同上

（達成水準）

【年度計画】
・他学部・他研究科の学生が履修可能な科目の記載等、シラバスの充実
に努める。

同左

20

【年度計画】
・長期履修学生制度の活用を図っていく。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

7 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

21

22-2

・インターネットやオフィスアワーの
活用などにより、授業時間外における
予習・復習・補習・質問を可能とし、
担当教員との間で履修上必要なコミュ
ニケーションが取れるようにする。

【年度計画】
・シラバスをホームページに未掲載の学部・研究科において、掲載に向
けた作業を開始する。

・全ての学部・研究科のシラバスを
ホームページに掲載し、他学部・他研
究科の学生が履修可能な科目を文系・
理系別に明示する。

同左

（達成水準）
・現在シラバスを掲載していない経済、文、医、看護各学部で掲載へ向
け準備を行う

（達成水準）
・大学教育研究センターは、各学部･研究科と連携してＦＤ活動を実施・
支援のあり方を検討し、学生に真に知識･能力を身につけさせる教育に向
けて恒常的な教育改善を続ける。
・ＦＤ憲章(仮称)の策定と公開を行う。

【年度計画】
・大学教育研究センターはＦＤ憲章(仮称)の策定と公開を行い、各学
部・研究科と連携してＦＤ憲章(仮称)に沿ったＦＤ活動を実施・支援
し、教育の質的向上を図る。

【年度計画】
・大学教育研究センターは、引き続き学生の理解を高め、教育効果を上
げるため、本学の教育の質の組織的向上と教員の指導技術の向上につな
がるように、ＦＤ関連企画の実施及び内容の工夫を行う。

・２１年度までにＦＤ憲章（仮称）を
策定する。

22-1

・情報機器を利用した公開講義など、
教員の指導技術の向上を図る取組を行
い、学生の理解力を高めるためのさま
ざまな授業形態を工夫する。

・ＦＤ研究会、ＦＤワークショップ、
ＦＤシンポジウム等の開催及び企画内
容の充実、参加者の増加に向けた工夫
を行う。

（達成水準）
・引き続きＦＤ研究会、ＦＤワークショップ、ＦＤシンポジウム等の取
組みを継続して実施し、市大の学生に適した教育を計画・実施する能力
や、 先端の研究を学生に教授していく能力の向上を推進する。

同左

23
（達成水準）
・オフィスアワーの実施、メールによる相談、ホームページにおける学
習掲示板、アドバイザー制度など学生との円滑なコミュニケーションが
とれるよう制度を実施する。（達成水準は各学部・研究科の方針によ
る）

【年度計画】
・各学部・研究科は、インターネットの活用、オフィスアワーの開設な
どによる授業時間外の履修指導等に組織的に取り組む。

8 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・授業評価アンケートの実施や指導方
法の検討を通じて、大学院教育の改善
に努める。

・学位論文提出ガイドラインの検討等
を経て、平成１９年度以降、研究科の
実情や学問分野の特性にも配慮しつ
つ、複数の教員による指導体制の整備
に努める。

・科目の内容・性質に配慮しつつ、授
業の適正規模の上限をシラバスに明記
するなど、少人数教育を重視し、双方
向型授業を拡充するとともに、平成１
９年度以降には、授業評価アンケート
などを通じて検証を行う。

・授業内容等により学生数の上限を定
めシラバス等で公表する。
・授業評価アンケートなどを通じての
授業内容等の検証を行う。

24-1

【年度計画】
・引き続き、本学の教育について現状を把握し、かつ、教育の質の向上
を目指す各種調査等を通じて、教育カリキュラム、授業内容等の検証を
行う。

（達成水準）
・本学の包括的総合的な教育の質に関して、学生の学びの現状を把握す
るためのアンケート調査(本学の教育に関する調査)を実施し、その結果
を各学部等に報告するとともに調査報告書を発行・配布する。
・アンケート調査等を通じて教育カリキュラム、授業内容等の検証を行
う。

【年度計画】
・講義のサポートや学生実験の安全対策のため、より一層のティーチン
グアシスタントの充実策を検討する。

25

【年度計画】
・各研究科は、授業評価アンケートの実施などにより、大学院教育の改
善に取り組む。

（学生支援課）
・少人数教育、双方向型授業を推進す
るため、ティーチングアシスタントの
充実策を検討する。

（達成水準）
同上

同左

（達成水準）
・授業評価アンケートの未実施研究科で実施検討するとともに、実施研
究科においては結果検証しＦＤ活動等に反映させる。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各研究科において複数の教員による指導体制について検討する。

同左

26

（各学部・研究科）
・本学の特徴である少人数教育を効果
的に推進していくために、各学部で
ティーチングアシスタントの活用や双
方向授業の充実を図るとともに、授業
評価についても学生アンケートの実施
などに取り組む。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・講義のサポートや学生実験の安全対策のため、より一層のティーチン
グアシスタントの充実策を検討する。

24-2

9 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・学生が先端的な実務理論に接する機
会や企業等の活動の当事者に触れる機
会を設けるとともに、教員の授業経験
を集約し、グループ学習と個人学習を
結合させる観点から、高度専門職業人
養成にふさわしい授業形態、研究指導
方法を開発し、実施する。

・大学院学生の共同研究への参加を促
進し、また学友会などの協力を得て、
学会・研究会での発表を支援する。

27

【年度計画】
・引き続き、学友会と連携し、大学院生の学会活動等に対する支援を行
うとともに、そのあり方についても検討を行う。

（達成水準）
・学友会の「大学院学生旅費等補助事業」により、大学院学生の学会活
動等への参加を支援する。
・大学院学生への支援のあり方について検討する。

（達成水準）
・該当研究科において、高度専門職業人教育のための具体的な取組みを
進める。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・該当研究科において、今後も高度専門職業人教育のための取組を進め
る。

28-2

【年度計画】
・大学コンソーシアム大阪が提供する、実務家・企業経営者による講義
への参加を奨励する。

・創造都市研究科をはじめとした高度
専門職業人養成を担う各研究科におい
て、少人数教育によるフィールドワー
クや学外者を交えた取組み、専門職養
成コースの設置などにより取組みを充
実させる。

28-1

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

（達成水準）
・各学部において、専門科目シラバスの更なる内容の充実を図るととも
に、ホームページでの公表を推進する。（達成水準は各学部・研究科の
方針による）

【年度計画】
・引き続き、各学部において、専門科目シラバスの更なる内容の充実を
図る。

（達成水準）
・各学部・研究科は大学教育研究センターと連携のうえ、JABEEの導入な
ど客観的な優れた評価制度導入を検討するとともに、継続的に成績評価
の適切性について検証し、評価の統一採点基準の作成などを行う。

【年度計画】
・各学部・研究科は大学教育研究センターと連携のうえ、継続的に成績
評価の適切性について検証し、その適切な成績評価を行う。

30

29

・成績評価の実態調査を行い、適切な
成績評価の方法を開発する。

・大学コンソーシアム大阪が提供す
る、実務家・企業経営者による講義へ
の参加を奨励する。

・各科目の目標達成度や学生の理解度
を点検しつつ、それぞれの科目の具体
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する。

同左

同左

・大学院学生の共同研究への参加を促
進する。
・平成１９年度から学友会などの協力
を得て、大学院生の国内外での学会・
研究会で発表を支援する。

10 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

（達成水準）
・各学部・研究科はＧＰＡ制度の導入等により、厳正かつ客観的な成績
評価制度を構築する。

【年度計画】
・各学部・研究科はＧＰＡ制度の導入等、厳正かつ客観的な成績評価制
度を構築する。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・学位論文の審査手続・審査基準をホームページもしくは研究科要覧な
どに掲載し、学生をはじめ研究科の内外に明らかにする。

（達成水準）
・全学共通教育において公開授業を実施する。
・全学ＦＤ委員会（仮称）を設置し、組織的なＦＤ活動の一層の充実を
図る。
・全学教員対象のFＤ活動を実施する。

【年度計画】
・全学共通教育において公開授業の拡充を図るとともに、全学ＦＤ委員
会（仮称）を設置し、組織的なＦＤ活動の一層の充実を図る。

33

32

31 【年度計画】
・各学部・研究科はＧＰＡ制度の導入等、厳正かつ客観的な成績評価制
度を構築する。

（各学部・研究科）
同左

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

・修士・博士の学位授与につき、論文
の審査手続・審査基準を、研究科要覧
やホームページに記載することによ
り、明らかにする。

同左

・公開授業の実施や授業改善に関する
ワークショップを開くなど、全学の教
員の参加によるＦＤ活動を継続的に実
施する。

・全学の教員の参加によるＦＤ活動を
継続的に実施していく。

・成績評価をより厳正かつ客観的にす
るために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）を拡大する。

（大学教育研究センター）
同左

11 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

34

（達成水準）

【年度計画】
・各学部・研究科においては専門教育科目の授業評価アンケートを継続
的に実施し、課題を整理する。アンケートを実施していない学部・研究
科においては、実施について検討を行う。

（達成水準）
・各学部・研究科ともＦＤ委員会を中心に、教員全員による、市大の学
生レベルに応じたより効果的なＦＤ活動を展開する。（達成水準は各学
部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各学部・研究科において、教員の全員参加による活発なＦＤ活動を継
続する。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各学部・研究科において、公開授業の実施やワークショップの開催等
を引き続き実施する。

（達成水準）
・各学部・研究科ともＦＤ委員会を中心に、教員全員による、市大の学
生レベルに応じたより効果的なＦＤ活動を展開する。（達成水準は各学
部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各学部・研究科において、学生による授業評価など授業改善方策を継
続的に実施する。

37

・アンケートなどの手法による学生の
授業評価など教員の授業改善方策を平
成２０年度までに具体化するととも
に、以降、授業改善策を継続的に実施
する。

・学生による授業評価など教員の授業
改善方策を平成２０年度までに具体化
する。

36

35

・平成１８年度以降、各学部・研究科
にＦＤ委員会を置き、授業に関する研
修会等を開催するなど、教員の全員参
加によるＦＤ活動を活発化する。

同左

【年度計画】
・各学部・研究科においては専門教育科目の授業評価アンケートを継続
的に実施し、課題を整理する。アンケートを実施していない学部・研究
科においては、実施について検討を行う。

同左・各学部のＦＤ委員会において、公開
授業の実施やワークショップ、外部の
専門家を招いての公開講座を開く。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

（各学部・研究科）
・各学部・研究科で授業評価アンケー
トあるいはそれに代わる授業評価を継
続的に実施し、適切な授業評価のあり
方を検討する。

・学生による授業評価を専門教育も含
めて全学的かつ継続的に実施するとと
もに、適切な授業評価のあり方を検討
する。

（大学教育研究センター）
同左

12 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

38-1

【年度計画】
・引き続き、学友会による優秀教員や優秀テキストの顕彰について、教
育推進本部において積極的に関与する。

（達成水準）
・大学教育研究センター及び各学部・研究科は、授業評価アンケート等
を通じて教育上の効果の測定およびその活用方法について検討する。

（達成水準）
・入学者追跡調査委員会において、今後の学生データの蓄積及びその分
析、卒業後３年経過した卒業生の調査及びその分析を行う。
・大教センターは分析結果に基づき、各学部・研究科と改善策等を協議
する。

【年度計画】
・入学者追跡調査委員会において、今後の学生データの蓄積及びその分
析、卒業後３年経過した卒業生の調査及びその分析を行い、各学部・研
究科と改善策等を協議する。

・入学者追跡調査委員会による学生の
入学時から就職後に至るまでの追跡調
査及びその分析を行い、改善策を提案
する。

・入学者選抜方法と入学後の成績の関
連を既存の資料を活用しながら平成２
０年度までに分析するとともに、学生
の入学時から就職後に至るまでの追跡
調査などを
平成２１年度までに行い、これらの分
析結果をもとに、全学レベルでの改善
策をまとめるとともに、教育点検シス
テムを学部･学科レベルで構築する。39

【年度計画】
・大学教育研究センター及び各学部・研究科において、引き続き教育上
の効果を測定する方法について検討するとともに、その活用方法を研究
する。

（達成水準）
・教育推進本部において全学的観点から学友会顕彰制度へ適任者を推薦
する。

・学友会顕彰制度へ適任者を推薦す
る。

・優秀な教育活動に対する表彰制度を
検討するとともに、全学及び各学部・
研究科においては、授業内容の理解度
などの教育上の効果を客観的な形で評
価し、学科ごとの統計の形で公開した
り、評価が著しく低い担当教員には面
談で指導するなどの工夫を行う。

（大学教育研究センター）
・優秀な教育活動に対する表彰制度を
検討する。
・全学及び各学部・研究科は、教育上
の効果を測定し、改善に生かす。

【年度計画】
・大学教育研究センター及び各学部・研究科において、引き続き教育上
の効果を測定する方法について検討するとともに、その活用方法を研究
する。

（達成水準）
・授業評価アンケート、教員の自己評価制度などにより教育上の効果を
測定する方法について検討するとともに、その活用方法を検討する。
（達成水準は各学部・研究科の方針による）

38-2 （各学部・研究科）
同左

13 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

41

【年度計画】
・毎月１回の定例「教育推進本部会議」「全学共通教育教務委員会」
「学生担当委員会」「入試実施委員会」「留学生委員会」等を開催し、
関係業務の改善策の検討を行い実施していく。

（達成水準）
・独立行政法人大学評価・学位授与機構の教育研究活動状況についての
評価報告における指摘事項や大阪市公立大学法人評価委員会の意見指摘
事項について、全学に周知徹底し、関係委員会等を活用し各分野の教育
改革等の検討に活用する。

【年度計画】
・独立行政法人大学評価・学位授与機構の教育研究活動状況についての
評価報告、大阪市公立大学法人評価委員会の評価、JABEEによる教育評価
等を今後の本学の教育改革等に活用する。

（達成水準）
同上

（達成水準）
・教育推進情報室（仮称）の規模・設置の可能性等について検討する。

【年度計画】
・引き続き、大学教育研究センター会議において、教育推進情報室（仮
称）の役割・機能・規模・設置の可能性等について検討していく。

（達成水準）
・関係委員会を開催し、全学共通教育と専門教育の有機的連携を図るた
め学士課程教育のあり方を検討する。

【年度計画】
・教育推進本部は、大学教育研究センター・各学部と連携を図りつつ、
全学共通教育と専門教育の有機的連携を図るための学士課程教育の整備
を進める。

42-2

42-1

・ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機
構）が実施する日本技術者教育認定制
度をはじめ、国際的・全国的な外部の
教育課程認定制度など、外部評価を活
用する。

・教育関係の委員会の整理を行うとと
もに、教育推進本部は、大学教育研究
センター・各学部と連携を図りつつ、
全学共通教育と専門教育の有機的連携
を図るための学士課程教育の整備を進
める。

・大学教育研究センターにおいて定例
会議を実施し、教育情報の集約化等、
全学共通教育と専門教育との有機的に
連携を推進する体制等を検討する。

（達成水準）
・理学部、工学部、生活科学部においてＪＡＢＥＥによる教育評価の受
審を促進する。

（教育推進本部）
同左

【年度計画】
・独立行政法人大学評価・学位授与機構の教育研究活動状況についての
評価報告、大阪市公立大学法人評価委員会の評価、JABEEによる教育評価
等を今後の本学の教育改革等に活用する。

40 （各学部・研究科）
・関係学部でＪＡＢＥＥ等による教育
評価の受審を促進し、結果を教育の向
上等に活用する。

・全学共通教育と専門教育とを各学部
の特性に応じて有機的に連携させるた
め、教育関係の委員会の見直しを含め
教育実施体制を整備する。

・大学に教育推進本部を置き、本学の
教育全般を掌握し統括する。

同左

14 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

（達成水準）
・ＷＥＢを利用した履修・成績処理の導入に向けて、整備案を作成し、
予算要求を行う。

【年度計画】
・大学教育研究センターは、引き続き各種の調査・研究の推進及びその
成果に基づいた各学部・研究科の教育活動改善への支援を実施してい
く。

（達成水準）
・ＩＴ化計画修正案を作成する。
・ＩＴ化にかかる規則、導入・運用方法等について検討し、ルール策定
の基本的な方向性を決定する。

【年度計画】
・引き続き、大学のＩＴ化（情報）計画及びＩＴ化にかかる規則、導
入・運用方法等について必要なルールを検討し策定する。

（達成水準）
・証明書自動発行システムの学生利用が開始され、安定運用状態にする
こと。
・在学証明書、成績証明書、卒業見込証明書、修了見込証明書、卒業証
明書、修了証明書、健康診断証明書、学校学生生徒旅客運賃割引証(無
料)を自動発行し、有料証明書の料金徴収を可能にすること。
・証明書自動発行システムの利用時間、利用対象者、対象帳票等の拡充
について検討する。

【年度計画】
・証明書自動発行システムを導入し、その利用時間、利用対象者、対象
帳票等の拡充について検討する。

【年度計画】
・シラバス電子化およびＷＥＢを利用した履修・成績処理の導入を検討
する。

44-3

44-2

44-1

43

・平成23年度にＷｅｂ履修システムを
導入する。

・平成21年4月から、在学証明書、成
績証明書などの証明書類の自動発行シ
ステムを設置し、運用を開始する。

・大学のＩＴ化計画を策定する。
ＩＴ化にかかる規則、導入、運用方法
などについて、必要なルール一覧及び
内容を策定する。

・学生の学習をサポートするため履修
案内等の学習に必要な情報の通知にＩ
Ｔを活用する。

・大学教育研究センターは、各学部・
研究科と連携して、入学者選抜制度に
かかる追跡調査・分析を行う。
・全学共通教育と専門教育の有機的連
携に関する調査研究、成績評価の実態
調査、授業評価のあり方の検討などの
調査研究を推進する。
・調査研究の成果をもとに、適切な成
績評価のための改善策を示す。
・全学的ＦＤ活動の実施と各部局のＦ
Ｄ活動の支援を行う。

（達成水準）
・各種の調査・研究を推進する。本年度は、本学の包括的総合的な教育
の質に関して、学生の学びの現状を把握するためのアンケート調査(本学
の教育に関する調査)を実施し、その結果を各学部等に報告するとともに
調査報告書を発行・配布する。
・各種の調査・研究の成果に基づいて各学部・研究科の教育活動改善の
支援にかかる情報提供を実施する。

・大学教育研究センターは、各学部・
研究科と連携して、入学者選抜制度に
かかる追跡調査・分析、全学共通教育
と専門教育の有機的連携に関する調査
研究、成績評価の実態調査、授業評価
のあり方の検討などの調査研究を推進
する。
　また、その成果をもとに、適切な成
績評価のための改善策を示すととも
に、全学的ＦＤ活動の実施と各部局の
ＦＤ活動の支援を行うなど、各学部・
研究科の教育活動改善への支援を充実
させる。

15 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・教育活動の改善を図るため、教務事
項に関係するデータ（入試を含む。）
や情報を相互に活用できる体制を、Ｉ
Ｔを活用して整備する。

・教員のＩＴ活用能力の向上を図ると
ともに、情報技術に精通した専門的職
員を採用することを検討し、支援体制
を整備する。

（達成水準）
・公開授業を実施するための電子教材の撮影・編集・配信等の環境につ
いて調査・研究を行い、整備案を作成する。

【年度計画】
・公開授業を実施するための設備整備に関して、機能強化に向けた調
査・研究を行う。

（達成水準）
・引き続き、インターネット講座において動画配信を行ない、内容改善
に努める。
・また、文化交流センターで開催している講座を収録し、編集のうえ提
供する手法を検討する。

【年度計画】
・公開授業を実施するための設備整備に関して、機能強化に向けた調
査・研究を行う。

同左

46

・各学問領域の専門分野ごとに教材の
蓄積を図り、電子化と公開を推進す
る。

（達成水準）
・公開授業を実施するための電子教材の撮影・編集・配信等の環境につ
いて調査・研究を行い、整備案を作成する。

【年度計画】
・電子教材の公開を実施するための設備整備に関して、機能強化に向け
た調査・研究を行う。

【年度計画】
・情報リテラシーについての講習会の体系整備を行うとともに、教職
員・学生を対象に、情報倫理に関する講習会等を開催する。

（達成水準）
・教務事項に関するデータの収集及び学生データベースへの入力を実施
する。

・インターネット、情報セキュリティ
等の講習会を実施する。
・情報技術の専門職員を採用する。

48

47

同左 【年度計画】
・「教務事務システムの個人情報に関する電子データの取扱いについ
て」に基づき、データの適切な管理のもとに、引き続きデータの収集と
学生データベースへの入力を行う。

（達成水準）
・情報リテラシー講演会を実施する。

（学術情報総合センター運営課）
・インターネットの高速化（平成18年
度）及び基幹スイッチの二重化（平成
19年度）を行う。
＜基幹スイッチの二重化＞
　動画の配信など大容量のデータ通信
を扱う基幹ネットワークに使用される
スイッチについて、万一、電源部分が
故障した場合でも予備の電源で稼動を
続けたり、機器を稼動させたままの状
態で電源部分のメンテナンスを行うこ
とが可能なように電源の二重化を行っ
た。

・インターネットを活用した公開授業
等を実施するための設備などを平成１
９年度を目途に整備する。

45 （地域貢献推進本部）
・19年度より動画を取り入れた講座を
実施できる設備整備を行う。公開講座
の動画を記録・編集して発信する設備
整備を行う。

16 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・文部科学省の「国公私立大学を通じ
た大学教育改革の支援」など学外から
の支援を得て形成された教育体制で
あって、本学の特色となる教育研究拠
点と位置づけられるものについては、
その評価を踏まえつつ、その維持発展
のための必要な支援を行う。

・学生用の図書・情報などの資料収集
基準を策定し、教育・学習に必要な資
料の整備拡充を図るとともに、図書館
機能、情報処理・ネットワーク機能の
一層の充実などを図ることにより、創
造性豊かな学習環境を実現する。

（達成水準）
・英語学習コーナーを5Fマルチメディアゾーンに設置し、英語学習や英
語の資格試験(TOEIC等）の要望に対応する。
・医学分館の利用に関するアンケート調査の結果の集計および分析を行
い、医学分館の更なる利用性の向上を図る。

【年度計画】
・引き続き、総合的な教育研究支援施設としての学術情報総合センター
の利便性の向上について、継続的に検討を行う。

（達成水準）
・学生用購入希望図書の依頼件数の増加を図る。
・Webサービスの普及を図る。

・教員、学生および「図書市民登録
者」等あらゆる利用者にアンケート調
査を行い、利用動向や要望を探り、そ
れをもとにして学術情報総合センター
の利用性の向上を図る。
　時期：
　平成18年度　アンケート調査
　平成19年度　集計/分析
　平成20年度以降　可能なものから実
施

50

・総合的な教育研究支援施設としての
学術情報総合センターの利便性の向上
について、継続的に検討を行う。

・資料収集基準の策定（平成18年度）
・基幹スイッチの二重化（平成19年
度）
・図書館機能の充実

49

【年度計画】
・学術情報総合センターは、引き続き、教育・学習に必要な資料の整備
拡充に努め、マルチメディア系システム及びネットワーク整備に関し
て、機能強化に向けた調査・研究を行う。

【年度計画】
・都市健康・スポーツ研究センターは、健康・スポーツ科学科目の充実
とともに、市民講座やセミナー等を開催する。

（達成水準）
同上

・体育学研究室を健康・スポーツ研究
センターへ改称する。
・健康・スポーツ教育の充実を図る。

52

51

・特色となる教育体制および外部資金
による教育改善などの事業について、
適切な予算措置を行う。

【年度計画】
・特色となる教育体制および外部資金による教育改善のための予算を確
保し・各事業に適切に予算配分を行う。

・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
ポーツ教育の充実を図る。

（達成水準）
・昨年度と同数の健康・スポーツ科学科目授業を提供する。
・市民講座及びセミナー等を開催する。

17 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・学生に対する全学的な相談窓口（電
子メールを含む。）を設置するととも
に、学生のニーズを把握するため、窓
口担当者などの意見を集約し、施策に
反映させる体制を構築するなど、きめ
細かな学生支援を可能とする体制を整
える。

（達成水準）
・各学部における障害のある学生への支援の状況を踏まえ、業務改編に
よる学生サポートセンターの機能の検討を開始する。

【年度計画】
・障害のある学生に対する全学的な支援を図るため、支援窓口等体制の
確立に取り組む。

（達成水準）
・組織再編後の全学的な学生相談窓口のあり方を、業務改編担当を始め
とした関係先との協議を行い、設置に向けた問題点の把握や検討を行
う。

・障害のある学生に対し、個別状況に
応じた支援を行う。
・全学的な総合支援窓口を設置する。

53-2

目標：相談窓口（電子メールを含む）
を設置及びきめ細かな学生支援体制の
整備
成果：学生サービス向上のための「学
生窓口のワン・ストップ化」
時期：平成２３年度内

53-1

【年度計画】
・全学的な学生相談窓口の設置について、引き続き検討を行う。

【年度計画】
・各学部は、１回生担任制ないし、類似の学習相談制度の充実を継続し
て推進する。

（達成水準）
・学部に応じて職員も含めた相談体制の整備や、ガイダンスの充実など
様々な取組みを継続して実施する。（達成水準は各学部・研究科の方針
による）

同左

55

54

・平成２０年度までに学習目的に応じ
た複数の履修モデルを提示するなど、
「学部便覧」に掲載している履修概要
をより正確でわかりやすい表現にする
とともに、各セメスター直前に学科の
教育目標の徹底を行うなど、履修ガイ
ダンスをさらに充実させる。

同左 【年度計画】
・各学部・研究科は学生の学習や生活全般にかかわる相談を受けるため
の体制を維持し、対応にあたる。

・学科・専攻ごとに学習相談・支援窓
口を設置するなど、学部・研究科レベ
ルでの支援体制（事務室と教員組織の
間での意見・情報交換を含む。）の維
持・発展に努める。

・学部１回生の担任制度を平成１８年
度以降拡充し、各学科・専攻・コース
の教務担当や１回生担任による履修指
導を実施する。

（達成水準）
・本学の特徴である少人数教育を進めていくため、担任制やアドバイ
ザーといった体制をとりきめ細かな教育を推進する。（達成水準は各学
部・研究科の方針による）

（達成水準）
・履修概要や履修ガイダンスの継続的な改善や履修モデルの提示などに
より履修指導の充実に努める。（達成水準は各学部・研究科の方針によ
る）

同左

56

【年度計画】
・各学部・研究科は、履修概要や履修ガイダンスの継続的な改善に努め
る。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

（達成水準）
・大学教育研究センターは本学の包括的総合的な教育の質に関して、学
生の学びの現状を把握するためのアンケート調査(本学の教育に関する調
査)を実施し、その結果を各学部等に報告するとともに調査報告書を発
行・配布する。

【年度計画】
・引き続き、大学教育研究センターは、各学部・研究科における学習相
談を支援するため、カリキュラム・授業科目のあり方を含めた教育的支
援のデザインづくりに関する研究を行う。

・教育相談室を設ける。
・様々な取組を通じて組織的できめ細
かな学習相談を行う。

57-1

・教育相談室を設けるとともに、担任
制などを活用した個々の学生の状況に
応じた進路等の相談体制の整備や全教
員によるオフィスアワーの取り組み、
各学部・研究科における学習相談窓口
（電子メールを含む。）や学習や教育
に関する意見箱の設置、チューター制
度の導入などを実施し、組織的できめ
細かな学習相談を行う。

【年度計画】
・学生のニーズに合わせ、毎年「学生生活ガイド」の掲載内容を見直
し、その充実を図っていく。

（達成水準）
・総合案内窓口での学生ニーズ等を踏まえて、教育推進本部会議等にお
いて学生相談センター（仮称）の設置について検討する。

・「学生生活ガイド」の掲載内容を見
直し、その充実を図る。

58-1

57-2

・教育相談室を含めた学生相談セン
ター（仮称）を設置する。

【年度計画】
・当面開設した「総合案内窓口」での学生ニーズ等を踏まえて、引き続
き、教育推進本部会議等において学生相談センター（仮称）の設置につ
いて検討を進めて行く。

・学生の生活に関する相談にきめ細か
く対応するために、各学年･各学科ご
とに相談担当教員を置き、学生との定
期的な懇談の場を設けるとともに、奨
学金、授業料減免、アルバイト、消費
生活問題などの情報を、学内ホーム
ページなどを活用し、適時に提供す
る。

（達成水準）
・学生生活ガイドの掲載内容を社会状況の変化を踏まえた内容となるよ
う見直しを行い、毎年度更新を行う。

（達成水準）
・奨学金、授業料減免、アルバイト、保険加入などの在学生にとって必
要な情報発信を充実させる。特に新たに携帯電話を使った学生向け掲示
版の運用を開始する。

・目標・成果：奨学金、授業料減免、
アルバイト、消費生活問題などの情報
を、学内ホームページなどを活用し、
適時に提供する。

58-2

【年度計画】
・奨学金、授業料減免、アルバイト、保険加入などの在学生にとって必
要な情報をホームページ等に適時に掲載できるよう、より一層拡充を
図っていく。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・学友会と連携して顕彰制度を充実さ
せ、クラブ･サークル活動を奨励す
る。

（達成水準）
・成績優秀者に対する学長による表彰制度を創設し、実施する。
在学生に対する成績優秀者（学修奨励賞）及び卒業予定者に対する成績
優秀者（学業成績優秀賞）への賞を制定し、成績優秀者に対するインセ
ンティブ付与を行う。

【年度計画】
・成績優秀な学生を称え一層の教育奨励を図るための制度を制定し、実
施していく。

・目標：成績優秀者に対するインセン
ティブのあり方の検討及び実施
・成果：学長による表彰制度の実施に
よる成績優秀者に対するインセンティ
ブの付与
・時期：平成２１年度

59-1

・授業料等の減額、免除のあり方や、
成績優秀な学生に対するインセンティ
ブの付与について検討する。

【年度計画】
・今後とも学友会と連携し、学生のクラブ・サークル活動の奨励及び顕
彰制度の充実を図っていく。

（達成水準）
・大学院生に対する長期履修学生制度を一部研究科で導入する。
・大学院生への経済支援策を検討する。

・育桜会が行っているクラブ・サーク
ル支援について、平成２０年度から学
友会へ引継ぎ大学との連携をより強め
支援の充実を図る。

60

59-2

・地域施設や地域活動などに対して、
貢献可能なボランティア活動について
の広報を強化し、学生に対してボラン
ティア活動に関する各種情報などを提
供する。

・様々な制度の活用を図り大学院生の
経済的支援を図る。

【年度計画】
・大学院生を確保し、十分に研究・学業に専念できるように、経済的な
援助策を検討する。

（達成水準）
・従来「育桜会」によるクラブ・サークル支援事業は、平成２０年度か
ら「学友会」へ継承され、学友会と連携してのクラブ・サークル活動の
奨励を行っており、対象件数の増を目指す。

（達成水準）
・他大学の情報提供方法の調査を行い、業務改編後の「学生サポートセ
ンター」の一機能として本学に見合った提供方法を検討し、次年度の支
援体制素案作成に向けての検討体制の準備を行う。

・目標：ボランティア活動に関する各
種の情報を提供し、その活動支援を行
う体制整備
・成果：学生と地域住民との連携の促
進
・時期：平成２３年度内

61

【年度計画】
・引き続き、ボランティア活動に関する情報提供の方法について検討し
ていく。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

（達成水準）
・学生の健康診断受診率の向上を図る。
・学生の健康診断結果のデータ処理化を図る。
・学生を取り巻く社会環境に対応した保健衛生啓発の実施

【年度計画】
・学生の健康診断受診率の向上（平成20年度：68.4％)を始め、診断結果
のデータ化により事務の効率化を図り、学生の健康状態の傾向分析等に
より機に応じた保健情報の発信を行う。

・学生の定期健康診断受診率を上げ
る。
・学生の定期健康診断結果のデータ処
理化を実施する。

62-1

・学生の定期健康診断受診率を上げる
とともにカウンセラーの相談体制や健
康・スポーツ研究センター(仮称)が行
うクラブ、サークル活動支援などを充
実させる。

（達成水準）
・学生相談窓口体制とカウンセリングルームとの連携に係る検討を行
う。

【年度計画】
・全学的に取り組まれる学生相談体制とカウンセリングルームの連携を
図る。

62-3

【年度計画】
・引き続き、都市健康・スポーツ研究センターでは、体育会会長として
各イベントに参加協力するとともに、体育会系クラブ・サークルの顧問
を担当するほか、積極的に技術指導を行う。

・都市健康・スポーツ研究センター
は、体育会会長として各イベントに参
加協力する。
・体育会系クラブ・サークルの顧問を
担当し、積極的に技術指導を行う。

・カウンセリングルーム利用の啓発を
行う。

62-2

63

・キャリア形成支援のあり方を研究
し、その成果をもとにプログラムを開
発・導入する。

・各学部・研究科では卒業生の就職先
についての把握と記録の充実を図る。

（達成水準）
・体育会会長としてボート祭等に参加協力する。
・体育会系クラブ・サークルの顧問を担当し、積極的に技術指導を行
う。

【年度計画】
・引き続き、大学教育研究センターはキャリアデザイン教育の充実のた
めの研究を行い、キャリアデザイン関係の授業を提供し実践的研究を進
めていく。

・キャリア形成支援のあり方を研究
し、その成果をもとにキャリアデザイ
ン教育をシステム的に実施する。

（達成水準）
・キャリアデザイン教育の充実のための研究を実施する。
・キャリアデザイン関係の授業を提供し、実践的研究を進める。

64

【年度計画】
・卒業生の就職先の調査を継続し、その結果を就職支援等に活用できる
よう記録を充実する。

同左

（達成水準）
・就職先の調査と記録の蓄積を継続的に実施するとともに、進路アン
ケート等を実施し結果公開するなど就職支援を推進する（達成水準は各
学部・研究科の方針による）
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

66

67

・平成１８年度以降、各学部・研究科
のＨＰに学内限定の就職情報ページを
設置する。

・学生に幅広い知識と技術を習得さ
せ、就職に有利な状況を作り出すため
に、平成１９年度以降、複数の資格の
取得の可能性を検討する。

・起業・ＮＰＯ設立に関し、卒業生・
在校生・教員の協力による支援体制の
創設などに努めるほか、学友会などと
連携して情報の収集及び周知にかかる
体制の充実を図る。

同左

【年度計画】
・新産業創生研究センターは、インキュベータ業務強化に向けたワーキ
ンググループでの検討を踏まえ、起業・ＮＰＯ設立の環境を整備する。

65

【年度計画】
・引き続き、各学部・研究科の就職情報ページの充実を図る。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・今後とも学生のニーズに合わせ、毎年講座内容を見直し、充実を図り
ながら資格支援講座を実施していく。

（学生支援課）
・資格取得講座の充実、関係団体等と
の共同実施の検討

【年度計画】
・今後とも学生のニーズに合わせ、毎年講座内容を見直し、充実を図り
ながら資格支援講座を実施していく。

（教育推進本部）
・学生のキャリア支援の一環として資
格取得を支援する。

（達成水準）
・社会的な背景や学生ニーズに見合った講座内容となるよう見直しを行
いつつ、その充実を図る。

（達成水準）
・資格取得講座の充実と受講者数増をめざす。

・新産業創生研究センター業務の体制
整備と機能強化を図るとともに、起業
セミナーを開催するなど、学内の起業
風土の醸成と起業支援を行う。

（達成水準）
・本学インキュベータ向けに初めて、ビジネスプランの作成講座などの
起業セミナーの企画・開催を行う。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

68

（学生支援課）
・インターンシップ参加学生の推薦及
び制度充実と体制整備による集約化。

・クリニカルクラークシップ（診療参
加型実習）制度や大阪市の関係機関と
インターンシップ（就業体験学習）制
度を設置するなど、インターンシップ
制度の充実を図る。

・就職活動を支援するため、学友会な
どの協力を得ながら、講演会、体験報
告会、会社説明会の実施や、学生によ
る自主的な専門職の採用試験研究会の
支援など、支援事業をさらに充実させ
る。

69

【年度計画】
・景気動向ならびに雇用情勢を踏まえて、ガイダンスの内容・開催時期
を見直して実施する。

71

70

【年度計画】
・引き続き、大阪府、大学コンソーシアム大阪からの要請に基づき、イ
ンターンシップに参加する学生を大学として推薦するとともに、イン
ターンシップの充実に向けて、学内組織の整備を検討する。

（達成水準）
・大阪府、大学コンソーシアム大阪からの依頼に基づく学生の推薦を行
う
・学生サポートセンター（仮称）における学生就職支援組織のあり方を
検討する。

【年度計画】
・現行の特別研究と各研究科での研究との研究体制の区分について再点
検を行う。

（達成水準）
・景気動向や雇用情勢を踏まえた内容のガイダンスの実施と共に的確な
時期に開催する。

（達成水準）
・戦略的研究経費の執行を行う。
・女性研究者のための環境整備について、具体的検討を行う。

【年度計画】
・研究推進本部会議における協議を踏まえて、研究戦略及び基本方針の
検討を行い、具体的な施策を進める。

（達成水準）
同上

【年度計画】
・引き続き、大阪府、大学コンソーシアム大阪からの要請に基づき、イ
ンターンシップに参加する学生を大学として推薦するとともに、イン
ターンシップの充実に向けて、学内組織の整備を検討する。

・専門的知識技術を有する就職支援担
当職員の採用
・就職活動に係る支援事業の充実

同左・研究推進本部が統括する特別研究
（現行の重点研究、都市問題研究、新
産業創生研究など）と各研究科におい
て行う研究とに研究体制を区分する。

（達成水準）
・各学部の特徴に応じたインターンシップ制度にかかる取組みの充実を
図る。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

同左
平成18年４月１日設置

・大学に研究推進本部を置く。

（各学部・研究科）
・各学部・研究科におけるインターン
シップ制度の充実
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・研究にかかる情報収集、研究計画の
立案、研究の実施にかかる共同作業な
どについて教員と職員が一体となって
取り組む体制を構築する。

73-1

74

【年度計画】
・各研究科は、引き続き研究科長裁量経費の適切な運用を図る。

・研究にかかる情報収集、研究計画の
立案、研究の実施にかかる共同作業な
どについて教員と職員が一体となって
取り組む体制を構築する。

【年度計画】
・引き続き研究推進本部において研究に係る情報収集、研究計画の立
案、研究の実施に係る共同作業について取り組む。

（達成水準）
・特別研究の運営について議論を行い、予算配分を行う。

【年度計画】
・本学の特色ある研究を推進するため、戦略的研究経費の配分を継続
し、そのあり方について再点検を行う。

72

・研究推進本部の運営に職員も参画
し、研究にかかる情報収集、研究計画
の立案、研究の実施にかかる共同作業
などを教職員一体となって行うととも
に、新産業創生研究センターの体制整
備など研究支援組織の体制強化を図
る。

（達成水準）
・HPによる研究助成情報の配信。
・外部研究資金獲得のための学内セミナーの開催。
・新産業創生研究センターの体制強化。
・研究支援課事務体制の充実

（達成水準）
・新規業務に関する勉強会・説明会の実施（利益相反等）

【年度計画】
・研究支援体制整備の段階からスタッフのスキルアップに向けた取組を
行う。

・研究に関わる職員の資質向上を図
る。

73-2

（達成水準）
・各研究科の特徴に基づき、教育・研究の活性化を図るため、必要性・
妥当性に配慮しつつ研究科長裁量経費の適切な運用を図る。（達成水準
は各学部・研究科の方針による）

同左・各研究科の研究予算に対する研究科
長の裁量権を確立する。

同左・大学の特色を明確にする研究に対
し、全学的な視点で重点的予算配分を
行う仕組みを設ける。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

75-1

・平成18年4月に都市研究プラザを設
置し、都市に関する研究を国際的規模
で推進する。

・都市研究プラザを設置し、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、
成果を公表する。

【年度計画】
・都市研究プラザの活動をG-COE事業を中心に推進する。

（達成水準）
・G-COE事業に関わる各項目課題について、具体的な実績をあげる。

【年度計画】
・都市研究プラザは、G-COE事業及び各研究プロジェクトの成果をまと
め、ウェブ／ジャーナル、冊子体刊行物、シンポジウム、フォーラムの
開催などを通じて、対外的に発表する。「都市文庫」「経研文庫」「上
田貞治郎写真史料アーカイブ編纂室」等についても充実を図る。

（達成水準）
・都市研究プラザにおいて、ウェブ／ジャーナル、冊子体刊行物を作成
する。
・都市研究プラザにおいて、シンポジウム、フォーラム等を開催する。
・都市研究プラザにおいて、「都市文庫」「経研文庫」「上田貞治郎写
真史料アーカイブ編纂室」等について充実を図る。

75-3

【年度計画】
・引き続き、本学において国際シンポジウムを開催し、国際的都市研究
ネットワークの強化を図る。

（達成水準）
・国際シンポジウムを開催し、都市研究に関する具体的な実績をあげ
る。

・都市研究プラザは国際シンポジウム
やワークショップを行い、国際的な都
市研究と都市政策のネットワークをつ
くる。

75-2

・都市研究プラザは、研究成果を様々
な形で公表する。

75-4

【年度計画】
・引き続き、都市研究プラザ国際諮問委員会（URP International
Advisory Board,IAB)を開催する。

（達成水準）
・都市研究プラザ国際諮問委員会（URP International Advisory
Board,IAB)を開催し、研究成果を国際的にアピールする。

・都市研究プラザは都市研究の国際拠
点となることをめざす。

75-5

【年度計画】
・大阪市や地域社会と連携し、研究プロジェクトを推進する。

（達成水準）
同上

・都市研究プラザは街に溶け込む研究
組織として、都市に関する問題につい
て市民・企業・行政と共同研究を行う
などまちづくりを支援する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・国内外の著名研究者や若手研究者の
招聘を促進し、本学で開催する学会、
国際会議、シンポジウムなどへの職員
を含めたバックアップ体制を確立す
る。

・連携大学院を設置している大阪市立
の工業研究所、環境科学研究所、(財)
大阪バイオサイエンス研究所や大阪市
立病院群との共同研究を推進するな
ど、大阪市の有する研究機関等との有
機的連携を促進する。

76

【年度計画】
・既設の現場プラザ（７ヶ所）を維持し充実を図るとともに新たな現場
プラザの開設を検討する。

（達成水準）
・既存の現場プラザの維持・充実を図る。
・研究の活性化を図るために必要な新たな現場プラザを開設する。

・都市研究プラザは、平成21年度まで
に、各研究科と連携して現場プラザを
７～８カ所開設する。

・都市研究プラザは、研究の活性化を
図るため、各研究科と連携して学外の
研究施設の確保に向けて努力する。

77

・目標・成果：海外拠点８ｻﾌﾞｾﾝﾀｰの
設置
・時期：平成22年度

・平成22年度までに、文学研究科の２
１世紀ＣＯＥによる海外研究拠点など
と連携し、都市研究プラザの海外研究
拠点のサブセンターを8か所設置しす
る。

・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させる。

（達成水準）
・ソウルサブセンターを開設する。

【年度計画】
・平成２１年度は、ソウル他海外プラザを開設する。

【年度計画】
・大阪市立の工業研究所、環境科学研究所、(財)大阪バイオサイエンス
研究所や大阪市立病院群との共同研究を推進するなど、大阪市の有する
研究機関等との有機的連携を促進する。

79

【年度計画】
・引き続き、国際学術シンポジウムの開催やその支援を行うとともに、
その組織的バックアップ体制を整備する。

（研究推進本部）
同左

（達成水準）
同上

・外国人研究者招へい事業による研究
者招へいを促進する。
・本学主催の国際学術シンポジウムを
国際交流事業として取り組み関係所属
のバックアップを行う。

（達成水準）
・本学主催で国際学術シンポジウムを開催する。
・外国人研究者招へい事業等、国際学術交流事業を実施し、滞在費等助
成する。

【年度計画】
・大阪市立の工業研究所、環境科学研究所、(財)大阪バイオサイエンス
研究所や大阪市立病院群との共同研究を推進するなど、大阪市の有する
研究機関等との有機的連携を促進する。

78 （各学部・研究科）
・各学部・研究科において、関連する
大阪市の研究機関との連携を進める。

（達成水準）
・各学部・研究科において、連携大学院による共同研究を推進するなど
関連する大阪市の研究機関との連携を進める。（達成水準は各学部・研
究科の方針による）

26 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・女性研究者の支援を図る体制を整備
する。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・女性教員の積極的採用について引き続き努める。

80-2

【年度計画】
・学内保育所を開設する。

・女性教員の積極的採用について引き
続き努める。

80-1

・女性研究者の支援を図る体制整備の
一環として、学内に保育所を開設す
る。

（達成水準）
・女性医師・看護師支援センターによる各種支援事業や、院内保育所・
病児保育室の充実により、女性医師等が継続してキャリアアップを図っ
ていく環境を整備する。

【年度計画】
・医学部においては、今後は小委員会などで稼動状況や問題点などを検
証しつつ、院内保育所・病児保育室の充実を図っていく。

（達成水準）
・学内に保育所を開設する。

80-4

【年度計画】
・研究推進本部会議において、女性研究者の要望調査の結果に基づき、
具体的な研究支援策を取りまとめる。

・女性研究者の支援を図る体制を整備
し、女性教員の積極的採用について引
き続き検討する。

80-3

・平成２０年度までに女性研究者アン
ケートを実施し、その結果に基づき、
女性研究者の支援策について検討を行
い実施する。

（達成水準）
・WGにおいて、具体的支援策（案）を取りまとめる。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・外部資金で研究者及び補助者の雇用
を可能とするなど、 先端の研究に取
り組みやすい支援の仕組みを設ける。

・海外派遣制度の充実を平成１９年度
から図るとともに、ポスドク制度など
の確立や研究科長の裁量による研究助
成などにより、若手研究者への研究支
援を促進する。

【年度計画】
・引き続き、アジア・日本フェローシップ事業を継続し、若手研究者の
人材育成を目的とした研究支援の実施に取り組む。

（達成水準）
・COE採択課題およびCOE申請見込み課題について、優先的にポスドクの
配置を行う。

【年度計画】
・引き続き、重点研究など特別研究に採択された研究に対して、博士研
究員を配置する。

81-3

【年度計画】
・引き続き、若手研究者の人材育成を目的とした研究支援の実施に取り
組む。

・ポスドク（博士研究員）を積極的に
登用する仕組みを整える。

81-2

・「特定研究奨励費」制度のあり方等
を検討し、若手研究者育成の一助とす
る。

（達成水準）
・戦略的研究経費の中に「特定研究奨励費」制度を位置付け、予算を配
分する。

82

【年度計画】
・研究者の雇用の他、 先端の研究に取り組みやすい支援の仕組みを設
ける。

同左

（達成水準）
・都市研究プラザでは、ＧＣＯＥ予算により特別研究員を国内外に公募
のうえ採用し、事業に取組む。

【年度計画】
・引き続き、アジア・日本フェローシップ事業を継続し、若手研究者の
人材育成を目的とした研究支援の実施に取り組む。

81-1 （各学部・研究科）
・各研究科において、ポスドク制度な
どの確立や研究科長の裁量による研究
助成などにより、若手研究者への研究
支援を促進する。

（研究推進本部）
・研究科長裁量経費等を柔軟に活用し
て若手研究者の海外派遣を支援する制
度を平成１９年度までに立ち上げる。

（達成水準）
・アジア・日本研究フェローシップ事業を継続し、北京大学と教員交流
の実施、本学の共同研究者と研究の成果報告など交流を促進し若手研究
者の育成を図る。

（達成水準）
・各研究科において、ポスドク制度などの確立や研究科長の裁量による
研究助成などにより、若手研究者への研究支援を促進する。（達成水準
は各学部・研究科の方針による）
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・大型実験施設の集約化と、工作技術
センター・分析施設・低温施設・ＲＩ
共同利用施設などの共同利用のための
一元的管理体制の構築に向け検討を行
う。

・平成１８年度を目途に、逐次刊行物
及び電子ジャーナル、二次情報データ
ベース等の学術情報基盤の整備やイン
ターネットの対外接続の高速化を図
る。

・情報ネットワークを活用した対話型
研究支援システムなど、マルチメディ
ア研究基盤を平成１９年度を目途に整
備する。

・「大阪都市文庫」の大阪都市資料な
どのデータベースを充実する。

・研究の充実と質的拡大を図るため
に、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化を図る。

84

【年度計画】
・学術情報基盤の整備を全学共通経費で行うことを検討し、電子ジャー
ナルや二次情報データベースの選定を行う。

83

【年度計画】
・研究設備のＩＴ化を図るため、平成１９・２０年度に更新した学術情
報総合センターの各種システムの一層の整備に向けた調査研究を行う。

・学情センターについては、インター
ネットの高速化（平成18年度）及び基
幹スイッチの二重化（平成19年度）を
行う。
・全学認証システムおよび全学ポータ
ルシステムを構築する。

（達成水準）
・全学認証システムについて調査・研究を行い、整備案を作成する。
・全学ポータルシステムについて調査・研究を行い、整備案を作成す
る。

（達成水準）
・電子ジャーナルやデータベースを購入するための大学としての基本方
針を決定する。

85

【年度計画】
・マルチメディア系システム及びネットワーク整備に関して、機能強化
に向けた調査・研究を行う。

・全学的に検討する場として学長の諮
問による電子ジャーナル等購入に関わ
る全学的検討委員会を設置し、答申を
行う。
・答申に基づき　具体的なジャーナル
名、データベース名を決定し、22年度
からの購入を開始する。
・ネットワーク整備については１８年
度にインターネットの高速化、１９年
度に基幹スイッチの二重化を行う。

・インターネットの高速化（平成18年
度）及び基幹スイッチの二重化（平成
19年度）を行う。

（達成水準）
・全学認証システムについて調査・研究を行い、整備案を作成する。
・全学ポータルシステムについて調査・研究を行い、整備案を作成す
る。

86

【年度計画】
・都市文化研究センターにおいて、データベースを都市研究プラザ等と
共用できるように努めるとともに、「大阪都市文庫」などのデータベー
スの整備を図る。

・「大阪都市文庫」の大阪都市資料な
どのデータベース等、COE関連のデー
タベースをH.19 までに完成させる。
・重点研究、都市問題研究、その他の
外部競争的資金によって得られた研究
成果のデータベース化をはかり、ウェ
ブ上で公開する。（H.23）

（達成水準）
・「大阪都市文庫」のデータベース化
・映像メディア研究成果のデータベース化

87

【年度計画】
・理系学舎の建て替え計画にあわせて大型実験施設の集約化および共同
利用研究施設の一元的管理体制等について検討する。

・研究施設等にかかる技術支援職員に
よる一元的管理体制の検討を行う。

（達成水準）
・大型実験施設の集約化および共同利用研究施設の一元的管理体制等に
関する検討を行う組織を設置し、検討する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・研究施設設備の共同利用を推進する
ため、大阪市の他の研究機関との連携
強化を図る。

同左

（達成水準）
・外部査読制度の活用等により研究紀要等の信頼性や水準の維持に努め
る。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各研究科は、引き続き研究紀要等の信頼性や水準の維持に努める。

88

【年度計画】
・研究施設設備の共同利用や外部からの分析・機械製作等の依頼の受入
れについて、学外決裁システムの検討を行う。

（達成水準）
・他大学等との研究施設設備の共同利用や分析・機械製作等の依頼の受
入れに有用な学外決裁システムの導入について検討を行う。

（達成水準）
・引続き戦略的研究経費において、COE獲得を目指す研究課題を支援す
る。
・経過、成果の報告と評価を実施し研究成果の検証を行う。

【年度計画】
・戦略的研究経費の運用を推し進め、G-COE申請など公的な大型競争的研
究資金獲得を目指し、研究の活性化と研究成果の検証を行う。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・各研究科において、外部評価やピアレビュー等についての方針を明確
化する。

92

91

90

・戦略的研究経費の制度を構築し、評
価システムを導入する。

89

・各研究科等が刊行している研究紀要
等の信頼性を増し高水準なものとする
ため、外部査読者を含む査読体制の確
立などに努める。

同左・平成１８年度以降、研究紀要等に外
国語のサマリーや目次を設ける。

同左・各研究科において学外から選任した
評価委員による評価やピアレビュー
（各専門分野の研究者による相互評
価）を定期的に受ける。

・各専門分野の特殊性に十分に配慮す
るとともに、それぞれの研究の先進
性・萌芽性や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
響の度合いなどを多面的に検証する仕
組みを平成２０年度までに設ける。

同左
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

（達成水準）
・研究者データベースを活用して研究者要覧を作成することを検討す
る。
・研究者データベースへの更新入力を促進する。
・研究者データベースの研究者情報を充実する。

・国内外の学会、国際会議での発表は
もとより、市民講座や公開講座などを
通じて地域への情報発信をより積極化
する。

【年度計画】
・研究者要覧の作成にあたり、現行の研究者データベースをさらに活用
できる方法を検討し、あわせて教員のデータベースへの入力を促し、研
究者情報の充実を図る。

93-2

【年度計画】
・新産業創生研究センターにおいて、「大阪市立大学研究シーズ集２０
１０」の準備に向けた取組として、「シーズ発掘プロジェクト」を実行
する。

93-1

94-1

【年度計画】
・各研究科等において引き続き国際シンポジウムを開催する。

・各研究科等において国際シンポジウ
ムや公開講座などを実施する。

（達成水準）
・21年4月より新産業創生研究センターの産学連携コーディネーターが教
員の研究室を積極的に訪問（「シーズ発掘プロジェクト」）し、研究
シーズの発掘に努めるほか、教員に対し、学内外競争資金の申請に向け
た働きかけを行う。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

（地域貢献推進本部）
・文化交流センターによる、企画講
座、市民講座等をはじめ、地域への情
報発信として適した公開授業等を実施
する。
・また、他大学との共催の講座につい
ても検討を行う。

（達成水準）
・公開講座の実施場所や形態を検討し、ゲストスピーカーの基調講演や
パネルディスカッションを盛り込むなど多様な講座を実施する。

【年度計画】
・引き続き市民講座・公開講座を開催するとともに、その内容の多様化
と充実に努める。

（事業課）
・市民医学講座への参加者の増加を図
るため、市民にもわかりやすく身近な
内容を選択する。

（達成水準）
・市民医学講座を年10回（内、2回がんプロフェッショナル養成プラン共
催）を開催し、参加者の前年度を上回る増加が図れた。

【年度計画】
・引き続き市民講座・公開講座を開催するとともに、その内容の多様化
と充実に努める。

94-2

・平成23年度中に修士論文、博士論文
のタイトル等をホームページに掲載す
る。
・平成19年度中に教員の研究業績等を
ホームページに掲載する。

・修士論文・博士論文のタイトル・内
容や教員の研究業績等の情報の公開
を、著作権や特許などの知的財産権の
取扱いに配慮しながら、大学のホーム
ページで行う。

・学外の方々に学内の研究内容を分か
りやすく伝えるため、隔年で「研究
シーズ集」を発表し、その情報を継続
的に収集しホームページで公表する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・市民や都市、地域に有用な情報につ
いて、迅速かつ多方面への公開を図る
ため、学部・研究科に広報委員を置く
など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を
増加させるほか、ホームページにおい
ては海外からのアクセスに対して魅力
のあるコンテンツの充実に取り組むな
ど、国際的な観点から情報発信する。

・大学が有する貴重資料（史料）や希
覯書などについて、重点的に公開を行
い、電子資料化を進める。

95

【年度計画】
・学術情報総合センターにおいて、貴重資料データベース化における第
３次整備計画に基づき、貴重資料の電子化を進める。
・国立情報学研究所とともに学内で生産される成果物を公開する全国的
なシステムである学内機関リポジトリを構築し、学内外に電子化された
データを公開する。

・年次計画に基づき、貴重資料等の所
蔵資料の電子化を進める。
・時期：
　第２次整備計画　平成20年度完了
　第３次整備計画　平成21年度開始

（達成水準）
・今年度構築を計画している名田屋文書のデータベースを作成し、公開
する。
・学内機関リポジトリシステムを構築し、現在までに作成した画像デー
タベースを移行し、平成22年４月からの正式公開の準備をおこなうこ
と。

96

【年度計画】
・全学広報と学部広報との連携を図りつつ、メール等を通じて広報関連
情報を提供していく。

・効果的な広報戦略を展開するため、
平成19年度までに各部局の広報体制を
整備する。

・英語版大学案内を発行し内容充実を
図る。

（達成水準）
同上

97-1

【年度計画】
・研究成果の外国語による情報発信について引き続き検討する。

・ホームページにおいて、研究成果の
外国語による情報発信を充実する。

97-2

【年度計画】
・引き続き、OCUprospectus（英文大学案内）を作成し、公表する。

（達成水準）
・大学案内ＤＶＤの英語版を制作し、公表する。

（達成水準）
・OCUprospectus（英文大学案内）を作成し、配布するとともにホーム
ページに掲載する。

97-3

【年度計画】
・国際的な学術誌などの発刊を支援する。

・国際的な学術雑誌の発刊などによ
り、研究成果について広く世界に公表
する。

（達成水準）
・都市研究プラザにおいて、国際ジャーナルの発行準備をすすめる。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・２１世紀ＣＯＥプログラムなど学外
からの支援を得て形成された研究体制
であって、本学の特色となる研究教育
拠点と位置づけられるものについて
は、その評価を踏まえつつ、その維持
発展のための必要な支援を行う。

・環境問題、絶滅危惧種の保全などへ
積極的に提言する。

・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し、植物情報
発信基地の一つとして機能を果たす。

・枚方市穂谷地区の里山植物、絶滅危
惧植物の保全を目指す。それら植物を
１種でも多く繁殖特性を解明し、その
成果をもとに増殖に取り組み、増やし
た個体を自生地へ植え戻す。
・近畿地方に分布する絶滅危惧植物の
種子を導入して発芽育成し、その繁殖
様式を明らかにし、増殖に努める。

98

【年度計画】
・公開講演会を開催し、市民と協同して絶滅危惧植物を保護する方策を
模索し、また一般市民の保護意識の啓蒙に努める。

（達成水準）
・枚方市穂谷地区の里山植物、絶滅危惧植物を植物園へ導入し、保護育
成する。その上で、繁殖様式の解析を進め、増殖を図って、それらの苗
を自生地に植え戻す。
・公開講演会を開催する

99

【年度計画】
・植物目録、開花状況などの情報を適時改訂し、ホームページへ掲載す
るなど、引き続き広報に努める。

・植物目録を完成させる。
・ホームページを充実させる。
・園内の植物の状況に絶えず目を配
り、ニュース性のある現象は迅速に報
道機関へ情報提供する。

100-
1

【年度計画】
・引き続き、グローバルＣＯＥプログラム採択プロジェクト等に対する
支援を行う。

（達成水準）
同上

（達成水準）
・重点研究予算より、21世紀COE終了プロジェクトおよびGCOE採択プロ
ジェクトに対する予算を配分する。

100-
2

【年度計画】
・産学連携活動において、府大・市大共同のイベント開催の検討をはじ
め、池田銀行など金融機関との連携も着実に実行していく。

・２１世紀ＣＯＥプログラム及びＧ-
ＣＯEプログラム等の既採択課題、終
了課題および新規採択に向けた取り組
みに対し財政的支援を行う。

・文部科学省「戦略的大学連携支援事
業」における産学連携推進にあたり大
阪府立大学等との連携を強化する。

（達成水準）
・大阪府立大、池田銀行と連携して産学連携イベントを開催する。

100-
3

【年度計画】
・平成１９年度に立ち上がった複合先端研究機構において、都市圏にお
ける環境の再生に向けて、理系研究科横断・融合的な研究を行い、その
成果の社会への還元を図る。

・本学の特色となる研究教育拠点とし
て、都市環境に着目した理系研究科横
断的研究組織を整備する。

（達成水準）
同上
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・大学に地域貢献推進本部を設置し、
教職員が一体となって社会貢献の推進
に取り組む。

・生活科学研究科内に地域交流室を設
置し、平成１８年度から市民の生活の
質を向上するための技能と資質を有す
るＱＯＬプロモーター育成の教育プロ
グラム開発を行う。

102

【年度計画】
・引き続き、各学部・研究科において、それぞれの地域貢献推進の体制
の下、地域貢献をより積極的に推進する。

101

・平成１８年度より、各学部・研究科
において地域貢献推進のための体制を
整える。

同左

（達成水準）
・地域貢献推進本部会議により、実施計画の立案、事業への参画、検証
等を行う。
・本年度から新たに教員免許状更新講習を開催する
引き続き、近鉄文化サロン共催講座の講座提供を行う。

【年度計画】
・地域貢献推進本部は、実施事業の検討をするなど、教職員が一体と
なって事業実施に取り組む。

・本学における地域貢献の基本方針等
を検討し施策を推進するために、本学
に地域貢献推進本部を設置する。その
構成員は、教員及び職員とする。
・平成19年度を目途に、株式会社近鉄
百貨店の文化事業である近鉄文化サロ
ンとの相互協力のもと、総合大学とし
ての特徴を生かした暮らしの様々な
テーマについての共催講座を開催す
る。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）

（達成水準）
・看護学研究科の地域貢献あり方検討委員会において、地域住民の療養
生活に看護支援を行うための方針を明確にし、シンポジウムならびに各
事業を実施する。

【年度計画】
・看護学研究科の地域貢献あり方検討委員会において、地域住民の療養
生活に看護支援を行う体制を構築できるか検討を行う。

・地域住民の療養生活への看護支援を
行う体制を構築する。

103

・市民が２１世紀をよりよく生きるこ
とに貢献するため、地域住民の療養生
活に積極的な看護支援を行う体制の構
築を検討する。

104

【年度計画】
・生活科学研究科の地域交流室を核として、QOLプロモーターの育成を継
続する。

（達成水準）
・QOLプロモーター育成事業を継続する。

・地域貢献の担い手を育成するととも
に、具体的活動を行う手段として、
QOLプロモーターの育成を行う。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・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取組
をさらに推進する。

・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、全国
の高校への学部情報の発信と情報収集
など双方向的な高校との連携を、大学
コンソーシアム大阪との連携をも図り
つつ推進する。

（達成水準）
・大学コンソーシアム大阪と連携し、中学生サマーセミナーにおける講
座開講、大学フェアでの模擬授業を提供する。
・また、高校生等を対象とした公開講座、出張講義を実施する。
・大学コンソーシアム大阪主催の高大連携フォーラムに参加し、双方向
での連携のあり方について検討し、検討結果を各種事業に反映する。

【年度計画】
・引き続き大学コンソーシアム大阪との連携、高大の双方向連携のあり
方を検討し、実施する。

105
-2

【年度計画】
・高校化学グランドコンテストの府大との共催を継続するとともに、引
き続き高校生対象の府大・市大連携講座の開催を検討する。

（地域貢献推進本部）
・大学コンソーシアム大阪と連携し、
中学生サマーセミナーにおける講座開
講、大学フェアでの模擬授業を提供す
る。
・また、高校生等を対象とした公開講
座、出張講義の開催についても検討す
る。

・理学研究科地域貢献委員会を中心と
して，高大連携事業を推進する。

（達成水準）
・理学研究科物質分子系専攻教員を中心に高校化学グランドコンテスト
の開催に尽力する。

（達成水準）
・大阪市教育委員会と共催し、市立高校等の教職員を対象とした夏期研
修講座及び高校生のための大阪市立大学先端科学研修を実施する。

【年度計画】
・大阪市教育委員会の協力の下に市立の高校との連携をより一層充実す
る。

106

【年度計画】
・法学研究科において、市民を対象とした無料法律相談を継続するとと
もに、中小企業支援法律センターの取組を引き続き推進する。

・大阪市教育委員会と連携し、市教職
員のための講座及び高校生のための先
端科学研究を開催する。

105
-3

・法学研究科において、市民を対象と
した無料法律相談を継続するととも
に、中小企業支援法律センターの取組
を引き続き推進する。

（達成水準）
同上

【年度計画】
・引き続き大学コンソーシアム大阪との連携、高大の双方向連携のあり
方を検討し、実施する。

105
-1

（各学部・研究科）
・各学部・研究科における高校生を対
象とした市大授業や出張講義の充実

（達成水準）
・市大授業や出張講義等を実施し高大連携の充実を図る。（達成水準は
各学部・研究科の方針による）
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・地域振興のための研究科独自の調査
研究プログラムを企画立案し、ＮＰ
Ｏ・ＮＧＯ活動への協力支援を行う。

・特別研究のうち「都市問題研究」を
引き続き積極的に展開しつつ、地域の
科学・技術の振興と自治体政策課題へ
の参画をさらに推進する。

（達成水準）
・都市問題研究経費の配分
・研究成果の評価と公表

【年度計画】
・特別研究のうち「都市問題研究」を引き続き積極的に展開しつつ、地
域の科学・技術の振興と自治体政策課題への参画をさらに推進する。

107
-2

【年度計画】
・住吉区民セミナーを引き続き共催する。

・戦略的研究経費より、「都市問題研
究」に予算を配分し、積極的展開を支
援する。

107
-1

・大学（杉本キャンパス）の も身近
な行政機関である住吉区と連携し、地
域貢献の一環として住吉区民セミナー
を実施する。

・各現場プラザの事業において、地域のNPO法人と連携し、各種のイベン
トや研究会活動を推進する。

【年度計画】
・都市研究プラザは、NPOと共同事業を企画し、地域NPOとの連携を強化
する。

（達成水準）
・住吉区との企画・立案のもと、年2回住吉区民教養セミナーを実施す
る。

108
-2

【年度計画】
・創造都市研究科は、授業を通してNPO・NGO活動への協力支援のあり方
についての教示・研究を引き続き実施する。

・地域振興のため、独自の調査研究プ
ログラムを企画立案する。
・ＮＰＯ・ＮＧＯ活動への協力支援を
行う。

108
-1

・創造都市研究科は包括提携している
財団法人大阪市北区商業活性化協会
と、研究科教員の指導のもとで、実践
的課題に取り組む。

（達成水準）
・創造都市研究科は包括提携している財団法人大阪市北区商業活性化協
会と、研究科教員の指導のもとで、実践的課題に取り組む。目標は学生
が日常の仕事とは別の地域地域活性化課題に取り組み、実効性をあげる
こと。成果は極めて少額予算で課題を検討し課題を整理し地域団体の会
合で発表し、相互に学習を重ねていること。
・２１年度では、店舗情報に対する顧客の反応が良好であることを示す
指標の数が見いだせること、それが時間とともに増加すること。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・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を推進
し、行政の情報化及び地域情報化推進
に際し、学術情報総合センターに蓄積
された技術等のノウハウを移転する。

・地域住民を対象とした栄養相談、食
育相談、住宅改造・改修等の相談、保
健相談、教育・福祉相談、心理相談な
どに取り組む。

・地域の小・中学校と連携し、総合的
学習の時間などへの協力や在学生が行
う学校支援ボランティアなどを奨励・
支援する。

（達成水準）
・２２年４月入学生から適用される教育職員免許施行規則の改正に伴う
新カリキュラム策定にあたり、「教職課程履修カルテ」に教育ボラン
ティア活動の実績を記入する欄を設けるとともに、「教職ボランティア
実習Ⅰ～Ⅳ」（各２単位）を新設し、学生が行う幼稚園・小学校・中学
校・高等学校における教育ボランティア活動に対し単位を認定すること
を検討する。
・文学部専門科目「教育学実習」においても、引き続き、受講生に幼稚
園・小学校・中学校・高等学校において教育ボランティア活動をするこ
とを契機に、教育現場の観察・聞き取り・考察・発表を行わせることを
検討する。

【年度計画】
・教育職員免許法施行規則の改正による「教職実践演習」の新設にとも
ない、その科目の一環として幼稚園・小学校・中学校・高等学校におけ
る教育ボランティア活動を学生に行わせることを検討し、それ以外のボ
ランティア活動に学生を従事させることについて文学研究科地域貢献推
進委員会が、文学研究科教務委員会、学生部委員と連絡をとりながら、
検討する。

110

【年度計画】
・生活科学研究科は、地域貢献推進本部と連携して、引き続き地域住民
を対象とした相談事業を推進する。

・文学部専門科目や教職科目の履修を
通して、大阪市立の幼稚園・小学校・
中学校・高等学校における教育ボラン
ティア活動に学生を従事させることを
推進する。

109

・児童・家族相談所と地域交流室にお
いて、地域住民を対象とした各種相談
に取り組む。

（達成水準）
・大阪府立大学学術情報センター及び大阪市立図書館との相互協力事業
を着実に実施する。

【年度計画】
・学術情報総合センターは、大阪府立大学学術情報センター及び大阪市
立図書館との相互協力事業のさらなる推進を目指す。

（達成水準）
・児童・家族相談所と地域交流室において、地域住民を対象とした各種
相談を行う。

111
-2

【年度計画】
・関西大学総合図書館との相互協力事業の開始を目指す。

・大阪府立大学等の提携大学との図書
館相互利用を推進する。
・時期：平成21年度以降

111-
1

・大阪府立大学等の提携大学との図書
館相互利用を推進する。
・時期：平成21年度以降

（達成水準）
・大阪市はじめ国や他の地方公共団体等のIT関連の各種審議会委員や行
政機関等が実施する講演会・セミナー講師等として参画し、行政や地域
の情報化の推進に持続的に取り組む。

【年度計画】
・学術情報総合センターの教員が、大阪市はじめ他の地方公共団体や関
係機関のＩＴ関連の各種審議会等に参画し、情報化の推進に貢献する。

（達成水準）
・関西大学図書館との相互協力事業の具体化を進め、後期授業開始時期
までには、本格実施をスタートさせる。

・公共図書館等との情報検索や相互貸
借など相互協力を推進し、地域情報化
推進に貢献する。
・時期：平成21年度以降

111
-3
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・自治体などの各種審議会等への参画
を促進する。

・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及
びスポーツクラブ事業の支援、産学官
の「大阪スポーツアカデミー」（仮
称）の可能性について検討する。

112
-1

【年度計画】
・引き続き、都市健康・スポーツ研究センターの「地域貢献委員会」に
おいて、健康増進事業等の支援策等について検討する。

・地域のスポーツ関連機関等と連携し
て健康増進事業の支援策について検討
を行い、実施する。

（達成水準）
・「企画運営（地域貢献）委員会」において大阪スポーツアカデミー
（仮称）の可能性について検討する。

【年度計画】
・引き続き、都市健康・スポーツ研究センターの「地域貢献委員会」に
おいて大阪スポーツ・アカデミー（仮称）の可能性について検討する。

（達成水準）
・「企画運営（地域貢献）委員会」において、健康増進事業等の支援策
等について検討、実施する。

113

【年度計画】
・引き続き、自治体等の各種審議会等への参画を促進する。

・大阪スポーツアカデミー（仮称）に
ついて検討する。

112
-2

同左

（達成水準）
・自治体等の各種審議会への参加を促進し委嘱件数等の増をめざす
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・より専門的な研究成果を市民に還元
するために、平成１９年度を目途に公
開講座の充実を図るとともにエクステ
ンションプログラム等の検討を行う。

・ 新の研究成果や、図書などの情報
を、市大広報やインターネットなど各
種媒体を活用して積極的に情報発信す
る。

（総務課（広報担当））
・研究者データベースを公開する。
・広報誌やホームページを通じて機に
応じた研究成果や図書などの情報発信
を行う。

（達成水準）
・ 新の研究成果等に関する情報をホームページにより随時更新する。
・広報誌を定期的に発行し、効果的な情報発信を行う。

【年度計画】
・各研究科は、ホームページや広報誌等を活用し、 新の研究成果等を
積極的に情報発信する。

（達成水準）
・各教員は研究者要覧を通じて、 新の研究成果をホームページを通じ
て公表する

【年度計画】
・各研究科は、ホームページや広報誌等を活用し、 新の研究成果等を
積極的に情報発信する。

（総務課（経営戦略担当））
・各教員の 新の研究成果を各種広報
媒体を通じて積極的に情報発信する。
・図書などの情報を各種広報媒体を通
じて積極的に情報発信する。

（達成水準）
・運営委員会による再編案検討、及び平成22年度講座編成への反映。

【年度計画】
・文化交流センターは、現行の公開講座等について引き続き点検し、統
一的視点からの再編に努める。

【年度計画】
・各研究科は、ホームページや広報誌等を活用し、 新の研究成果等を
積極的に情報発信する。

115
-2

【年度計画】
・引き続き民間の教養講座等との連携を図り、生涯学習の支援に努め
る。

・文化交流センターで開講する講座に
ついては、平成19年度を目途に検討を
行い、統一的視点から再編に努める。

115
-1

（達成水準）
・近鉄文化サロンについては、受講者のニーズに応じた講座を企画・実
施する。

・平成19年度を目途に、株式会社近鉄
百貨店の文化事業である近鉄文化サロ
ンとの相互協力のもと、総合大学とし
ての特徴を生かした暮らしの様々な
テーマについての共催講座を開催す
る。

114

（各学部・研究科）
・各研究科等において、 新の研究成
果などの情報を、インターネットなど
各種媒体を活用して積極的に情報発信
する。

（達成水準）
同上（達成水準は各学部・研究科の方針による）
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・住民相互の学習の促進を図るなど、
多様な生涯学習支援の方法を検討す
る。

・科目等履修生の受入れや３年次編入
学の推進など、社会人学生を積極的に
受け入れる。

116

【年度計画】
・理学研究科において、科学に関する相談窓口のホームページへの設置
に関し、平成２０年度に整理した課題について検討し、可能であれば試
行開設する。

117

【年度計画】
・文化交流センターは、生涯学習関係講演会の開催を引き続き推進す
る。

118

【年度計画】
・医学分館におけるサービス方法の変更や市民登録者の枠のあり方につ
いて検討を進め、具体案を作成する。

・地域の科学技術の振興と市民の科学
への関心を高めるため、ホームページ
で科学に関する相談窓口を設置する。

・大阪市等の生涯学習担当部局等と共
同で生涯学習関係講演会の開催を推進
する。

・学術情報総合センターの図書市民利
用制度を平成２０年度までに拡充す
る。

（達成水準）
・平成２０年度に整理した課題について検討し、可能であれば科学に関
する相談窓口のホームページを設置する。

（達成水準）
・大阪市立総合生涯学習センター（大阪市教育委員会所管）と連携し
て、昨年度とおおむね同程度の規模の講演会を継続して実施できるよう
努める

（達成水準）
・「大学院修了生利用制度」及び「はばたけ夢基金寄附者利用制度」の
導入にあわせて、医学分館におけるサービス方法の変更や市民登録者の
枠のあり方について検討を進め、平成21年10月1日より両サービスを開始
する。

119

【年度計画】
・文化交流センターは、生涯学習支援の方策を引き続き検討する。

120

【年度計画】
・引き続き、科目等履修生の受入れや３年次編入学の推進など、社会人
学生を積極的に受け入れる。

（達成水準）
・市民の生涯学習ニーズを継続的に把握し、専門家講座や連携講座の内
容や実施方法の充実を検討する。

（達成水準）
・科目等履修生の受入れや３年次編入学の充実（法学部、文学部）など
を実施し社会人学生を積極的に受け入れる。

同左

・文化交流センターは市民が興味を持
ち、参加者同士が交流を持つことで、
生涯学習のきっかけとなりうる多様な
講座の提供を図る。

・学術情報総合センタ−の「図書市民
利用制度」を改定し、地域住民の生涯
教育の発展および卒業生等の研究教育
にも寄与する。

・大阪市教育委員会と共同で講演会を
開催する。

・市民からの科学についての質問を受
付、解答するページの設置。
ただし、本件が有効でない場合、設置
しないことも検討する必要がある。

40 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・社会人学生に対して選抜方法（入
試）、履修指導・研究指導などについ
てのきめ細かな対応を行う。

・インターネット講座について平成１
９年度までにこれまでの蓄積の活用を
検討しつつ、授業科目の拡充を図る。

（達成水準）
・長期履修学生制度の導入やきめの細かい履修指導・研究指導など、社
会人学生の学びやすい環境の整備に努める。

【年度計画】
・長期履修学生制度の導入やきめの細かい履修指導・研究指導など、社
会人学生の学びやすい環境の整備に努める。

（達成水準）
・健康・スポーツ科学セミナーを２回開催するなど、各種公開講座を開
催する。

【年度計画】
・都市健康・スポーツ研究センターは、引き続き公開講座を実施する。

（達成水準）
同上

【年度計画】
・文化交流センターは、学術情報総合センターの協力により、これまで
記録した市民講座やセンター企画講座をインターネットなどを通じ、市
民に提供する。

（達成水準）
・新たな講座を検討し、インターネット講座として提供する。

【年度計画】
・地域貢献推進本部は、引き続き動画によるインターネット講座を実施
し、そのノウハウを蓄積する。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

125

・インターネット講義およびインター
ネット講座を充実するため、インター
ネットの高速化（平成18年度）及び基
幹スイッチの二重化（平成19年度）を
行う。

・インターネットを利用した「誰で
も、いつでも、どこでも学習」を実践
できるシステムの構築をめざし、平成
１９年度を目途に検討を行う。

124

123

122

同左

121

同左

・一部の公開講座の映像、音声、スラ
イドショー等を収録し、市民がデータ
媒体又はネットワークを介して講座の
もようを閲覧できるようにする。

・公開講座などの映像記録を市民に提
供する。

・健康・スポーツ・身体運動に関連し
た公開講座を開催する。

・市民の健康増進のために健康・ス
ポーツ・身体運動に関連した公開講座
を開設する。

41 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・「健康・予防医療ラボラトリー」を
充実するとともに、「特定保健用食
品」等の登録試験機関となった大阪市
立環境科学研究所と連携し、企業との
製品開発を活発化する。

・新産業創生研究を促進するために、
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を図
り、定期的開催を平成１８年度から検
討開始する。

126
-1

【年度計画】
・大阪府立大学、池田銀行、大阪市信用金庫との産学連携活動等を活発
に行う。

（達成水準）
・府大・市大・池田銀行の産学連携基本協定に基づき、年度内に投融資
制度を設定する。
・新産業創生研究センター、「府大・市大産学官連携共同オフィス」に
よる協力の下、府大との共同セミナーの開催や金融機関との連携により
取引先の開拓を図る。

（達成水準）
・「府大・市大産学官連携共同オフィス」と共同し、本学で初めての
「知的財産連続講座」の開催により、これまで手薄であった学内教職員
及び学生向けに知的財産の啓発活動に取り組むとともに、知財関連契約
書の雛型の整備等を進める。
・新産業創生研究センターを中心に本学の産学官連携活動の活性化を目
的とする産学官連携ワーキンググループを発足させる。

【年度計画】
・新任の産学連携コーディネーターを中心にこれまで新産業創生研究セ
ンターで手薄であった業務の強化を図る。

127

【年度計画】
・新産業創生研究センターは、大阪産業創造館、本学教員と協力し、
「大阪市立大学（OCU）ニューテクガイド２０１０」等の拡充に向けた準
備に取り組む。

・限られた予算の中でも新産業創生研
究センターの機能拡充が図れるような
活性化策を検討する。

126
-2

・本学主催の産学連携セミナーやイベ
ントを定期開催することにより、産業
界での認知を高めるとともに、産業界
からのニーズ収集と企業等との接点を
増やす。

（達成水準）
・｢オープンラボ」開催　４回
・「大阪市立大学（OCU）ニューテクガイド2010」開催　１回
・「第４回　大阪市立大学産学連携セミナー」開催　１回
・「大阪府立大学・大阪市立大学　新技術説明会」開催　1回
・「インターキャンパス」（学内連携）開催　１回

（達成水準）
・全室入居を図る。

【年度計画】
・引き続き全室利用を目標とし、「健康・予防医療ラボラトリー」の充
実を図る。

・平成23年度中に｢健康・予防医療ラ
ボラトリー」全室利用を目指す。
・大阪市立環境科学研究所との連携を
強化し、企業との製品開発を活発化す
る。

128

・新産業創生研究センターは、大阪府
立大学など他大学や金融機関との学-
学連携、学-金連携により、本学単独
ではこれまで対応できなかった産業界
との共同研究にも取り組める体制づく
りを模索することで新事業・新産業の
創出を支援する。

・新産業創生研究センターは、産業界
のニーズに呼応する共同研究を積極的
に展開し、新事業、新産業の創出を支
援する。

42 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・地域経済活性化のために大学外機関
との連携のプラットホーム（枠組み）
を構築し大学発ベンチャーの推進に努
める。

・年数回ペースで、都心においてオー
プンラボラトリを積極的に開催すると
ともに、目標値を設定して受託研究件
数を増やす。

・測定・解析、装置制作等に関わる外
部からの依頼の受入れを拡充すること
により、産学連携の促進を図る。

・「医薬品・食品効能評価センター」
の整備・充実を図る。

129

【年度計画】
・医薬品・食品効能評価センターの体制整備及び充実を図り、治験拠点
病院としての責務へ取り組むとともに、治験・臨床研究教育プログラム
の構築と稼働及び臨床研究支援に向けた体制整備の検討を行う。

・各部署の業務の効率化並びに連携改
善を図り、治験のスピード、コスト及
び質の向上に取り組む。
・治験の活性化を図れるよう企業負担
の軽減を図るための業務分担の明確
化、大阪市立の関連病院及び近隣の医
療機関との治験ネットワークの構築並
びに一般市民への治験・臨床試験の普
及啓発に取り組む。
・治験担当医師及び関連部門のモチ
ベーションの向上を図り、院内におけ
る積極的な治験実施に取り組む。
・人材の育成のために治験・臨床試
験・臨床研究に関する教育・研修を実
施する。
・治験を除く臨床試験・臨床研究の活
性化に向けて臨床試験支援体制の充実
を図る。
・健康・予防医療の発展のために特定
保健用食品等の開発支援を行う。
・職員のスキルの向上を図る。
・治験拠点病院としての取り組みを治
験依頼者に広報し、これまで以上の新
規治験の受託の向上を目指す。
・これまで以上に治験実施率の向上を
図り外部資金獲得による収益増を目指
す。
・治験中核病院となれるようセンター
体制の整備並びに機能充実を図る。

（達成水準）
・各部署の業務の効率化を図るとともに、治験事務局においてはIT化の
導入、適正な治験コストの見直し並びに治験実施症例数の管理徹底、
ローカルデータマネジャーの配置及び治験依頼者への満足度調査の実施
による現状把握と業務改善に取り組む。
・治験の活性化への取り組みについては、企業負担の軽減のための治験
依頼者との業務分担の明確化、電子カルテとスペースの確保等のＳＤＶ
環境の整備、治験ネットワークの構築と中央ＩＲＢの設置、市民向けセ
ミナーの開催と治験相談コーナーの設置を行う。
・治験関連部門のモチベーションの向上については、病院の経営状況を
見据えた上で、予算の執行を検討している。
・人材育成については、教育プログラムの構築及び開催、治験セミ
ナー・臨床研究セミナーの開催、ＣＲＣ養成研修生の受入等を行う。
・臨床試験支援体制の充実については、セントラルデータセンター業務
を試行実施する。
・特定保健用食品の開発支援については、企業研究会の共催、展示会等
への出展並びに効能試験実施運営の質の向上を図る。
・大阪市との連携による健康・予防医療（疲労・癒し関連事業）への参
画を検討する。
・職員のスキルの向上については、内部研修の充実、外部研修会参加の
奨励、内部職員研修制度の運用の徹底及びランク表の見直しを行う。
・外部資金獲得による収益増については、新規治験の受託については35
課題以上受託できるよう治験拠点病院としての取り組み結果等を治験依
頼者に広報し、また、治験実施率の向上を図ることで向上を図る。

130

【年度計画】
なし

132

【年度計画】
・大学発ベンチャーの育成を図る足掛かりとして、平成２１年度内に池
銀キャピタルと投融資ファンドの設立を目指す。

（達成水準）

131

【年度計画】
・平成２１年度も引き続き、新産業創生研究センター、工学研究科産学
官連携推進委員会と連携を取りつつ、企業等からの受託研究の拡大に向
け、オープンラボラトリを開催していく。

・オープンラボラトリを年４回以上開
催する。
・受託研究件数を増やす。

同左

（達成水準）
・新産業創生研究センターと工学研究科産学官連携委員会と連携し、セ
ミナー参加者の視点に立ちつつ、オープンラボのコンテンツの充実を図
りながら、年４回の開催を図る。

（達成水準）
・池銀キャピタルと投資ファンドの設立を図る。
・金融機関と大学発ベンチャーの育成に取り組む。
・大阪市立工業研究所等との連携を図る。

・大阪府立大学、池田銀行、大阪市信
金、大阪市立工業研究所、大阪市立環
境科学研究所などの外部機関と連携を
深め、大学発ベンチャーや新事業の育
成に努める。

43 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・学内研究者とその研究内容あるいは
関連情報の企業へのより大規模な公
開・発信を行うため、大阪市立大学産
学連携データベースや大阪市立大学研
究者要覧などを充実する。

・関西経済連合会、関西経済同友会、
大阪商工会議所などの経済団体や、近
畿経済産業局、大阪市経済局、大阪産
業創造館や大阪ＴＬＯとの連携強化を
図る。

・特許を中心とした知的財産権の取扱
いにつき、専門分野の教員が協力でき
る体制の整備などに努める。

133

【年度計画】
・平成２１年度も引き続き、新産業創生研究センターにおける知的財産
に係る管理体制や各種規程の整備に向け努力する。

・産学連携ポリシーなど各種規程類を
はじめ、特許管理体制等の整備を進め
る。

（達成水準）
・産学連携ポリシーを制定する。
・大学知的財産アドバイザーの指導の下、特許出願に係る基本構想案を
検討する。
・海外出願の際の予算節約を図るべく、JSTの特許化支援事業を活用す
る。

134
-1

【年度計画】
・関西経済連合会、関西経済同友会、大阪商工会議所などの経済団体
や、近畿経済産業局、大阪市経済局、大阪産業創造館や大阪ＴＬＯとの
各種の連携方策を推進する。

・自治体や産業界との有機的な連携を
図り、産学官連携拠点の形成に向けた
体制整備を目指す。

・学外者が学内研究者の研究内容等の
情報を検索しやすくするため、情報の
一元化を図るとともに、２年毎に作成
している研究者要覧をデータ化し随時
更新を行うなど利便性を高め、本学の
研究成果の公開・発信を充実させる。

（達成水準）
・大阪市や大阪商工会議所などと連携し、関西バイオメディカルクラス
ター拠点、大阪グリーンエネルギーインダストリー拠点の採択を目指
す。
・大阪産業創造館と共催で「大阪市立大学（OCU）ニューテクガイド
2010」の企画・開催を行う。
・大阪市立工業研究所、大阪市立環境科学研究所と連携する。

134
-2

【年度計画】
・大阪商工会議所企業経営支援委員との交流協定に基づき、国際シンポ
ジウムでの共催または協賛を通じた交流を推進する。

・関西経済連合会、関西経済同友会、
大阪商工会議所などの経済団体や、近
畿経済産業局、大阪市経済局、大阪産
業創造館や大阪ＴＬＯとの連携強化を
図る。

135
-1

【年度計画】
・大阪市立大学産学連携データベースの登録件数の拡大を図るため、教
員に対して、同データベースの登録の周知徹底を図る。

（達成水準）
・交流協定に基づき、国際シンポジウムを共催し報告書を作成する。

（達成水準）
・「大阪市立大学産学官連携データベース」を発展的に解消し、「大阪
市立大学研究者要覧」への統合を検討する。

（達成水準）
・「研究シーズ集2010」の準備会を発足させる。
・JST「新技術説明会」やイノベーションジャパン等へのイベント出展に
より積極的な情報発信に取り組む。

【年度計画】
・シーズ集の充実とその活用を図り、本学の研究シーズの情報発信に注
力する。

・「研究シーズ集」の充実を図るとと
もに各種シーズのセミナー等での情報
発信に注力する。

135
-2
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・都市研究プラザは、地域社会に溶け
込んだ活動を通じて都市に関する学術
的研究と政策的研究を推進し、地域社
会への提言を行うことにより、都市・
大阪のシンクタンクとしての役割を果
たす。

136
-1

【年度計画】
・都市研究プラザは、地域社会に溶け込んだ活動を通じて都市に関する
学術的研究と政策的研究を推進する。

・都市研究プラザは、研究活動を通じ
て政策提言を行うなど大阪市のシンク
タンクとして役割を担う。

（達成水準）
・都市研究プラザは地方公共団体からの受託研究や現場プラザでの活動
などを通じて、政策提言を行うなど地域社会に貢献する。

136
-2

【年度計画】
・平成１９年度に立ち上がった複合先端研究機構において、都市圏にお
ける環境の再生と地域産業の在り方について、調査・研究を行い、大阪
市などへ提言を行う。

・国際的に共通する都市の課題につい
て本学独自の研究に取り組む。

・都市環境に着目した理系研究科横断
的研究組織を整備し、その成果を大阪
市、地域社会に還元する。

137

（達成水準）
・「大阪駅北地区（北ヤード）2期開発ビジョン企画委員会」において複
合先端研究機構のプロジェクトリーダーが委員を務め、機構が取組んだ
都市圏における環境についての調査・研究成果を提言する。

【年度計画】
・都市研究プラザは、国際的に共通する都市の課題について、G-COE事業
推進を通して、本学独自の研究を進め、対外的に発表する。

・これまでに蓄積された成果を生か
し、都市に関する研究を推進する。

（達成水準）
・都市研究プラザはG-COE事業を推進し、研究成果を広く学外に公表す
る。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・国を越えて活躍できる人材の育成
と、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のため
に、外国の提携先大学との共同研究に
ついて、研究科の実情に配慮しつつ、
平成２０年度までに検討する。

・国際的な研究支援のための体制の構
築を検討する。

・各学部・研究科において学生交流や
研究者交流など国際交流を推進する。

138
-1

【年度計画】
・研究推進本部において、外国の提携先大学との共同研究につき、研究
科の実情に配慮しつつ、課題の整理を引き続き行う。

・研究推進本部において、外国の提携
先大学との共同研究につき、研究科の
実情に配慮しつつ、平成２０年度まで
に課題の整理を行う。

138
-2

【年度計画】
・引き続き、国際的な研究支援のための体制の構築を検討し、体制
（案）を策定する。

（達成水準）
・前年度までに集約した外国の大学との共同研究の課題について、整
理・検証を行い今後の交流成果に反映させる。

（達成水準）
・ワーキンググループにおいて、今後の国際交流体制案をまとめる。

138
-3

【年度計画】
・これまでの成果を検討しつつ、外国の大学との研究交流を引き続き拡
大する。

・提携大学をはじめとした外国の大学
との学術交流を引き続き拡大する。

138
-4

【年度計画】
・各学部・研究科において引き続き学部間等の国際交流を推進する。

（達成水準）
・姉妹都市提携20周年記念事業の一環として合同シンポジウムを開催す
る。
・提携先大学と積極的に研究員や学生の交流を行う。

（達成水準）
・各学部・研究科において提携大学等との学生交流や研究者交流など国
際交流を推進する。（達成水準は各学部・研究科の方針による）
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・本学法学研究科とドイツ・フライブ
ルク大学との間で相互に展開されてき
た日独シンポジウムをさらに発展させ
る。

・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を平成１
８年度以降推進するとともに、東南ア
ジアや南太平洋地域を中心とした開発
途上国などに対する教育支援プログラ
ムや、技術援助など国際活動に参加す
る。

・本学が支援してきた国際シンポジウ
ムを平成１８年度以降も継続的に開催
するとともに、２１世紀ＣＯＥ都市文
化研究センターの活用（海外サブセン
ターによる教員の交流や外国人研究者
の受入れなど）を平成１８年度以降一
層推進させ、国際共同研究を推進す
る。

・ＪＩＣＡなどの国際的な支援プログ
ラムに積極的に参加する。

・国際シンポジウムの開催とともに、
国際共同研究を支える財政的基盤の確
保についての研究を行う。

139
-1

【年度計画】
・都市文化研究センターは若手研究員のための研究プロジェクトを積極
的に推進する。

・バンコク、ジョグジャカルタ、大阪
における国際シンポジウムの開催を継
続した上で、可能な限り、さらなる国
際的学術研究集会を行う。
・外国人研究者の受け入れを積極的に
行う。

139
-2

【年度計画】
・都市文化研究センターは、科学研究費獲得のための調査を行い、研究
科教員の科研採択率向上を図る。

（達成水準）
・若手研究員の海外における国際シンポジウムなどの発表
・外国人研究者の受入の推進

（達成水準）
・科研の採択率については、前年度の水準を確保する。

140
-1

【年度計画】
・全南国立大学、上海財経大学との共同研究プロジェクトを推進すると
ともに、引き続き国際的な支援プログラムに積極的に参加する。

・韓国の全南大学、中国の上海財経大
学との共同プロジェクトを推進する。

140
-2

【年度計画】
・ＪＩＣＡ研修を継続して行う。

（達成水準）
・韓国の全南大学、中国の上海財経大学との共同プロジェクトを推進す
る。

（達成水準）
同上

141

【年度計画】
・法学研究科はドイツ・フライブルク大学とのシンポジウムの次回開催
に向け、研究交流を継続する。

同左

（達成水準）
・２０年度実施第７回のシンポジウムの成果を両国で学術書として出版
する準備を進める。
・次回のシンポジウム開催の準備を開始する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・学生交流のためのボランティア組織
への支援を拡充する。

・学生の海外派遣を推進・支援する仕
組みを整える。

・留学生の受入れにあたっては、学内
共同利用施設の外国語（英語、中国
語、朝鮮語）版の案内やホームページ
作成など、国際化対応サービスを平成
２０年度を目途に充実する。

・イギリス・ロンドン大学とシンポジ
ウムを行うなど交流の促進に努める。

・国際学術交流協定を締結している慶
熙大学、全南大学、リヨン大学、ロン
ドン大学、トーマスジェファーソン大
学との相互交流に努める。

・学内案内板の外国語標記及び外国人
留学生のしおり、留学生向けＨＰの外
国語表記（平成２０年度）
以降、外国人留学生のしおり及び留学
生向けＨＰは、毎年度更新

142

【年度計画】
・引き続き医学部は、国際学術交流協定を締結している慶熙大学、全南
大学、リヨン大学、ロンドン大学、トーマスジェファーソン大学との相
互交流に努める。

（達成水準）
同上

143

【年度計画】
・ビクトリア大学への短期語学研修を拡充（平成20年度：参加27名）す
るほか、ホームページの国際交流ページを改善し、学生の海外派遣等も
含めて、学生が知りたい情報を掲載する。

・平成２０年度までに海外短期語学研
修制度を実施する。

144

【年度計画】
・留学生にとって必要な情報内容に「外国人留学生のしおり」及び「留
学生向けホームページ」の内容を毎年更新を行う。

（達成水準）
・ビクトリア大学への短期語学研修を拡充（平成20年度：参加27名）す
る。
・ホームページの国際交流ページを充実する。

（達成水準）
・「外国人留学生のしおり」及び「留学生向けホームページ」の内容を
留学生が必要とするニーズに合わせた内容にするため、社会状況や各種
の情報の変化に対応するよう毎年更新を行う。

145
-1

【年度計画】
・留学生ボランティアグループと今後の支援のあり方を含め、各種行事
の充実に向け協議を行う。

同左

145
-2

【年度計画】
・留学生関連行事の更なる充実に向け、学友会との協議を継続してい
く。

（達成水準）
・留学生関連行事の充実に向けた方策を検討し、学友会との共催をも含
めて充実を図る。

（達成水準）
・留学生関連行事の充実に向けた方策を検討し、学友会との共催をも含
めて充実を図る。

・新入留学生歓迎交流会、留学生のつ
どい及び研修会など留学生向け行事の
充実と学友会との連携の検討（平成２
０年度）し、以降、毎年度実施してい
く。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

149

・外国語に堪能な職員を採用するな
ど、国際（学術・学生）交流の体制整
備へ向け検討を行う。

・２１世紀ＣＯＥプログラムの研究成
果である「大阪都市文庫」や「グロー
バルベース」を平成１８年度内に公開
する。

・研究科独自の留学制度を平成２３年
度までに検討・実施する。

・本学の研究、教育、その他活動に関
する正確で豊富な情報を世界各地域の
個人や機関に発信する。

146

【年度計画】
・引き続き、学部・研究科独自の留学制度について実施に向けた検討お
よび実施している制度についての検証を行う。（達成水準は各学部・研
究科の方針による）

同左

（達成水準）
同上

147

【年度計画】
・英語版ホームページの随時点検・見直しを行いつつ引き続き充実を図
る。

・ホームページを活用することによ
り、英語による情報発信を行う。

（達成水準）
・英語版ホームページについて随時点検・見直しを行い、世界各地域に
向けて正確で豊富な情報を発信する。

148

【年度計画】
なし【完了】

同左

【年度計画】
・研究推進本部及び教育推進本部は、国際交流の体制整備に向け、引き
続き検討を行う。

（教育推進本部）
同左

（達成水準）

（達成水準）
 同上

【年度計画】
・研究推進本部及び教育推進本部は、国際交流の体制整備に向け、引き
続き検討を行う。

（研究推進本部）
同左

（達成水準）
・国際交流の体制整備について問題点の整理やあり方を検討するワーキ
ンググループを設置し、今後の国際交流体制案をまとめる。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

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

・患者サービス、医療の質、医療安全
の向上を図るため、平成２１年度に臓
器別・疾患別を中心とした診療体制、
管理体制を整備するとともに平成１９
年度から電子カルテを主体とした情報
システムの整備を行う。

・病院運営に迅速性と効率性を確保す
るため、平成１８年度より病院長を専
任化するとともに、権限の強化と病院
長支援体制を整備する。

150

・病院ボランティアの活動支援や、良
質（QC）医療委員会の取組を中心に、
医療環境の整備を行う。

【年度計画】
・病院長を中心とし、中長期的な視点から病院の診療・運営に係る的確
な方向性を示すことができるように病院長の権限強化と副院長等による
支援体制の整備・確立を図る。

・病院長の権限強化と副院長等による
病院長支援体制の整備・確立を図る。
・目標年度：平成２１年度

（達成水準）
・病院経営を取り巻く環境が厳しい中、中長期的な視点から病院の診
療・運営に係る的確かつ迅速な方針をトップダウンで示すことができる
ように、病院長の権限強化と副院長等による支援体制の整備・確立を図
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・病
院長に対して一層の権限強化（特に人事・経営面）を図る。
・副院長等は、それぞれの所管領域における課題解決のため、病院長と
緊密な連携を取りつつその支援に当たる。
・各事務部門は、所管領域における病院資源の確保に努め、病院長を支
援する。

151

【年度計画】
・改修後の救急病棟におけるＩＣＵを活用し、救急医療機能の充実を図
る。

同左

152

【年度計画】
・「患者満足度調査」や、QC活動の推進・評価を実施するなど、良質
（QC）医療委員会の取組を中心に、引き続き、医療環境の整備を行う。

（達成水準）
・２１年度当初より、救命救急病棟においてＩＣＵを整備し、救急医療
機能の拡充を図る。

（達成水準）
同上
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・地域における基幹病院として、平成
２１年度以降地域医療機関との医療連
携や交流を更に積極的に展開・充実す
る。
　特に、大阪市立病院群をはじめとす
る医療機関との診療・教育・研究にお
ける連携を強める。

153-
1

【年度計画】
・がん診療拠点病院として、がん診療の連携協力体制の整備を図る。

・大阪府が進めているオンコロジーセ
ンター支援構想に参加するとともに、
地域医療機関の医師を対象とした研修
会を行うことで、がん診療拠点病院や
地域医療機関に対して、 新治療・高
度先進医療の提供といった技術支援等
を行う。

153-
2

【年度計画】
・肝疾患、呼吸器疾患、糖尿病等について、地域の医療機関との連携を
深めるため、疾患別連携誌の発行や、地域連携パスの作成・運用の開始
を目指す。

・多角的な観点からの評価に基づく外
部評価及び自己評価システムを平成２
０年度に構築する。その一環として平
成１８年度に病院機能評価を受審す
る。

（達成水準）
・地域医療機関の医師を対象とした研修会を開催し、診療・教育・研究
における連携を強める。

（達成水準）
・「乳がん」の地域医療連携クリティカルパスを整備し運用を開始す
る。
(理由) 21年3月に大阪府がん診療連携協議会で５種類の地域連携パスが
作成されたが、地域の診療所への理解を得るための雛型づくりとして、
比較的運用しやすい「乳がん術後連携パス」を選定する。

・肝疾患の診療連携ネットワークとして310施設の専門医療機関とのネッ
トワークを整備し、同時に患者相談支援ツールとして肝疾患診療連携情
報誌を発行する。
(理由)大阪府が指定している肝炎専門医療機関は155施設あるが大半は病
院であるため、患者の利便性を考え肝臓専門医や消化器病専門医がいる
診療所に対しても積極的に参加を呼びかける必要がある。

・認知症に関する地域包括支援センター等との連携事業を実施する。
(理由)地域包括支援センターとしての要望が多いのが認知症の鑑別診断
の受け入れ施設の確保であるが、医療情勢やルールなどが理解できてい
ないことが原因でもあるため、連携事業を通して問題の解決を図る。

153-
3

【年度計画】
・ 新版の病院情報誌（第4版）の発行により、医療連携のさらなる強化
を目指す。

・病院情報誌の定期的発行により医療
連携の充実を促進する。

・地域医療機関の情報を収集整備し、他の医療機関
との医療連携や研修会等の開催に活用する。
※登録数　病院553、診療所3607、訪問看護ステー
ション336 (21年3月)
21年度からは大阪府と大阪市から指定を受けた以下
の連携拠点病院等の役割について、早急に計画を作
成し順次実施する。

・地域がん診療連携拠点病院(21年4月 大阪府指定)
として、医療連携に求められている「肺がん」「胃
がん」「肝がん」「大腸がん」「乳がん」「前立腺
がん」等の地域医療連携クリティカルパスを整備す
る。
※厚生労働省が求めている５大がん(肺がん、胃が
ん、肝がん、大腸がん、乳がん)の整備期限は、24年
3月末である。

・肝疾患診療連携拠点病院(20年7月 大阪府指定)と
して、医療連携に求められている「肝疾患診療にか
かる一般的な医療情報の提供」「肝疾患に関する専
門医療機関の情報収集や紹介」「医療従事者や地域
住民を対象とした研修会・講演会の開催」「医療提
供体制の確保や患者への情報提供」等に対応するた
め、おおさか肝疾患ネットワークの整備と情報誌の
発行を行う。

・認知症疾患医療センター(21年4月 大阪市指定)と
して、医療連携に求められている「鑑別診断とそれ
に基づく初期対応」「かかりつけ医等への研修会の
開催」「情報発信」等については、鑑別診断に関す
る地域医療連携クリティカルパスを整備し、高齢者
医療に関するネットワーク構築のための情報の収集
を行う。

[用語説明]
「地域医療連携クリティカルパス」とは、疾患又は
診断・治療において主に二次医療圏内の複数の医療
機関が、その役割に応じて計画的かつ効率的に医療
を提供するための計画書とそれを実施するための体
制のことをいう。省略して、「パス」「連携パス」
と言うこともある。

（達成水準）
・病院情報誌（第４版）の構成概要（案）を作成する。

154

【年度計画】
・他大学や他病院における実施状況等を参考にしながら、病院教員や医
師に対する評価について、外部評価あるいは、自己評価の内容を検討す
る。

同左

（達成水準）
・病院教員や医師に対する評価については、法人運営本部（全学評価委
員会）等と連携し、外部評価あるいは、自己評価のあり方を検討する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・医療資源の有効利用を図るととも
に、安定経営に平成１８年度以降も更
に努める。また、経営改善に係る管理
会計システムなどを平成２１年度には
整備する。

・大型機器の導入をはじめ施設整備に
あたっては、計画的かつ経済的に整
備・保全を行うとともに、職場環境整
備を行う。

・医療スタッフ等への医の倫理や医療
安全をはじめとした研修を実施すると
ともに、専門技術研修の体系的なプロ
グラムを、平成２１年度より更に整
備・充実する。

・平成２１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
を図り、地域に貢献する。

・人員、施設・設備の再配置の検討な
ど業務のあり方や改善に、職員が直接
的に参画できる体制を平成１８年度以
降早期に整備する。

・市大病院災害対策マニュアル等の検
証、修正、改定を行い、災害時等の医
療体制等の整備、充実を図る。

・中期計画期間中における医療機器の
投資計画を策定するとともに、高額医
療機器の具体的な整備計画を策定す
る。

155

【年度計画】
・医療技術各部門において、業務のあり方、改善に関する部内検討会を
継続し、その他の部門についても取組を検討する。

同左

156

【年度計画】
・引き続き、緊急時における医療体制の整備につき、大阪市危機管理
室、大阪府危機管理室等と連携して検討を進める。

（達成水準）

（達成水準）
・大阪市あるいは大阪府より参加要請のあった防災訓練やＤＭＡＴ研修
等に参加し、協力体制の強化をはかる。

157

【年度計画】
・引き続き、中期指針に基づく進捗管理を行うとともに、新たな中期指
針を策定する。また、附属病院に応じた管理会計システムの確立を図
る。

・医療資源の有効利用の促進、病院経
営の安定化、管理会計システムの整備
を図る。
・目標年度：平成２１年度

158

【年度計画】
・高額医療機器整備計画及び各所属への調査・ヒヤリングを基にして、
次年度の医療機器整備計画を策定する。
また、必要に応じて高額医療機器整備計画の見直しを行う。

（達成水準）
・医療材料、医薬品等の有効利用及び一般管理費・光熱水費等のコスト
削減を一層推進するよう各部署の意識醸成を図る。
・新中期指針（Ｈ21～23）を策定するとともに、経営企画会議を活用し
つつ各部署と調整を図る。
・外部監査法人及び医療情報システムのベンダー等と協議を行い、診療
科別、疾病別などの収支の算定方法の整備（管理会計システムの整備）
に取組む。

（達成水準）
・平成２２年度の医療機器整備計画の策定に向け、各所属への調査、ヒ
アリングを実施し、平成２２年度整備の高額医療機器を決定する。
・高額医療機器の整備計画については各所属に調査、ヒヤリングを実施
し、原案を作成する。

159

【年度計画】
・引き続き現行の医療研修内容及び実施方法を精査し、充実を図る。

同左

（達成水準）
同上

52 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・地域医療を担う医師を対象に、平成
２１年度以降専門医育成研修、生涯教
育プログラムの充実を図り、地域医療
の向上に貢献する。

・都市・大阪の観点から、健康・予防
医学研究の推進として医薬品、食品等
も含んだ特色ある研究体制・治験体制
を充実させる。また、産官学の連携に
よる共同研究やトランスレーショナル
リサーチを推進し、充実させる。

・先進的な情報通信資源の活用による
医療研究（ユビキタス医療システムの
研究）を平成２１年度以降推進する。

・医師の臨床技能の向上のため卒前、
卒後を通じ、教育・研修を体系的に行
うことのできる研修トレーニングセン
ター（仮称）を平成１９年度に設置す
るとともに、卒後臨床研修センターの
充実を図る。

160

【年度計画】
・これまで以上のスキルスシミュレーションセンター（SSC）の有効活用
と、外部受講者からの利用料徴収などの収入源確保を目指す。

（達成水準）
・スキルスシミュレーションセンター（SSC）の外部受講者の確保や利用
料徴収に係る規定整備を実施する。

161

【年度計画】
・引き続き、地域医療連携を深めるため、地元医師会との連携の場であ
る「Ｆａｃｅ－Ｔｏ－Ｆａｃｅの会」を３回開催するとともに、広報誌
による情報提供を行う。

同左

・大阪市大における医療連携「Ｆace-
To-Ｆaceの会」を定期的に開催するな
ど、地域医療機関との連携を深める。

（達成水準）
同上

162

【年度計画】
・共同研究等の獲得とともに、知的財産の創出をはじめとする研究の成
果を視野に入れて連携活動に取り組み、契約件数３６件、契約金額１２
０,０００,０００円を目指す。

・連携充実のための体制を整える。

①教員を中心とした研究者へのリエゾ
ン活動の周密化を図る。
②共同研究等の受入体制を整備する。
③産学官連携推進委員会の活動を充実
させる。

（達成水準）
・前年度程度以上の共同研究契約の維持向上を図る。
・共同研究等の受入れ体制・マニュアルを確立する。
・研究者のニーズに応じたセミナー等の開催や情報発信を行う。

163

【年度計画】
・総務省「戦略的情報通信研究開発推進制度」に採択されたワイヤレス
生体センサーを用いたユビキタス健康監視に関する研究開発を工学部と
共同により開始する。

同左

（達成水準）

53 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・各学部・研究科の特色に配慮しつ
つ、事業の重要度、優先度に応じ、教
職員が一体となった柔軟な組織編成と
人員配置を行う。

・全学共通教育の全学協力体制の実現
をめざして、平成１８年度以降、科
目・担当者の見直しなどの検討を行
い、平成２０年度から実施する。

・全学共通科目の見直しなど全学共通
教育の改革を実施する。

164

【年度計画】
・引き続き、学生支援及び教育研究支援体制の抜本的な見直しを検討す
るため、全学的な検討体制を確立し、業務の標準化・集約化等を進め
る。また、「学生サポートセンター」の開設に向け、財源の確保及び具
体的な「施設整備計画」、「実施スケジュール」等を作成する。

・柔軟な組織体制の構築のための取り
組みとして、学内に分散して実務処理
を行う現行の事務部門を、学生支援、
研究支援、学部運営支援など業務対象
ごとに集約・整理し、学生／教育／研
究等の支援体制の充実・強化を図ると
ともに、より効率的な業務運営を確立
する。
・なかでも、学生支援業務を集約し、
「学生サポートセンター」を開設する
ことにより、学生サービス向上のため
の「学生窓口のワン・ストップ化」を
実現する。

165

【年度計画】
・教務担当部長を座長とするワーキング・グループにおいて、引き続
き、全学共通教育の改革に向けた検討を行い、平成２１年度中に成案を
まとめる。

（達成水準）
・業務の標準化・集約化については、検討体制として検討内容毎に関係
課を以下のとおりグループ分けし、業務改編担当が個々に調整しながら
検討を進める。
　　学生支援業務関係　　　学部等運営支援業務関係
　　入試関係業務関係　　　予算執行・物品調達業務関係
　　施設・設備関係　　　　IT化検討関係
　　要員・組織関係　　　　その他関連事項検討グループ
・円滑な業務の移行と施設整備を進めるための実現可能な実施スケ
ジュールを作成する。
・施設整備等に必要な財源を確保する。
・H22～23年度に、改修工事を委託する建設業者を選定するため、年度内
を目途に施設のレイアウト・内装等を検討・確定させる。

　

（達成水準）
・教務担当部長を座長とするワーキング・グループにおいて、全学共通
教育の改革に向けた検討を行い、平成２１年度中に成案をまとめる。

54 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

167

・大学院のあり方について、全学的見
地から継続的に検討を行う。

・教育・研究･社会貢献にかかる情報
収集、企画・立案と実施、効果の検証
と改善にかかる業務の執行について、
職員の直接的な参画を図るとともに、
これらの事項に関する職員の能力を向
上させるための体制を整備する。

【年度計画】
・地域貢献推進本部は、実施事業の検討をするなど、教職員が一体と
なって事業実施に取り組む。

（地域貢献推進本部）
・本学における地域貢献の基本方針等
を検討し施策を推進するために、本学
に地域貢献推進本部を設置し、職員の
直接的な参画を図るとともに、これら
の事項に関する職員の能力を向上させ
る。

166-
1

【年度計画】
・大学院のあり方について、引き続き「大学院あり方検討委員会」にお
いて検討を行う。

【年度計画】
・理学研究科及び工学研究科においては、定員変更の届出を行う。

・大学院に関わる諸問題（人材育成の
目標像、アドミッションポリシー、教
育課程、適正定員、社会人教育、高度
職業人教育、優秀な学生確保のための
広報活動　等）について継続的な検討
を行う。

（達成水準）
・「大学院あり方検討委員会」を開催し、各大学院のあり方について、
社会のニーズや入学志願者数を考慮しつつ全学的見地から検討する。

（達成水準）
・理学研究科及び工学研究科において前期博士課程の入学定員を見直
す。

（達成水準）
・理学研究科及び工学研究科において、社会状況の変化に対応するた
め、H20年度に実施した前期博士課程の定員増と後期博士課程の定員減に
よる適正化について検証する。

【年度計画】
・理学研究科及び工学研究科においては、定員変更の届出を行う。

（達成水準）
・教育推進本部・研究推進本部・地域貢献推進本部および各本部会議等
において、関係職員の積極的な参画を図り各事業を推進する。

【年度計画】
・引き続き、教育推進本部・研究推進本部・地域貢献推進本部および各
本部会議等において、関係職員の積極的な参画を図り各事業を推進す
る。

（教育推進本部）
・教育推進本部会議等へ事務職員が積
極的に参画し、各事業を円滑に執行す
る。

（達成水準）
・地域貢献推進本部会議により、実施計画の立案、事業への参画、検証
等を行なう。
・本年度から新たに教員免許状更新講習を開催する
引き続き、近鉄文化サロン共催講座の講座提供を行なう。

166-
2 （工学部）

・社会状況の変化に対応するため、
H20年度に実施した前期博士課程の定
員増と後期博士課程の定員減による適
正化を図る。

（理学部）
・理学研究科の後期博士課程の定員の
充足率を上げる方策を検討する。

55 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・大学の特色を明確にする教育や研究
に対し、全学的な視点で戦略的・重点
的予算配分を行う。

・教員の教育研究活動を活発にするた
めのサバティカル制度や職員の能力開
発のための長期研修制度等の検討を進
める。

・各学部・研究科は非常勤講師及び特
任教員を活用する。

・職員については、大学運営（経営）
の専門職の育成・確保を図る。

・教員については任期制、特任教員や
博士研究員など多様な任用制度を検討
し、必要と認められるところから順次
導入する。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

169

【年度計画】
・法人職員研修制度を整備するとともに、引き続き大学職員を対象とし
た各種研修会やセミナーに職員を積極的に派遣する。

・任期制の導入及び特任教員の雇用等
多様な任用制度を構築・導入し、現在
運用に努めている。

168

・法人職員研修制度を整備する。
・大学職員を対象とした各種研修会や
セミナーに職員を積極的に派遣する。
・大学運営等に専門性の高い職員を一
般公募する。

（達成水準）
・各学部・研究科は非常勤講師及び特任教員の活用を図るとともに制度
の充実をすすめる。（達成水準は各学部・研究科の方針による）

【年度計画】
・引き続き、各学部・研究科は非常勤講師及び特任教員の活用を図る。

（達成水準）
同上

同左

170

（達成水準）
・教員のサバティカル制度及び職員の長期研修制度について、早期実施
を目指し、検討を進める。

【年度計画】
・引き続き、教員のサバティカル制度及び職員の長期研修制度につい
て、早期実施を目指し、検討を進める。

172

【年度計画】
なし【完了】

・教員の教育研究活動を活発にするた
めのサバティカル制度や職員の能力開
発のための長期研修制度等の検討を進
める。

171

同左

（達成水準）

56 



中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・施設の維持管理経費や光熱水費など
の運営経費を全学共通経費と位置づ
け、情報の集約による効率的な運用を
行う。

・学生へのサービス（学習支援、キャ
ンパスライフ支援など）、地域社会へ
のサービス（生涯学習機会の提供、情
報提供など）の強化を図るために、組
織、体制の検討を進め、教職員が一体
となってこれらの機能の強化に取り組
む体制の実現を図る。

・大学の教育・研究・地域貢献にかか
る業務及び事務の執行のあり方の調
査・分析を行い、いわゆる定型的な業
務のアウトソーシングも含めた柔軟な
業務執行体制の構築を検討する。

・各学部・研究科に配分する教育研究
経費については、各学部・研究科の自
主性自律性を尊重し研究科長の裁量に
よる重点的な予算配分や柔軟な予算執
行が行える仕組みを設ける。

・教育推進本部、研究推進本部は、全
学的状況を勘案しつつ、新たな機構の
設置や重点となる教育･研究分野に適
切に全学共通経費の配分を行う。

（達成水準）
・特色となる教育体制および外部資金による教育改善のための各事業に
配分する予算を確保し、適切に予算配分を行う。

【年度計画】
・引き続き、教育推進本部・研究推進本部は、重点となる教育・研究分
野に適切に全学共通経費を配分する。

174

【年度計画】
・施設の維持管理経費や光熱水費などの運営経費の効率的な運用を行う
こととともに、ガスについては契約方法の見直しにより、５％以上の経
費の削減を目指す。

・特色となる教育体制および外部資金
による教育改善などの事業について、
適切な予算措置を行う。

173

・部局に分散している維持管理経費等
の集約化を図るとともに、契約の一本
化、長期化等の手法によりエネルギー
使用量の縮減を図る。
・平成19年度に、学内における施設の
維持管理経費や光熱水費を一元管理
し、平成20年度には情報を集約し契約
等の見直しを行い、効率的な運用を実
施する。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

（達成水準）
・ガスの契約方法の見直しにより、5％以上の経費の削減を行う。

176

【年度計画】
・全学的な事務組織の見直しを受けて、教職員一体となった体制の検討
を行う。

同左

175

・学生を支援する教育推進本部、地域
社会へのサービスを担当する地域貢献
推進本部の設置
・業務改編による学生支援体制の見直
しと集約化によるワンストップサービ
スなどの機能強化

（達成水準）
・法人運営本部における業務のうち、学生サポートセンター関連の種々
の改編（大学運営本部における業務改編）と関連性を有する事項の検
討・整理を行う。（人事給与・福利厚生・財務会計・契約・施設管理・
安全管理・衛生管理等）
※なお、上記検討については学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ関連の検討と連携して進め
る。
・学生サポートセンター関連以外の業務改編・業務見直しの項目を法人
として確定（関係課長会等で確認）し、関係各課と検討・調整に着手す
る。

【年度計画】
・定型的な業務のアウトソーシングに取り組むなど、柔軟な業務執行体
制の構築を検討する。

（達成水準）
・学生サポートセンター（仮称）設置へ向け、スケジュールを策定する
とともに、業務内容を検討する。

・大学を取り巻く急激な社会情勢の変
化にも迅速かつ臨機応変な対応が可能
であり、将来的にも安定した柔軟で機
能的かつ効率的な組織体系を確立す
る。
・これらを着実に実現するために事務
の集約化・標準化・情報化の検討を進
める。
　集約化：機能的・効率的な業務運
営、責任体制の強化と明確化
　標準化：支援ｻｰﾋﾞｽの均質化・正確
化、安定的な業務スキルの継承
　情報化：効率的な業務を支えるIT化
・さらにより一層の業務の高度化・専
門化を図るために、定型的業務のｱｳﾄ
ｿｰｼﾝｸﾞ化や役割・必要性が変化あるい
は低下した業務の見直し・廃止を検討
する。（業務見直しについてはH23年
度中に一部実施を目指す）

177
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

180

・科学研究費補助金など国及び民間等
の公募型研究に関する情報の収集、学
内での共有化を図るとともに、より効
果的な申請を効率的に行いうる体制を
確保するため、事務体制の強化を行
い、申請件数を拡大することにより積
極的な研究資金の獲得を図る。

・知的財産の取扱いに関するポリシー
を明確にし、適切な管理、運用を図る
体制を整備する。

・大学における研究とその成果に関す
る産業界等のニーズに関する情報収集
や学内に対する周知、産学官連携推進
体制の強化、柔軟な組織の構築などに
より、外部資金、寄付金の積極的な獲
得を図る。

・学生納付金については、公立大学の
役割を踏まえ適正な金額の設定に努め
ることにより安定的な収入確保を図る
とともに、エクステンションプログラ
ムの提供などにより自己収入の増に努
める。

178

【年度計画】
・学生納付金について、公立大学の役割を踏まえ、引き続き適正な金額
の設定に努めるとともに、安定的な確保を図る。

・目標・成果：学生納付金の適正な金
額設定の検討及び自己収入の増加
・時期：学生納付金については平成２
１年度以降、自己収入については適時

（達成水準）
・科学研究費補助金、専任教員申請率60%をめざす。

【年度計画】
・科学研究費補助金の専任教員の申請率60％（平成20年度：56％）を目
標とし、より積極的な研究資金の獲得を図る。

・公募型研究に関する情報の収集と共
有化を図る。
・科学研究費補助金の専任教員申請率
向上を目指す。

179

（総務課）
・研究成果の情報発信等を積極的に行
う。
・産学官連携推進体制を強化する。
・外部資金、寄附金の積極的な獲得を
図る。

（達成水準）
同上

【年度計画】
・引き続き、大学の研究成果に対する産業界等のニーズに関する情報収
集とそれに基づく学外への情報発信および学内への周知を積極的に行
い、本学主催の産学連携セミナー等の開催回数８回を目標とする。

（達成水準）
・産業界のニーズについて情報収集する。
・研究成果を学外へ積極的に情報発信する。
・本学主催の産学連携セミナー等を8回を目標に開催する。

（達成水準）
・｢オープンラボ」開催　４回
・「大阪市立大学（OCU）ニューテクガイド2010」開催　１回
・「第４回　大阪市立大学産学連携セミナー」開催　１回
・「大阪府立大学・大阪市立大学　新技術説明会」開催　1回
・「インターキャンパス」（学内連携）開催　１回

【年度計画】
・引き続き、大学の研究成果に対する産業界等のニーズに関する情報収
集とそれに基づく学外への情報発信および学内への周知を積極的に行
い、本学主催の産学連携セミナー等の開催回数８回を目標とする。

181

【年度計画】
・利益相反マネジメントポリシーおよび規程等の制定・施行など、利益
相反マネジメントの体制整備を着実に進める。

（研究推進本部）
・本学主催の産学連携セミナーやイベ
ントを定期開催することにより、産業
界での認知を高めるとともに、産業界
からのニーズ収集と企業等との接点を
増やす。

同左

（達成水準）
・「産学官連携ポリシー」の制定
・「利益相反マネジメントポリシー」の制定
・「利益相反マネジメント委員会規程」（大学全体版）の制定
・「阿倍野地区利益相反マネジメント委員会設置要項」の制定
・「杉本地区利益相反マネジメント委員会設置要項」の制定
・自己申告書等の雛型作成等
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・管理会計の手法を基本として大学全
体及び予算管理単位ごとにコスト把握
を行い、予算配分に反映する。

・省エネルギー運動の推進により経費
の節減を図る。

・支出の抑制と効率的な運営を行うた
めに、経費区分に応じた目標を設定
し、計画的な経費の削減を図る。

・事務の集約化・標準化・情報化によ
り経費の節減を図る。

（達成水準）
同上

【年度計画】
・より一層のコスト分析を行い、経費の性質や、所属ごとの事業内容に
応じた予算編成方針を作成する。

183

【年度計画】
・引き続き、予算編成時において経費区分に応じ、計画的な経費の削減
を図る。

・目標・成果：詳細なコスト分析及び
メリハリのある予算配分を行う。

182

同左

（達成水準）
・法人運営本部における業務のうち、学生サポートセンター関連の種々
の改編（大学運営本部における業務改編）と関連性を有する事項の検
討・整理を行う。（人事給与・福利厚生・財務会計・契約・施設管理・
安全管理・衛生管理等）
※なお、上記検討については学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ関連の検討と連携して進め
る。
・学生サポートセンター関連以外の業務改編・業務見直しの項目を法人
として確定（関係課長会等で確認）し、関係各課と検討・調整に着手す
る。

※学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ関連は「項番－164」
※情報化（IT化）関連は「項番－44」

【年度計画】
・法人運営本部は、各課の業務分析を通じて、事務の集約化・標準化・
情報化による効率向上を推進する。

（達成水準）
同上

185

【年度計画】
・エネルギー使用量の１％以上の減を目標とし、ひき続き省エネルギー
運動を推進する。

・大学を取り巻く急激な社会情勢の変
化にも迅速かつ臨機応変な対応が可能
であり、将来的にも安定した柔軟で機
能的かつ効率的な組織体系を確立す
る。
・これらを着実に実現するために事務
の集約化・標準化・情報化の検討を進
める。
　集約化：機能的・効率的な業務運
営、責任体制の強化と明確化
　標準化：支援ｻｰﾋﾞｽの均質化・正確
化、安定的な業務スキルの継承
　情報化：効率的な業務を支えるIT化
・さらにより一層の業務の高度化・専
門化を図るために、定型的業務のｱｳﾄ
ｿｰｼﾝｸﾞ化や役割・必要性が変化あるい
は低下した業務の見直し・廃止を検討
する。（業務見直しについてはH23年
度中に一部実施を目指す）

※学生ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ関連は「項番－164」
※情報化（IT化）関連は「項番－44」

184

・省エネ法で「第一種指定工場」とし
て指定されており、エネルギー消費原
単位を毎年１％ずつ削減する。

（達成水準）
・エネルギー使用量の1％以上の削減をめざす。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・各部局の自己点検・評価を行うため
に各部局に評価委員会を置く。

・継続的な施設の点検と評価を行い、
全学的視点で効果的なスペース配分な
ど施設の有効活用を推進する。

・教育に関する実績評価制度を確立す
るとともに、教員の個人評価及び各部
局の自己点検・評価においては、教
育・研究及び社会貢献、大学の管理運
営について各部局の目標、計画や専門
分野の特性に応じ総合的かつ適切な評
価を行う。

・資産の運用、管理にかかる情報を集
約化する。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

187

【年度計画】
・施設の有効利用を行うための具体のスペースの活用方法等を策定す
る。

・平成19年度に、情報の集約化を行
い、平成20年度に資産の適切な運用、
管理を行うための各種資産台帳等の整
備を行う。
・以降、適切な運用、管理を実施して
いく。

186

・施設の点検と評価を行い、空きス
ペース等の有効活用を行う。

（達成水準）
・「大阪市立大学教員活動点検・評価実施要領」を取りまとめる
・教員活動点検・評価を試行する。

【年度計画】
・平成20年度に作成した「大阪市立大学教員活動点検・評価指針」に基
づき、その実施要領を取りまとめ、教員活動の点検・評価を試行する。

（達成水準）
・耐震診断調査結果や耐震・老朽化対策の進捗状況を踏まえ施設の点検
と評価を行い、施設の有効利用のための具体のスペースの活用方法等を
策定する。

189

【年度計画】
なし【完了】

・教育に関する実績評価制度を確立す
る。
・教員の個人評価及び各部局の自己点
検・評価においては、教育・研究及び
社会貢献、大学の管理運営について各
部局の目標、計画や専門分野の特性に
応じ総合的かつ適切な評価を行う仕組
みを期間内に整える。

188

同左

（達成水準）

190

・各部局の自己点検・評価をもとに全
学の自己評価・点検を行うために全学
評価委員会を置く。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

・平成18年度中に全学評価委員会を設
置する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・中期目標期間中に一度、認証評価機
関の評価を受ける。

・自己点検・評価報告書には中期目
標・中期計画に掲げる事項の達成度を
明示する。

・各部局及び全学評価委員会は、自己
評価・点検を行う際に学外者及び学生
の意見を聞く機会を設ける。

・全学評価委員会は各部局の自己点検
及び評価に基づき、全学での自己点
検・評価を行い報告書を作成する。

・全学評価委員会は評価の対象・レベ
ルに応じ各専門分野に適合した多元的
な評価項目を設定する。

191

【年度計画】
・教員活動の点検・評価の試行を踏まえて、教員個人評価の設定項目の
検証に着手する。

（達成水準）
・毎年度、各部局が行った年度計画に対する自己点検・評価を全学評価
委員会において点検・評価を行い、業務実績報告書に反映させる。

【年度計画】
・毎年度自己点検・評価を実施していく。

193

【年度計画】
・前年度法人評価委員会・認証評価の評価結果を踏まえて、自己点検・
評価を実施する。

・各部局は毎年度自己点検・評価を行
う。
・全学評価委員会は各部局が行った自
己点検・評価結果について点検・評価
を行い毎年報告書を作成する。

192

・各部局及び全学評価委員会は、自己
評価・点検を行うにあたり、法人評価
委員会や認証評価機関による評価結果
を踏まえる。
・各部局及び全学評価委員会は、自己
評価・点検の結果を広く学外に公表
し、学外者及び学生の意見を聞く機会
を設ける。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

（達成水準）
・平成20年度業務実績報告書に対する法人評価委員会の評価結果を踏ま
えて自己点検・評価を実施する。
・平成20年度に受審した大学評価・学位授与機構の評価結果を踏まえて
自己点検・評価を実施する。

195

【年度計画】
・業務実績報告書において、中期目標・中期計画に掲げる事項の達成度
を明示する。

同左

194

同左

（達成水準）
・業務実績報告書に中期目標・中期計画に掲げる事項の達成度を明示で
きるように様式を一部改める。

・全学評価委員会は、平成２３年度ま
でに、評価の対象を「教育・研究（学
界活動を含む）・地域貢献・国際交
流・経営努力」に区分し、評価のレベ
ルを「個人・研究科・全学」に区分の
うえ、それぞれの区分に係る評価につ
いて、各専門分野に適合した評価項目
を設定する。

（達成水準）
・教員活動の点検・評価の試行を実施する。
・試行の結果を踏まえて、教員個人評価の設定項目の検証に着手する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・法令の遵守等大学としてのコンプラ
イアンスの確立を図る。

・各部局及び全学評価委員会の自己点
検・評価結果は大学のホームページ等
で全文を公表する。

・評価結果に基づいた改善勧告や優先
的な資源配分などにより部局の改善活
動を全学的に奨励、支援する仕組みを
設け、大学の活動の改善及び向上を図
る。

・「大阪市立大学研究・教育倫理綱
領」（仮称）を策定する。

・教育・研究・社会貢献及び大学の管
理運営の遂行にあたっては、人権尊重
の視点に立った取組を全学的に一層推
進する。

（達成水準）
・業務実績報告書をホームページに公表する。

【年度計画】
・業務実績報告書をホームページに公表する。

197

【年度計画】
・教員活動の点検・評価の試行を踏まえてから教育研究の向上に資する
制度の検討に入る。

同左

196

・平成23年度中に、自己点検・評価結
果に基づいた改善勧告や優先的な資源
配分を行う仕組みを全学的に設け、部
局の改善活動を奨励・支援する。

（達成水準）
・人権問題委員会において、以下の取組を行なう。
　・人権問題講演会、人権交流会、人権フェスティバルを開催する。
　・人権啓発誌「人権　共に生きる」「人権問題の 前線｣を作成し、配
布する。

【年度計画】
・人権尊重の視点に立った取組を引き続き行い、充実を図る。

（達成水準）
・教員活動の点検・評価の試行を実施する。
・試行の結果を踏まえて、点検・評価結果を教育研究の向上に資する制
度の検討に入る。

199

【年度計画】
・内部監査を通じて、大学としてのコンプライアンスの確立を図る。

・人権問題委員会において、人権問題
に関する実態を把握して、その諸条件
の改善のための提案をしたり、人権問
題に関する講演会の開催などの啓発活
動、差別的な落書等の事象への対応な
どを行う。
具体的には、人権問題講演会、人権交
流会、人権フェスティバルの開催及び
啓発冊子の発行を行なう。198

・内部監査組織を設置する。
・経常的に事務監査を実施する。
・教職員のコンプライアンス意識向上
に努めるとともに、適正な事務処理に
よる健全な大学運営を徹底する。

（達成水準）
・社会情勢の変化や各省庁等の方針の変化に対応して現行規程の整備を
随時進める。（特に今年度は、大学として公共性、社会的信頼を維持・
向上の観点から、「利益相反マネジメントポリシー」及び「利益相反マ
ネジメント規程」を策定し円滑な推進を図る。）

【年度計画】
・「大阪市立大学倫理綱領」関係の規程を整備する。

（達成水準）
・定期監査を行うことにより、前例や慣例に基づく不適切な事務処理の
改善を指導徹底する。

・「大阪市立大学研究・教育倫理綱
領」（仮称）を策定する。
・社会情勢の変化等を勘案しながら、
下位規程や関係規程の整備を順次進め
ていく。

200
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・大学の諸活動の成果を評価指標とと
もに、分かりやすい資料にまとめて発
表する。

・教育・研究・社会貢献にかかる情報
のデータベース化を図るとともに、教
員の活動実績にかかるデータの収集、
蓄積、一元的管理を行う。

・新たな長期計画を策定しホームペー
ジ等で公表する。

・中期目標、中期計画、年度計画、財
務内容、運営状況等について公表す
る。

・個人情報取扱指針・ガイドラインを
制定し、個人情報を適切に取り扱う。

201

【年度計画】
・引き続き、個人情報取扱指針等の法人内への周知徹底を図り、個人情
報の適正な取扱いに努める。また、随時大阪市情報公開室と連携し、必
要な指導措置を講じる。

・個人情報取扱指針・ガイドラインを
制定するとともに法人内への周知徹底
を図る。
・随時大阪市情報公開室と連携し必要
な指導措置を講じ、個人情報の適正な
取扱いを推進する。

（達成水準）
同上

【年度計画】
・平成２１年度年度計画、平成２１年度業務実績報告書、財務諸表等を
公表する。
以降、年度ごとに順次公表していく。

（達成水準）
・大学ホームページへの掲載により個人情報取扱指針の周知を図る。
・大阪市情報公開室への個人情報取扱事務の届出等について各課に照会
するとともに、あわせて個人情報の適正な取扱いについて周知徹底を図
る。

203

【年度計画】
・業務実績報告書、財務の概要、事業報告書を作成し、ホームページで
引き続き公表する。

・平成１８年度中に中期目標、中期計
画をホームページ等を通じて公表す
る。
・各年度ごとに、年度計画、財務内
容、運営状況等をホームページ等を通
じて公表する。

202

同左

（達成水準）
・同上

【年度計画】
・「研究者一覧」と「研究者要覧」の一元化を図る。

（達成水準）
同上

205

【年度計画】
・将来にわたって本学の目指す方向性を示す「大阪市立大学憲章（仮
称）」の策定に向けた検討を行う。

・平成２３年度中に教育・研究・社会
貢献にかかる情報のデータベース化を
図る。
・平成２３年度中に教員の活動実績に
かかるデータを収集、蓄積し、一元的
管理を行う。

204

・平成２２年度中に「大阪市立大学第
３次基本計画」に代わる、次期中期目
標・中期計画の指針となる長期的な計
画を策定する。

（達成水準）
・「大阪市立大学憲章（仮称）」の記載項目について検討する。
・「大阪市立大学憲章（仮称）」の記載内容について検討する。
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・施設の機能性、安全性、信頼性を確
保するための整備計画を策定する。

・施設の点検・評価を実施し、スペー
スの再配分、活用にかかるルールを策
定する。

・全学的広報活動の強化拡充を図るた
め、広報業務の効率的・効果的な実施
体制の整備へ向けた検討を進める。

（達成水準）
・各部局の広報担当と全学広報担当が連携しながら効率的・効果的な広
報戦略を展開する。

【年度計画】
・随時点検・見直しを行いつつ、引き続き効率的・効果的な広報活動を
行う。

207-
1

【年度計画】
・新耐震基準（昭和56年建設）以前で未調査建物（第1・第2・第3学生
ホール、都市問題資料センター、4号館、生活科学部B棟・C棟、保健管理
センター）の耐震診断調査を行う。

・全学的な広報担当を設置するととも
に、各学部にも広報体制を整備して全
学的な広報体制を確立し、会議等を定
例的に開催するなど連携を図り、広報
活動を充実させる。

206

・適切な施設の維持・管理を実施する
ため整備計画を策定し、快適な教育・
研究環境を守る。

（達成水準）
・同上

【年度計画】
・理学部学舎及び理系実験棟の整備について、基本設計・実施設計を行
う。

（達成水準）
・同上

208

【年度計画】
なし

・老朽化著しく、狭隘で耐震上も問題
も抱える理学部学舎並びに理系実験棟
の整備を行い、快適な教育・研究環境
を構築する。

207-
2

・施設の点検と評価を行い、空きス
ペース等の有効活用を行う。

（達成水準）
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・省資源・省エネルギーシステムを導
入する。

・情報処理・ネットワークシステムを
見直し、相互協力で運用できる体制を
平成２０年度を目途に整備する。

・施設マネージメント・システムを構
築し、施設設備の適切な管理・運用を
行う。

・学術情報総合センターは教務事務シ
ステム等、大学が行う各種情報システ
ムの構築に参画し、助言、指導を行
う。

（達成水準）
・新教務事務システムの導入に向けて、更新案を作成し、予算要求を行
う。

【年度計画】
・学術情報総合センターは、引き続き大学が行う各種情報システムの構
築に参画し、助言、指導を行う。

209-
2

【年度計画】
・引き続き、全学認証システム等の基盤システムについて、職員課IT化
担当と協力してシステム開発に当たる。

・教務事務システムの更新に向けて、
次期システムの構築に参画し、システ
ム面について検討を行い、システムの
開発・稼働に取り組む。

209-
1

同左

（達成水準）
・具体的な運用案を作成し予算確保に努める。

【年度計画】
・平成20年度に報告した「OCUNETの運用管理体制(案)」について、実施
体制の確立に向け、各部署との調整など準備作業を行う。

（達成水準）
・全学認証システムについて調査・研究を行い、整備案を作成する。
・全学ポータルシステムについて調査・研究を行い、整備案を作成す
る。

211

【年度計画】
・設備機器について、更新の年次計画の具体策を構築すべく、引き続き
台帳整備を行う。

・平成20年度を目途に「OCUNETの運用
管理体制」を整備する。

210

・施設設備を適切に維持・管理し、快
適な教育・研究環境を守るため、設備
の機器台帳と更新の年次計画の策定を
完了し、施設設備の適切な管理・運用
を推進できるシステムを構築する。

（達成水準）
・省資源・省エネルギーについての具体的な対策を実施

【年度計画】
・引き続き、省資源・省エネルギーについての具体的な対策を実施す
る。

（達成水準）
・設備機器について、更新の年次計画の具体的策を構築するための台帳
整備を行う。

・省エネ法で「第一種指定工場」とし
て指定されており、エネルギー消費原
単位を毎年１％ずつ削減する。

212
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

・学生実験における取扱いにかかるマ
ニュアルを作成し指導を行う。

・海外研修等の届出や保険加入を平成
１８年度以降徹底させる。

・業務執行上の安全・衛生の確保を図
るとともに、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す
る。

213-
1

【年度計画】
・作業環境測定、防災訓練の充実を図る。また、全学防災管理体制の充
実を図る。

・防災訓練を実施する。
・作業環境測定を実施する。
・化学物質管理システムを導入する。
・消防計画を策定する。

（達成水準）
・防災訓練内容の検証を行い充実を図る。
・作業環境測定を拡充する。
・化学物質管理システムの平成22年度の導入に向けた検討を行う。
・災害対策関係規程、消防計画等の改正に向けた検討を行う。

213-
2

・安全な通学路の確保とともに、バリ
アフリー法に基づき、関係機関と連携
し杉本町駅の改善をＪＲと協議する。
・核燃料物質や化学物質などの危険物
について、関係学部で管理を徹底す
る。

（達成水準）
・同上

・医学部は、労働安全衛生法に依り、職場巡視の実施の徹底、第1種衛生
管理者等の育成、その他未実施項目に取り組む。

（達成水準）
・「JR杉本町駅東口設置推進の会」と連携・参画し、21年度末までに駅
の改善案の具体化を図る。

（達成水準）

【年度計画】
なし【完了】

同左

214

213-
3

（達成水準）
・「学生教育研究災害傷害保険」及び生協の類似保険の加入者数の増加
を図る。

【年度計画】
・「学生教育研究災害傷害保険」の加入者数の増加を図る。

同左

215

【年度計画】
・ＪＲ杉本町駅東口の設置の実現に努める。

・労働安全衛生法による各種安全衛生
の取り組みの円滑な推進
・化学物質管理のシステム導入
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中期計画の具体目標及び平成21年度計画の達成水準
（「平成21年度計画進捗状況調査」から抜粋）

別冊（資料１－６）

num 中期計画 中期計画の具体目標・成果 平成21年度　年度計画（達成水準）

216

【年度計画】
なし【完了】

同左・安全確保ガイドラインを平成１８年
度内に作成する。

（達成水準）
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