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公立大学法人大阪市立大学中期目標（平成24～29年度）骨子（案）

前文（基本的な考え方） 前文（基本的な考え方）

１　大阪市立大学の理念

２　大学経営の理念

Ⅰ　中期目標期間 Ⅰ　中期目標期間

次期中期計画骨子

　公立大学法人大阪市立大学は、次の理念に基
づき、大阪市立大学の設置及び管理を行う。 　大学教育は、ユニバーサル段階に達し、いわゆる全入時代、多様化が進行している。

　大学に期待されている中核的活動は教育研究活動であり、究極的には、教育研究活動の質と、そ
の改善への努力や成果が求められている。
　大学が社会から隔絶された特殊な組織であった時代もあるが、今は社会、経済情勢が変化し、大学
は特異な存在では許されない。時代とともに大学と社会はより近い関係にあり、そして大学組織も評価
される。大学の自主、自律性を尊重しつつ、時代の要請を意識し、大学人は行動しなければならな
い。
　こうした状況からすると、大学が実施しているすべての活動を社会に対して公開し、説明する責任が
ある。
　国、大阪市の財政状況の悪化により、大学へ投入される公金がより効率的、効果的に活かされ、ま
た社会に納得される必要がある。そのためには教育、研究活動の質保証に努めながら、評価の実質
化とともに、大学事業の可視化が必要である。
　世界における日本の相対的位置の低下が懸念されるなか、資源の乏しいこの国において、日本は
新しい価値の創造を行いながら、知的基盤社会のフロントランナーにならなければならない。高等教
育機関である大学がこの推進力を担うことは言うをまたず、数少ない公立総合大学である大阪市立大
学の果たすべき役割も大きい。グローバル化に対応できる、国際的により開かれた大学への進化が
必要である。

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

　前文の内容、取り扱い
については、設立団体で
ある大阪市が大阪市立
大学へ要請する事柄と
いう意味合いで整理す
る。

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

　大阪市立大学は、都市とともにある大学である。都市を学問創造の場として捉え、都市の諸課題に
取り組む都市型総合大学として、また、大阪の活性化になくてはならない存在として、市民が実感でき
る形で市政への貢献が求められる。
　130年余りの歴史を有する、公立の総合大学としての魅力は多様性にあり、この強みを最大限に発
揮する必要がある。具体的には、都市科学分野研究とシンクタンク機能、高度専門職をめざす社会人
の育成、国際力の強化とともに、大阪市経済成長戦略への貢献を通じた事業展開を行う。
　合わせて、広報力の強化、地域貢献などを通じて、大学の可視化を実践していく。
　こうした取り組みを通じて、「国立大学のコピーであってはならない」という建学の精神に改めて立ち
返り、偏差値だけでなく、積極的に入学したい大学として選ばれることを目指す。
　
　新しい中期目標期間における大学のプレゼンスのより一層の向上のため、教職員一人一人が責任
を負っている。こうした共通認識のもと、学長兼理事長のリーダーシップを発揮しながら、目標達成に
向け取り組む。

　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。

平成18年度から平成23年度までの６年間 平成24年度から平成29年度までの６年間

現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

資料１－１
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標 Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

１　教育に関する目標 １　教育に関する目標

（１）　教育の基本方針

（２）　教育の内容

①人材育成の目標

ア　学士課程

イ　大学院課程

（ア）　前期博士課程

（イ）　後期博士課程

人材育成方針及び学生受入方針

・ ・

（ウ）　専門職学位課程

・

・

②アドミッション・ポリシー ・

・

　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。

　基本方針については、
具体的記載内容とする
考え方から、次期中期
目標へは記載しない。

　優れた専門性、実践性及び国際性を有
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。

人材育成方針及び学
生受け入れ方針
教育内容へ

　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。

人材育成方針及び学
生受け入れ方針
教育内容へ

　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

人材育成方針及び学
生受け入れ方針
教育内容へ

各学部・研究科は、明確な人材育成方針
（ディプロマポリシー）と学生受入方針（アドミッ
ションポリシー）に基づき、広く国内外から学生
を受け入れ、優れた人材を育成する。

オープンキャンパスの充実など入試広報を強
化するとともに、志願者数の増に向けた取組

　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。

人材育成方針及び学
生受け入れ方針
教育内容へ

アドミッションポリシー、入学者追跡調査の分
析に基づいた多様な入試制度の実施

卒業留学生組織の設立とネットワーク化の推進

留学生確保の取り組みと支援の充実

　人間性豊かで、科学や都市の産業、文化、
生活及び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。

アドミッションポリシーに加え、カリキュラムポリ
シー、ディプロマポリシーを示し、学生受入れ
から学位授与までの一貫した教育の明確化と
わかりやすい情報発信

（具体的な成果を表す指標の検討）

志願者数

女性比率

オープンキャンパス参加者数

留学生数 等

次期中期目標骨子欄に記載されている

丸囲いの数字は、資料１－２「次期中期目

標・中期計画において検討を要する意

見・指摘事項」の対応状況において、対

応する各項目の番号をあらわしています。

８

９
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

③入学者選抜 教育内容 ・

・ ・

・

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

教育における国際化の推進

・ ・

⑧教育力の向上

教育の推進体制

・ ・

・

⑨教育の成果の検証

・ ・

・

・

・ ・

・

・

初年次から卒業時までを視野に入れた効果的
なカリキュラムの作成　学士課程では、幅広い教養を修得するととも

に、基本的な専門知識を学習できるカリキュラ
ムを編成する。

視野の広い高度専門職の育成、若手研究者
の養成やその支援体制など大学院教育のあり
方の検討と充実を図る。

大学院教育のあり方検討

ポスドク、ＯＤの育成と活用方法の検討

文学部における大阪観光ツアーコンダクター育成

キャリアデザインシステムの構築と全学利用

　各学部及び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。

初年次教育からキャリア支援まで一貫した教
育を推進し、専門性と総合性を備え、基礎的
な思考力と主体的な行動力を併せ持つ人材
を育成する。

インターンシップの実態把握とあり方の検討

初年次教育の検証を踏まえ、一貫した学士課
程教育の構築

　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。

社会人基礎力に加え、外国語でのコミュニ
ケーション能力、異文化理解・活用力をもつグ
ローバル人材を育成する。

初年次、２年次における英語での授業、英語
を使用した授業の拡充

　ファカルティ・ディベロップメント（教員の能力
や資質の開発）活動等により、教員の教育力
の向上を図る。

教育課程方針（カリキュラムポリシー）に基づい
たカリキュラム編成を行い、学生の学習成果を
厳格かつ適正に評価して、各学位の質保証を
図る。

学位の質保証

教育の評価

　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。

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

創造都市研究科における３セクター協働によ
る地域活性化人材の育成等

履修証明制度の実施

学習の動機づけやキャリア形成等への支援を
通じて、大学まで一貫した人材育成に取り組
むことで、大阪市の中等教育機関との連携を
強化する。

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

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

分野横断型履修や副専攻など、総合大学の
強みを活かした取組を充実する。

大学院における全学的共通教育や他研究科
との相互単位取得の検討

　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。

「大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言」に基づ
き、教員は常に自己研鑽に努め、教育能力の
向上をめざすとともに、教育の成果及び効果
の検証を行い改善を図る。

大学教育研究センター

教育改善・ＦＤ活動

特色のある教育への支援

社会から求められる優秀な人材を育成するた
めに柔軟な教育体制を構築するとともに、関
連部門の機能充実を図る。

戦略的な教育実践のための体制整備

都市健康スポーツ研究センター

図書館の充実

７

10

11

12

13

14

15

17
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

（３）　教育の実施体制

①教育組織の整備

②ITの活用

③教育施設及び設備の整備

（４）　学生への支援 学生への支援

①学生支援体制の整備 ・ ・

・

・

②学習の支援

・ ・

③学生生活の支援

④進路選択の支援

学生サポートセンターの機能検証と充実

　学生への支援を充実し、強化するための体
制を整備する。

新たな奨学金制度の実施

学生の留学支援

　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等の支援を行う。 学生が明確な目的を持って学習できるよう、ＩＣ

Ｔを活用した学習指導等の支援を行う。
教育に関する学生支援等

　人材育成の目標を達成するために教育組織
の整備及び充実を図る。

　法人の創生期に各種
体制整備を図った項目
は、次期中期目標では
項目を設けない。　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。

　学生の学習意欲と理解度の向上を図るため
にＩＴを活用する。

　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及び設備の整
備を図る。

学生サポートセンターを中心に、学習環境、
キャンパスライフ、地域貢献活動、就職活動な
ど、学生に対する各種支援を充実させる。

　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。

　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等の支援を行う。

教育内容へ

18

19

20
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

２　研究に関する目標 ２　研究に関する目標

（１）　研究の基本方針

①卓越した研究拠点の形成

②地域社会との連携

研究内容

・ ・

③産業の諸分野との連携

・

・

（２）　研究の実施体制 研究における国際化の推進

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 研究の推進体制

・ ・

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　社会貢献に関する目標

市立大学を特徴づける独創的な研究の推進
を図るとともに、大阪市のシンクタンク機能強
化の観点から、研究科の枠を超えた「都市科
学」研究等の充実を図る。

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

　新しい産業を生み出す芽となる研究を推進
し、大学を越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。

３－２　産学連携　へ

都市研究プラザのＧ－ＣＯＥ後の研究展開

複合先端研究機構における都市環境研究

　基本方針については、
具体的記載内容とする
考え方から、次期中期
目標へは記載しない。　新しい知の創造を目指し、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。

　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等と
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。

３－１　地域貢献　へ

国際協力による先端研究を推進し、卒業留学
生や研究者交流のネットワーク拠点の構築な
ど、国際交流の活性化を推進する。

　研究の基本方針を実現するため、独創性に
富んだ基礎研究及び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。

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

国際学術交流拠点「国際交流プラザ」の設置 

　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。

　中期計画（研究科長
の裁量権）は継続した
取組であるため、次期
中期目標へは記載しな
い。

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

特別研究経費（重点研究、都市問題研究、新
産業創生研究、特定研究奨励費）の制度見直
し

若手研究者・女性研究者支援

　都市・大阪の未来を拓く学際的かつ総合的
な都市研究を推進するため、学内及び学外の
多くの研究者が集まる柔軟な研究体制の整備
及び充実を図る。

研究活動の公表促進を図り、第三者評価を受
け、研究の推進に資する外部資金獲得を推進
する。

研究評価制度の構築

研究成果の公開

研究情報ソースの集約化、学内データベース
の充実等とともに外国語による情報発信の充
実。

　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。

３－１　地域貢献　へ

学際的な研究を効果的に推進する体制を構
築する。 研究拠点の活性化

（具体的な成果を表す指標の検討）

研究費

受託研究

等

21

23

24

25

26

27

28
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

３－１地域貢献 ３－１　地域貢献に関する目標

（１）　地域貢献の推進体制 地域貢献

・ ・

・

（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

　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
的かつ組織的に遂行しうる体制を整備する。

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

大阪市のニーズと教員の研究テーマをマッチ
ングさせる窓口の設置

工学研究科による大阪市職員の技術研修と
人材交流

　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。

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

博物館協会との連携協定締結と連携促進

大阪市立の研究機関との連携促進　

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

地域連携センターにおける公開講座等の一
元化による（仮称）「市民大学」構想の具体化　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

市民広報推進する「市民交流プラザ」の設置

理学部附属植物園における地域貢献

　高度な専門的知識やアイデアを市民や社会
に提供する。

地域における人材育成の一環として、初等・中
等教育機関が、広く大学の知に触れる機会を
充実させる。

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

　ＩＴの活用により、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。

高校との連携

地域貢献推進体制の強化（地域連携センター
設置）と広報との連携　地域経済に貢献するために、関西を中心と

した企業、特に中小企業と連携し、新たな事
業創生に向けて大学の知的資源を提供する。

　都市の課題に関する研究等を通じて、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。

大学の運営方針や広報戦略と一体となって、
的確に情報発信できる体制を整備する。

16

33

34
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

３－２　産学連携に関する目標

産学連携

・ ・

・

・ ・

３－２　国際貢献 ４　国際化の推進に関する目標

（１）　国際貢献の基本方針 教育における国際化の推進（再掲）

・

研究における国際化の推進（再掲）

・

（２）　国際貢献の実施体制 国際化の推進体制

・ ・

　取組強化の観点か
ら、独立した項目とす
る。 都市研究など大学の先端的研究と関連産業と

の共同研究等を促進し最先端産業の発展を
推進する。

産学連携拠点「産学交流プラザ」の設置

複合先端研究機構のグリーンエネルギーの実
用化等の先進的な産官学連携の推進

金融機関の協力を得て、地域の中小企業と研
究開発、人材育成などの連携を強化すること
で、地域産業の活性化を促進する。

小規模第三次産業（飲食、小売、介護等）との
連携と支援の強化

　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。

　国際貢献に関する目
標のうち教育・研究に関
するものは、それぞれ教
育・研究の項目をメイン
の取組として記載し、こ
の項目は「再掲」とする。
　基本方針については、
具体的記載内容とする
考え方から、次期中期
目標へは記載しない。

社会人基礎力に加え、外国語でのコミュニ
ケーション能力、異文化理解・活用力をもつグ
ローバル人材を育成する。

　市民生活と結び付いた学術及び文化の国際
的な交流拠点となる。 国際協力による先端研究を推進し、卒業留学

生や研究者交流のネットワーク拠点の構築な
ど、国際交流の活性化を推進する。

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

　国外の大学との学術交流及び研究者や学
生の交流関係の業務を総合的かつ組織的に
遂行しうる体制を整備する。

市立大学における国際交流拠点を整備し、教
育・研究の国際化を推進する。

国際センターを中心とした国際化の推進

30
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

４　附属病院に関する目標 ５　附属病院に関する目標

（１）　附属病院の基本方針

附属病院の運営

・ ・ 医療機能の充実

・ 専門医療

・ 患者サービスの向上

・ ・ 医療連携

・

・ ・

（２）　附属病院の運営体制

・ ・

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

　附属病院の機能を充実し、強化するため、
機動的な運営が可能となる組織編成を行う。

　組織編成に関しては、
法人創生期の目標であ
り、次期中期目標に記
載しない。

　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。

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

具体的数値目標を設定した経営改善

　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、医院、診療
所等）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。

　基本方針については、
具体的記載内容とする
考え方から、次期中期
目標へは記載しない。

　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、科学的思考及び倫理観
を備えた、人間味の豊かな医療人を育成す
る

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

　質の高い臨床研究及び高度先進医療を推
進し、世界に発信できる新しい診断法、治療
法及び予防医学の開発を行い、医療の水準
の向上に寄与する。 大学病院の人的・技術的資源を活かし、市民

の健康づくりに積極的に寄与する。　医療及び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を図りつ
つ、柔軟な体制により推進する。

市民の健康支援

（具体的な成果を表す指標の検討）

経常収支の健全化維持

病床利用率の向上

等

35

36
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

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

１　教育研究体制等の改善 大学組織の活性化及び効率化

（１）　柔軟な組織編成 ・ ・

（２）　教育研究等の支援体制の充実 ・

・

・

２　人事制度の改善 人材育成

・ ・

・

３　予算制度の改善

自律運営の改善

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 ・ ・

・

学部・研究科と大学全体の一体的な運営を進
めるため、また複合的な教育・研究を効果的
に推進するため、柔軟な組織運営を行う。

　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。

教職員が共に経営参画する意識を醸成すると
ともに、従来の教員と職員の役割分担にとらわ
れず、職員の職能開発を進め、大学の様々な
分野において専門性を備えた職員を育成す
る。

法人固有の人事・給与制度の構築

人材育成システム

　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。

２　研究の推進体制
へ

学長のリーダーシップを発揮し、組織ガバナン
ス向上のための経営組織を構築する。

学長裁量経費、執行権限の充実　

　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。

学部・研究科の自主性を尊重しつつも、大学
運営を一体的に進める観点から学部・研究科
を運営するとともに、複合的な教育・研究を効
果的に推進するための柔軟な組織運営を行
う。

　教育研究及び社会貢献に係る支援体制の
充実を図る。

部局横断的な教育研究体制の整備

より自律した運営が可能となるよう、公立大学
法人としての様々な制約の撤廃等へ向け、関
係機関とも連携して取り組む。

公立大学法人の制約撤廃

　学内及び学外に対するさまざまなサービスの
改善を図るための実施体制を整備する。

大学が所管する施設等について、運営の効率
化を推進するとともに、その活用について検討
を行う。

図書館業務の見直し

　定型的な事務等の効率化を推進する。 植物園のあり方、活用等の検討

市 案

法人案

40

41

44

45

47
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次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標 Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

１　自己収入の改善

２　経費の抑制 財務基盤の強化

・

・ ・

３　資産の活用 ・

・ ・ 理系学舎整備と効果的活用

・ 経費節減計画

・

１　評価制度の確立 点検と評価

・ ・

・

２　改善の実施

情報公開と広報

・ ・

・

・

情報管理

・ ・

　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。

　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。

運営費交付金の数値目標の検討

寄付金、産学連携活動の充実により外部資金
確保の数値目標の検討

研究系外部資金の獲得

寄附金の獲得

　自己点検及び評価の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。 大学の各種情報の一元管理と共有化を図り、

大学のステータスを高めるために機に応じた
効果的な戦略的広報を展開し、大学の可視化
を進める。

大学情報の一元管理と公開による大学の「見
える化」

機に応じた戦略的広報

ホームページの充実

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

学内統合管理システムの構築による利便性充
実とセキュリティ強化

　知的資産はもとより、施設、設備等について
も情報を集約し活用を図る。

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

エコキャンパスの推進

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

　教育研究及び社会貢献並びに大学の管理
運営に係る自己点検及び評価を行う体制を確
立する。

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

教員活動点検評価の活用

部局評価の実施

（具体的な成果を表す指標の検討）

運営費交付金

外部資金

等

２

37

38

42

43

10



次期中期計画骨子現中期目標骨子 変更理由 次期中期目標骨子

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標 Ⅵ　その他業務運営に関する目標

１　人権の尊重及び法令の遵守等 法令遵守等

・ ・

・

２　情報公開等の推進

安全・環境管理

・ ・

３　施設及び設備の管理、整備及び活用 ・

・

・

４　安全の確保等 大学連携の強化

・ ・

・

支援組織の構築

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

（仮称）市大サポーター制度

防災対策、危機管理体制の充実

　教育研究及び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。

５　附属病院　へ 指定都市が設置する大学を始めとする、国内
外の諸大学との連携を強化し、人的交流の促
進や連携事業の充実により共通課題の解決
や相互発展を図る。

海外の提携諸大学との人的交流促進

国内提携大学との提携事業の実施等

　大学活動全般の遂行に当たっては、人権の
尊重及び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。

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

コンプライアンスの徹底
（公益通報、国際安全保障）

人権尊重、人権問題研究センター

　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

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

耐震化の計画的実施など標準装備の確保

海外渡航の危機管理のマニュアル化など危機
管理対応の充実　施設及び設備を有効に活用しつつ、教育研

究に係る目標及び計画を達成するためのキャ
ンパス整備を図る。

施設の管理と計画的整備

46

48

49

50
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『次期中期目標・中期計画において検討を要する意見・指摘事項』の対応状況
№ これまでの意見・指摘事項等 中期目標骨子（案）への反映状況 中期計画骨子（案）への反映状況 法人からの見解 評価委員会における意見

1

前文を箇条書きにするのであれば、そ
れぞれの「視点」にこだわって書くべき。
文章にするのであれば、メリハリ、相互
連関の明らかな、優先順位の付いた
文章にすべき。

箇条書きを検討しているわけではない
が、文章の相互関連やメリハリのある
前文とする。

2

広報活動については、教職員一人ひ
とりの広報マインドの涵養を図るととも
に、多様なメディアを活用した情報発
信に取り組み、大学の活動を広くア
ピールされたい。

[前文]
『広報力の強化、地域貢献などを通じ
て、大学の可視化』
[情報公開と広報]
『大学の各種情報の一元管理と共有化
を図り、大学のステータスを高めるために
機に応じた効果的な戦略的広報を展開
し、大学の可視化を進める。』

・広報部門の機能強化を図り、全学
的な広報活動の企画立案・具体化
を図るとともに、部局主体の広報の支
援と情報集約を行うなど、大学のブラ
ンド力を向上させる広報活動の推
進。

２３年度において、体制構築として、
学長（理事長）直轄の広報戦略会
議と全学的活動を担う「（仮称）大学
広報室」を設置する予定。（年度計
画に反映）

3

今一度、建学の精神に改めて立ち返
り、偏差値だけで選ばれるのではな
く、積極的に入学したい大学となるべ
き。

[前文]
『「国立大学のコピーであってはならな
い」という建学の精神に改めて立ち返
り、偏差値だけで選ばれるのではな
く、積極的に入学したい大学』

・社会が求める人材育成を図るため
に、「英語教育の充実」、「教育とキャ
リア支援の連結」、「高度専門社会
人の育成」を行うなど本学の高等教
育の特徴を積極的にアピール。

4

都市型総合大学として蓄積してきた
市大の伝統・財産を活用し、総合大
学の強みを一層活かせるような、施
策を展開されたい。

[前文]
『都市を学問創造の場として捉え、都
市の諸課題に取り組む都市型総合
大学』

・研究科の枠を超えた複合的な都市
科学研究の推進
・大阪市のシンクタンク窓口を設置し
て、市政課題への取り組みを集約
し、対応強化と内容の「見える化」を
推進

5

市経済成長戦略等への提案・貢献
や、市の政策ビジョンのキーワードであ
る「地域力の復興」「地域経済の活
性」に貢献すべき。

前文のほか、研究・地域貢献・産学
連携に関する目標において反映す
る。

・「創造都市研究科の都市活性化を
担う専門人材育成」「観光ツアーコン
ダクターの育成」「ＱＯＬプロモーター理
念の地域人材育成への活用」等で、
具体的内容で大阪市経済成長戦
略へ貢献

資料１－２

12
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6

市が設置する大学であるが、市内だ
けでなく地域・関西圏への貢献につい
ても取り組むべき。

地域貢献・産学連携に関する目標
において反映する。

・（仮称）地域連携センターにおいて、
大阪市だけでなく近隣自治体等のシ
ンクタンク窓口の役割を果たす。
・科学技術の進展に寄与する最先
端分野の産学連携

7

大阪市民に支えられている市立の大
学として、市民入学者比率の減少に
ついて対策を立てるべき。

[教育内容]
『学習の動機づけやキャリア形成等へ
の支援を通じて、大学まで一貫した
人材育成に取り組むことで、大阪市
の中等教育機関との連携を強化す
る。』

・咲くやこの花中学校・高校等、大阪
市内の高校との連携強化による市民
志願者増を推進

市内高校からの入学率はやや減少し
ているが、市民入学率は減少してい
ない。

8

優秀な学生を確保するためにも、入
試科目に数学を取り入れるなど入試
方法の改善を行って教育の質を向上
されたい。

[人材育成方針及び学生受入方針]
『各学部・研究科は、明確な人材育
成方針（ディプロマポリシー）と学生受
入方針（アドミッションポリシー）に基づ
き、広く国内外から学生を受け入れ、
優れた人材を育成する。』

・アドミッションポリシー、入学者追跡
調査の分析に基づいた多様な入試
制度の実施

9

アドミッションポリシーについて、「分析」
では各学部でつくられたものが高校側
に認知されておらず、伝わっていない。
欲しい学生のイメージを具体的に主
張すべき。

[人材育成方針及び学生受入方針]
『各学部・研究科は、明確な人材育
成方針（ディプロマポリシー）と学生受
入方針（アドミッションポリシー）に基づ
き、広く国内外から学生を受け入れ、
優れた人材を育成する。』

・アドミッションポリシーに加え、カリキュ
ラムポリシー、ディプロマポリシーを示
し、学生受入れから学位授与までの
一貫した教育の明確化とわかりやす
い情報発信

10

「咲くやこの花中学校・高校」等、市
立中学・高校との一貫した教育の実
施など中高大連携を一層進め、大
学と市が協力し合う人材育成システ
ムを構築すべき。

[教育内容]
『学習の動機づけやキャリア形成等へ
の支援を通じて、大学まで一貫した
人材育成に取り組むことで、大阪市
の中等教育機関との連携を強化す
る。』

・「咲くやこの花中学校・高校」等への
学習の動機付けやキャリア教育、カリ
キュラム作成支援など、接続の取り
組みの実施
・ＱＯＬプロモーター育成理念を活用
した、市内小中学校の地域力活性
化リーダー育成への参画

13
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11

高大連携について、入試戦略のみな
らず、高校教育と大学教育とのスムー
ズな接続、キャリア支援という観点か
らの検討を実施されたい。

[教育内容]
『学習の動機づけやキャリア形成等へ
の支援を通じて、大学まで一貫した
人材育成に取り組むことで、大阪市
の中等教育機関との連携を強化す
る。』

・「咲くやこの花中学校・高校」等への
学習の動機付けやキャリア教育、カリ
キュラム作成支援など、接続の取り
組みの実施

12

インターンシップの推進等、教育的視
点からの学生へのキャリア教育推進

[教育内容]
『初年次教育からキャリア支援まで一
貫した教育を推進し、専門性と総合
性を備え、基礎的な思考力と主体
的な行動力を併せ持つ人材を育成
する。』

・キャリアデザインシステムの構築と全
学利用（教育とキャリア支援の接続）
・インターンシップの実態把握とあり方
の検討

13

初年次セミナーの効果検証、当初目
標であった高校教育との連携の考え
方を整理したうえで、大阪市立大学
にふさわしい、より発展的な初年次教
育のあり方を検討されたい。

[教育内容]
『初年次教育からキャリア支援まで一
貫した教育を推進し、専門性と総合
性を備え、基礎的な思考力と主体
的な行動力を併せ持つ人材を育成
する。』

・初年次教育の検証を踏まえ、一貫
した学士課程教育の構築
・初年次から卒業時までを視野に入
れた効果的なカリキュラムの作成

14

公開講座等の再編も考慮に入れた
履修証明制度の実施体制を検討さ
れたい。

[教育内容]
『社会人教育の強化を図り、社会の
各分野で指導的役割を果たす高度
専門的な社会人を育成する』

・大阪観光ツアーコンダクターの育成と
履修証明制度の実施

15

学際化の進展を踏まえ、分野横断
型履修、副専攻など、総合大学の
強みを活かした、カリキュラム、履修の
促進、活性化を検討されたい。

[教育内容]
『分野横断型履修や副専攻など、総
合大学の強みを活かした取組を充実
する。』

・大学院における全学的共通教育や
他研究科との相互単位取得の検討

14
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16

新たな社会人教育の展開を踏まえた公
開講座の再構築に加え、地域貢献推進
本部のマネジメントを強化し、各部局で
実施している事業を広報戦略に沿って一
体となって遂行できるよう、そのあり方につ
いて抜本的な見直しを行い、プログラムを
検討されたい。

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

・（仮称）地域連携センターを設置
し、公開講座等の一元管理による
「（仮称）市民大学」構想の具体化と
戦略的広報

17

大学教育センターにおけるＦＤ活動を
始めとする各種調査、研究の成果
を、全学的な方針へ繋げ、各学部、
研究科の具体的な取り組みへ具現
化するよう取り組まれたい。

[教育の推進体制]
『「大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣
言」に基づき、教員は常に自己研鑽
に努め、教育能力の向上をめざすとと
もに、教育の成果及び効果の検証を
行い改善を図る。』

・大学教育研究センターにおける各
種調査・分析と、各学部研究科の教
育向上への取り組みへの接続

18

大学と学生の双方向コミュニケーショ
ンが図れる「学生サポートセンター」と
すべき。

[学生への支援]
『学生サポートセンターを中心に、学
習環境、キャンパスライフ、地域貢献
活動、就職活動など、学生に対する
各種支援を充実させる。』

・学生サポートセンターの機能検証と
取り組みの充実

19

学生サポートセンターの機能につい
て、学生のキャリア支援、学生のボラ
ンティア活動支援など、真に学生サー
ビスの向上に資する組織になるよう構
築されたい。

[学生への支援]
『学生サポートセンターを中心に、学
習環境、キャンパスライフ、地域貢献
活動、就職活動など、学生に対する
各種支援を充実させる。』

・学生サポートセンターの機能検証と
取り組みの充実

20

経済情勢の悪化を踏まえ、奨学金
等を充実させるべき。

[学生への支援]
『学生サポートセンターを中心に、学
習環境、キャンパスライフ、地域貢献
活動、就職活動など、学生に対する
各種支援を充実させる。』

・市立大学の特色を活かした奨学金
制度の充実

15
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21

最先端科学技術の研究施設を充実
させるなど、研究環境の差に起因す
るような人材流出を防止すべき。

[研究内容]
『市立大学を特徴づける独創的な研
究の推進を図るとともに、大阪市のシ
ンクタンク機能強化の観点から、研究
科の枠を超えた「都市科学」研究等
の充実を図る。』

・複合先端研究機構による光合成
研究の世界拠点化と実用研究など
取組の充実
・理系学舎整備後の、理系横断的
な施設設備の活用

・教育研究環境の整備経費について
は設立団体として支援いただきたい。

22

総合大学であり続けるとしても、今あ
る全てを維持し続けるのではなく「選
択と集中」をおこなうべき。

[前文]
『130年余りの歴史を有する、公立の
総合大学としての魅力、強みを最大
限に発揮するための事業展開』

・中期計画の構成において、重点的
に取り組む事項はより具体的な内容
を記載、重点化以外の項目は汎用
性のある表現にとどめ関連事項が生
じた場合は年度計画で反映させた
い。

23

抗疲労研究などの「市大ならでは」の
研究分野について、選択と集中を図
るべき。

[研究内容]
『市立大学を特徴づける独創的な研
究の推進を図るとともに、大阪市のシ
ンクタンク機能強化の観点から、研究
科の枠を超えた「都市科学」研究等
の充実を図る。』

・シンクタンク機能強化の観点から、
大学を特徴づける都市防災研究、
生活保護研究、予防医療抗疲労研
究、クリエイティブデザインなどの研究
の重点化
・都市研究プラザにおける都市問題
研究
・複合先端研究機構における都市
環境研究

24

研究経費投入にかかる大阪市や地
域社会への効果検証の仕組みにつ
いても検討されたい。

[研究の推進体制]
『大阪市の都市問題に関する研究
等の重点的な研究や若手研究者へ
の支援の充実など戦略的研究経費
の改編と研究評価制度を構築する』

・特別研究の制度見直しと評価制度
の確立
・シンクタンク窓口の設置による、大
阪市の市政課題への効果的な対応

25

特別研究経費の財源について、外部
資金確保が困難な基礎研究分野や
学際的分野などへの対応、寄附金と
の連携を求めることなど、内部資金の
あり方を検討されたい。

[研究の推進体制]
『大阪市の都市問題に関する研究
等の重点的な研究や若手研究者へ
の支援の充実など戦略的研究経費
の改編と研究評価制度を構築する』

・特別研究の制度見直しと評価制度
の確立

16
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26

研究成果を広く市民に還元する観点
から、市民を対象とした全研究者の
研究成果発表の場を設定するなど、
教育研究成果の効果的な発信に努
めるべき。

[研究の推進体制]
『研究活動の公表促進を図り、第三
者評価を受け、研究の推進に資する
外部資金獲得を推進する』

・研究情報ソースの集約化、学内
データベースの充実等とともに外国語
による情報発信の充実。

27

都市研究プラザについて、グローバル
ＣＯＥ事業終了後もこれまでの研究
成果を活かし、さらに発展させるよう、
大学として今後の継続的な対応を検
討されたい。

[研究内容]
『市立大学を特徴づける独創的な研
究の推進を図るとともに、大阪市のシ
ンクタンク機能強化の観点から、研究
科の枠を超えた「都市科学」研究等
の充実を図る。』

・G-COE後も、科研費などの外部資
金を積極的に獲得し、海外８サブセ
ンター、国内７現場プラザを中心に都
市問題研究を推進
・大阪市の福祉問題、文化都市の
再生、クリエィティブなど具体的取り組
みにより成長戦略関連へ関与

28

特に若手研究者への支援について、
大学としての対応を検討されたい。

[研究の推進体制]
『大阪市の都市問題に関する研究
等の重点的な研究や若手研究者へ
の支援の充実など戦略的研究経費
の改編と研究評価制度を構築する』

・特別研究の見直しの中で、若手研
究者を対象とした特定研究奨励費も
見直し
・若手研究者の海外派遣の制度的
支援や危機管理の充実

29

外部資金獲得の観点から、産学官
連携を一層推進させるべき。

産学連携に関する取組の項目を新
設し、そこに反映する。

・研究系外部資金の獲得目標を設
定

30

産学官連携については、研究シーズ
の情報集約化、コーディネーター機能
の質的量的強化、意識改革など学
内体制の強化を進め、受託研究、
共同研究の増を目指されたい。

[産学連携]
『都市研究など大学の先端的研究と
関連産業との共同研究等を促進し
最先端産業の発展を推進する。』

・研究系外部資金の獲得目標を設
定
・（仮称）地域連携センターの機能と
して、産学連携活動を位置づけ研究
内容と関連産業とのマッチングを促進

具体的な成果を表す指標の検討

具体的な成果を表す指標の検討

17
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31

産学連携を強調する趣旨は理解で
きるが、地域貢献との兼ね合いから
も、項目の立て方についてもう少し検
討されたい。

（案）
社会貢献の項目を復活し、その下に
①地域貢献、②産学連携の枝項目
を設定する。
教育、研究の各項目で「国際化」等
の中項目を設け、国際化の項目を
（再掲）で新設する。

―

大項目を「社会貢献」とし、その中に
「地域貢献」と「産学連携」を中項目
として設定していただきたい。

32

学長が重点としている国際貢献・国
際化の取り扱いについて、重複などを
理由に項目を消してしまってよいか。

（案）
社会貢献の項目を復活し、その下に
①地域貢献、②産学連携の枝項目
を設定する。
教育、研究の各項目で「国際化」等
の中項目を設け、国際化の項目を
（再掲）で新設する。

―

国際化は戦略本部を設けて重点的
に推進していく事項であり、目標の
「教育」「研究」の大項目の下に「国
際化」の中項目を設けるとともに、「国
際化」の大項目を新設し国際化に関
する項目を再掲でまとめて記載してい
ただきたい。

33

市大は文系、理系と医学系を擁する
総合大学であり、その研究機能を
様々な政策立案を支えるシンクタンク
機能として活用すべき。

[地域貢献]
『大阪市のシンクタンクとして、経済成
長戦略に積極的に関与し、市の政
策課題に取り組み、政策提言を行
う』

・シンクタンク窓口の設置による、大
阪市の市政課題への効果的な対応

34

「市のシンクタンク機能を発揮する」と
いう目標に対して、現時点での中期
計画骨子（案）のインパクトが薄い。

[地域貢献]
『大阪市のシンクタンクとして、経済成
長戦略に積極的に関与し、市の政
策課題に取り組み、政策提言を行
う』

・シンクタンク窓口の設置による、大
阪市の市政課題への効果的な対応

35

医学部附属病院は市大の経営に
とって大きなウェイトを占めるため、安
定的な病院運営に努められたい。

[附属病院の運営]
『経営の効率化をさらに進めるとともに
経営基盤を強化し、安定的な病院
運営を図る』

・安定的な病院経営を行っていくた
め、経営状況の分析と病床利用率
○％以上の維持
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36

経営安定化、及び医療サービスの効
率的観点から、病床利用率のさらな
る向上に努められたい。

・安定的かつ効率的な病院経営を行っ
ていくために、病床利用率○%以上をめ
ざす。

目標として記載するのであれば大きな
指標を基本とすべきで、そのための具
体的計画として病床利用率等を計
画に記載すべき。数ある指標のうちの
一つのみを目標でとりあげるべきでは
ない。

37

各種積立金について管理及び活用
方針を明確にし、計画的な執行に努
められたい。

[財務基盤の強化]
『大学経営全般を点検し経費の節
減を図るとともに、資産の有効活用
等により効率的な運営に努める。』

・耐震化の計画的実施など標準的
な施設設備の整備

・これまでの運営費交付金の剰余金
（いわゆる執行留保金）の活用使途
については、２２年度中に整理し２３
年度予算、年度計画に反映させる。
（耐震化などの施設設備整備、ＩＴ化
の充実等）。
・その他、運用益の使途があらかじめ
決められている基金以外は積立金は
ない。

38

「はばたけ夢基金」の使途、活用方
針の明確化とともに、寄付者の意向
を反映できる双方向のコミュニケーショ
ンが図れる仕組みの検討をされたい。

[財務基盤の強化]
『寄付金、産学連携活動の充実によ
り外部資金確保』

・寄附金を活用した、Ｐ３（産学交
流・国際交流・市民交流プラザ）の整
備
・同窓会、保護者との連携強化によ
る「（仮称）市大サポーター制度」戦
略

39

国立大学が政策的予算を交付金と
は別枠で確保しているように、市大も
大阪市に対して政策提案とセットで
財源要望する仕組みが必要ではない
か。

― ―

・既存の運営費交付金とは別に、大
阪市の経済成長戦略に関連する教
育研究費、大阪市のシンクタンクとし
ての役割を担う業務等については別
途予算確保する仕組みを設けられた
い。

40

大学の強みを活かし、学長のガバナン
スを発揮するため、教員の人事面を
マネジメントするための組織など意思
決定の仕組みについて検討された
い。

[大学組織の効率化及び活性化]
『学長のリーダーシップを発揮し、組織
ガバナンス向上のための経営組織を
構築する。』

・全学的に一体となって取り組む必要
がある事象については、現在の運営
体制を効果的に活用し学長のリー
ダーシップを発揮。

具体的な成果を表す指標の検討
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41

大学全体としては学長・副学長を中
心に運営していくものであるが、その本
部の動きが困難な原因として、学部・
研究科の個々の意見があり、全学と
しての意見が伝わらない所にあるので
はないか。そういう点で、学長のリー
ダーシップの発揮をするために、目標
の設定が必要。

[大学組織の効率化及び活性化]
『学部・研究科の自主性を尊重しつ
つも、大学運営を一体的進める観点
から学部・研究科を運営するととも
に、複合的な教育・研究を効果的に
推進するための柔軟な組織運営を行
う。』

・全学的に一体となって取り組む必要
がある事象については、現在の運営
体制を効果的に活用し学長のリー
ダーシップを発揮。

・目標を『学部・研究科と大学全体
の一体的な運営を進めるため、また
複合的な教育・研究を効果的に推
進するため、柔軟な組織運営を行
う。』とされたい。研究テーマに応じた
複合的研究組織の構築など、今後
柔軟で効果的な組織編成が必要と
なってくるため。

42

大学経営、法人運営を戦略的に計
画実施するため、その基礎となる学
内の各種情報を一元的に収集蓄積
し、かつ、学内で共有できる体制整
備に取り組まれたい。

[情報公開と広報]
『大学の各種情報の一元管理と共
有化を図り、大学のステータスを高め
るために機に応じた効果的な戦略的
広報を展開し、大学の可視化を進め
る。』

・広報部門の機能強化を図り、（仮
称）地域連携センターや各部局と連
携して情報集約を行い、大学活動の
「見える化」を強化と経営部門と情報
の共有化。

43

オープンキャンパスや出前講座等、こ
れまで取り組んできた施策の効果検
証を実施されたい。

[点検と評価]
『教員の教育研究活動や大学の業
務運営全般について、自己点検・評
価活動を継続して実施し、活動の改
善・改革へのインセンティブになるよう
活用する。』

・新入生アンケート、オープンキャンパ
スアンケート等の分析による入試広報
の強化
・法人評価委員会をはじめとする外
部評価を業務改善に反映する仕組
みの推進

44

教職員が一体となり組織マネジメント
できる、中間的職員を育成されたい。

[人材育成]
『教職員が共に経営参画する意識を
醸成するとともに、従来の教員と職員
の役割分担にとらわれず、職員の職
能開発を進め、大学の様々な分野
において専門性を備えた職員を育成
する。』

・経営・組織マネジメントを担える企
画調整能力を有する職員の育成、
独自の研修制度の確立
・教員の研究内容を把握し、関係機
関との間に立って実務的なコーディ
ネートが担える職員の育成

45

大学運営のため核となる人材の育成
方針を確立するとともに、設立団体
や、他大学との人事交流など、大学
の活性化に資する人材育成に努めら
れたい。

[人材育成]
『教職員が共に経営参画する意識を
醸成するとともに、従来の教員と職員
の役割分担にとらわれず、職員の職
能開発を進め、大学の様々な分野
において専門性を備えた職員を育成
する。』

・持続的・発展的な大学運営を支え
る人材育成方針の確立
・学外からの管理職（課長級・係長
級）の登用や、設立団体である大阪
市との人事交流、他の国公私立大
学並びに民間を含めた人事交流の
検討
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46

防火防災管理規程や化学物質管
理システムの導入等大学における安
全の確保など、学内の危機管理体
制の強化にさらに取り組まれたい。

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

・耐震化の計画的実施など標準的
な教育研究環境の整備
・海外渡航の危機管理のマニュアル
化等
・さまざまな危機に対応する危機管
理体制の構築

47

市財政に左右されない自前の財源を
確保するためにも、公立大学の法的
制約の解消に向けて取り組むべき。

[自律運営の改善]
『より自律した運営が可能となるよう、
公立大学法人としての様々な制約の
撤廃等へ向け、関係機関とも連携し
て取り組む。』

・公立大学法人の制約撤廃へ向け、
大阪市や提携する公立大学法人と
の連携活動

48

政令指定都市が設置する大学（横
浜市大、名古屋市大等）との大学間
連携を強化し、公立大学の法的制
約の解消に向けて取り組むべき。

[大学連携の強化]
『指定都市が設置する大学を始めと
する国内外の諸大学との連携を強化
し、人的交流の促進や連携事業の
充実により共通課題の解決や相互
発展を図る。』

・国内提携大学との提携事業の実
施や公立大学法人の制約撤廃へ向
けた取り組み

49

府大との関係について、府大は前文
で市大との統合に言及していることも
あり、市大においても、それに対応す
る内容を付記する必要があるのでは
ないか。

[大学連携の強化]
『指定都市が設置する大学を始めと
する国内外の諸大学との連携を強化
し、人的交流の促進や連携事業の
充実により共通課題の解決や相互
発展を図る。』

・国内提携大学との提携事業の実
施や公立大学法人の制約撤廃へ向
けた取り組み

50

立命館がイメージを変えられたのは、
就職先でのＯＢの貢献度が大きいの
で、イメージを変えること自体は可
能。市大はＯＢ連携が足りないので
はないか。著名なＯＢが居でも、世間
に認知されていないだけではないか。

[支援組織の構築]
『卒業生組織や保護者など関係者と
の連携を強め、大学支援のネットワー
クを構築する。』

・同窓会、保護者との連携強化によ
る「（仮称）市大サポーター制度」戦
略
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51

達成水準の明確化と数値目標の設
定により、分かりやすい目標、計画と
すべき。

・計画における具体的な定量化項目
は検討中。（可能なものは定量化に
努めるが、財務状況等が厳しい中で
は多くの項目の量的充実は困難であ
り、項目を絞るとともに内容充実に努
める）

・目標でも計画でも数値化されれば、
大学内の実際的な拘束力や効果は
あまり変わらない。また設立団体とし
て重点的に支援する必要があると考
える。
・運営費交付金の見通しが厳しい状
況下では、多くの中期計画項目に掲
げることは困難であり項目を絞り込む
必要がある。個別の継続した達成水
準については年度計画に反映させた
い。

52

新中期計画策定にあたっては「充
実」「検討」を目標とせず、可能な限
り数値目標化、定量化に努め、その
「成果：Outcomes」を目標とする内
容を検討されたい。

・計画における具体的な定量化項目
は検討中。（可能なものは定量化に
努めるが、財務状況等が厳しい中で
は多くの項目の量的充実は困難であ
り、項目を絞るとともに内容充実に努
める）

・目標として記載するのであれば大き
な指標を基本とすべきであり、また設
立団体として重点的に支援する必要
があると考える。数ある指標のうちの
一つのみをとりあげるべきではない

53

留学生やオープンキャンパスの参加者
数など、数値目標的なものを増や
し、取組の可視化を進めるべき。とり
わけ、女性率の低下については、対
策が必要。

・オープンキャンパスについては、入試
に直結するような効果的な方法の検
討と充実

・目標でも計画でも数値化されれば、
大学内の実際的な拘束力や効果は
あまり変わらない。また設立団体とし
て重点的に支援する必要があると考
える。
・運営費交付金の見通しが厳しい状
況下では、多くの中期計画項目に掲
げることは困難であり項目を絞り込む
必要がある。個別の継続した達成水
準については年度計画に反映させた
い。

具体的な成果を表す指標の検討

具体的な成果を表す指標の検討

具体的な成果を表す指標の検討
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