
   公立大学法人大阪市立大学 第二期中期目標 

 

前文 

 大学は、教育研究活動により、新しい価値を創造し知識基盤社会を牽
けん

引する力

となることが求められている。 

 我が国では50パーセントを超える大学進学率と尐子化の進展により、いわゆる

大学全入時代となる一方で、大学教育の多様化及び自由化が進行する中、大学は、

教育研究活動の質を保証し、その改善に向けて弛
たゆ

まない努力を続けていかなけれ

ばならない。 

 また、時代とともに大学が社会に開かれた存在となるにしたがい、大学は、学

問の自主性や自律性を尊重しつつ、時代の要請を意識して活動し、そのあらゆる

活動を公開し説明する責任を担っている。 

 大阪市立大学は、我が国で数尐ない公立の総合大学として130年余りの歴史と

伝統を有しており、「大阪市立大学憲章」の基本的精神を踏まえ、大学の普遍的

使命である真理の探究はもとより、都市型総合大学として、都市を学問創造の場

と捉え、都市の諸問題に取り組み、特に都市科学分野の研究とシンクタンク機能

を充実するなど、大阪の活性化になくてはならない存在として、市民に開かれ、

市民が実感できる形で都市や地域に貢献していかなければならない。  

 また、総合大学の魅力である多様性を強みとして最大限に発揮し、高度の専門

性とグローバルで幅広い視野を有し、都市大阪の成長や地域の発展に貢献する多

様で有為な人材を育成していかなければならない。  

 こうした取組を通じて、「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、大阪市民の気概と活力により支えられてきた伝統を継

承して、高度な教育や先進的で卓越した研究を国際的視点で推進することにより、

大阪市立大学が、積極的に入学したい大学として選ばれるとともに、都市研究の

拠点として大阪市を核とした関西圏の発展や国際化をリードし、市民に愛され市

民が誇る大学となることを期待する。 

 大阪市立大学にあっては、新しい中期目標のもと、大学のプレゼンスをより一

層向上させるため、教職員一人ひとりがその責任を負っているとの共通認識に立

ち、理事長兼学長のリーダーシップにより、中期目標の達成に向け、取り組むこ

とを望む。 

 

第１ 中期目標の期間 

   平成24年４月１日から平成30年３月31日まで 
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第２ 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) 人材育成方針及び学生受入方針 

   ア 広い視野と高い専門性を兼ね備えた人材の育成 

 各学部及び研究科は、学生受入方針に基づき広く国内外から学生を受

け入れ、人材育成方針をより明確に示して、さまざまな分野において指

導的役割を果たせる、広い視野と高い専門性を兼ね備えた人材を育成す

る。 

 

  (2) 教育の内容 

   ア 一貫した教育の推進 

 高度な教育による人材育成を一貫して推進し、学士課程教育全体の充

実を図ることにより、専門性と総合性を備え、主体的な行動力を併せ持

つ人材を育成する。 

   イ 高度専門職の育成及び若手研究者の養成 

 大学院教育の充実を図ることにより、視野の広い高度専門職に携わる

人材を育成するとともに、若手研究者を養成する。 

   ウ 社会人教育の強化 

 社会の各分野で指導的役割を果たす高度な専門性を有する社会人を育

成する。 

   エ 中等教育機関との連携 

 大阪市の中等教育機関との連携を強化し、学習の動機づけやキャリア

形成等に協力することにより、大学教育につなげる一貫した人材育成を

支援する。 

   オ 広い視野を持つ人材の育成 

 分野横断型履修等の充実により、総合大学の強みを活
い

かした幅広い学

習を推進する。 

 

  (3) 教育の国際化 

   ア グローバル人材の育成 

 基礎的な思考力や主体的な行動力等、社会で活躍するために必要な基

礎的能力に加え、外国語でのコミュニケーション能力、異文化理解・活

用力を持つグローバル人材を育成する。 

 



  (4) 教育の推進体制 

   ア 学位の質の保証 

 教育課程方針を明らかにし、それに基づくカリキュラム編成を行うと

ともに、学生の学習成果を厳格かつ適正に評価して、学位の質の保証を

図る。 

   イ 教育の成果及び効果の検証及び改善 

 「大阪市立大学教育改善・ＦＤ宣言」に基づき、教員は常に自己研鑽
さん

に努め、教育能力の向上をめざすとともに、教育の成果及び効果を検証

し、改善を図る。 

   ウ 柔軟な教育体制の構築 

 柔軟な教育体制を構築するとともに、各組織の機能充実を図ることに

より、さまざまな分野で指導的役割を果たし、社会で活躍しうる優秀な

人材を育成する。 

 

  (5) 学生への支援 

   ア 学生サポートセンター等による学生支援 

 学生サポートセンター等を中心に、学習環境、キャンパスライフ、地

域貢献活動、就職活動等に関する、学生に対する各種取組の充実やメン

タルヘルス対策の強化等により、学生生活を支援する。  

   イ 学習支援の充実 

 ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）を活用した学習指導等を行う

ことにより、学生が明確な目的を持って学習できるよう支援する。  

 

 ２ 研究に関する目標 

  (1) 研究の内容 

   ア 「都市科学」研究等の充実 

 普遍的な研究はもとより、大阪市立大学を特徴づける独創的で特色あ

る研究を推進するとともに、シンクタンク機能の強化の観点から、研究

科の枠を超えた「都市科学」研究等の充実を図る。  

 

  (2) 研究の国際化 

   ア 国際交流の活性化 

 国際協力による先端研究を推進し、研究者交流のネットワーク拠点の

構築等、国際交流の活性化を推進する。 



  (3) 研究の推進体制 

   ア 戦略的研究の展開 

 戦略的研究経費の配分の改編と研究評価制度の構築により、大阪市の

都市問題に関する研究等の重点的な研究や若手研究者への支援を充実す

る。 

   イ 研究活動の公表 

 研究活動の公表を積極的に促進し、活動内容について外部評価を受け

る。 

 

 ３ 社会貢献に関する目標 

  (1) 地域貢献 

   ア シンクタンク機能の発揮等 

 大都市固有の課題に取り組み、シンクタンク機能を発揮するとともに、

地域住民のニーズに応じた活動を行い、地域の活性化に貢献する。 

   イ 大阪市の研究機関等との連携 

 大阪市が設置する研究機関等との連携を強め、研究成果を都市と市民

に還元する。 

   ウ 市民への研究成果の発信 

 高度な専門的知識や研究成果を積極的に発信し、市民の生涯教育や市

民サービスの拠点としての役割を果たすとともに、地域で活躍する人材

育成に寄与する。 

   エ 地域における人材育成への支援 

 初等・中等教育機関が、広く大学の知に触れる機会を充実させること

により、地域に開かれた大学として、地域における人材育成を支援する。  

   オ 地域貢献情報の発信 

 大阪市立大学の運営方針や広報戦略に沿って、的確に地域貢献に関す

る情報を発信できる体制を整備する。 

 

  (2) 産学連携 

   ア 先端的研究分野での連携 

 大阪市立大学の都市研究や健康科学分野等の先端的研究をはじめとす

る様々な分野で、関連産業との共同研究等を促進し産業の発展を推進す

る。 

 



   イ 地域産業との連携 

 研究開発や人材育成等において、地域の中小企業との連携を強化する

ことで、地域産業の活性化を促進する。 

 

 ４ 国際化に関する目標 

  (1) 教育の国際化（再掲） 

   ア グローバル人材の育成 

 基礎的な思考力や主体的な行動力等、社会で活躍するために必要な基

礎的能力に加え、外国語でのコミュニケーション能力、異文化理解・活

用力を持つグローバル人材を育成する。 

 

  (2) 研究の国際化（再掲） 

   ア 国際交流の活性化 

 国際協力による先端研究を推進し、研究者交流のネットワーク拠点の

構築等、国際交流の活性化を推進する。 

 

  (3) 国際化の推進体制 

   ア 国際力の強化 

 国際化戦略本部を中心に、全学的に教育研究活動の国際力の強化に取

り組む。 

 

 ５ 附属病院に関する目標 

  (1) 高度・先進医療の提供 

 地域の拠点病院として、患者本位の安全で質の高い医療と先進医療を提

供し、市民の健康増進と地域医療の向上に寄与する。 

 

  (2) 医療人の育成 

 医学部附属病院として、人間性豊かで質の高い医療人を育成する。  

 

  (3) 地域貢献の推進 

 地域医療機関（病院、診療所等）との連携及び協力をさらに推進すると

ともに、市民の健康づくり活動に寄与する等、地域貢献に積極的に取り組

む。 

 



  (4) 安定的な病院の運営 

 経営の効率化をさらに推進するとともに、経営基盤を強化し、安定的な

病院運営を図る。 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標 

 １ 組織運営 

  (1) 組織ガバナンスの向上 

 理事長兼学長のリーダーシップのもと、組織ガバナンスの向上のための

経営組織を構築する。 

 

  (2) 組織の一体的運営の推進 

 学部及び研究科の自主性を考慮しつつ、総合大学としての強みを活
い

かし

た一体感のある大学運営を行う。 

 

  (3) 複合的かつ効果的な教育研究活動の推進体制 

 柔軟な組織運営を行うことにより、複合的な教育研究活動を推進すると

ともに、効果的に教育研究活動を支援する体制を構築する。 

 

  (4) 施設の効率的な運営 

 大阪市立大学が所管する施設等について、運営の効率化を推進するとと

もに、その活用について検討を行う。 

 

 ２ 人材育成 

  (1) 人材育成制度の充実 

 教員と職員が共に経営参画する意識を醸成するとともに、従来の教員と

職員の役割分担にとらわれず、職員の職能開発を進め、大学の様々な分野

において専門性を備えた職員を育成する。 

 

 ３ 自律的な運営 

  (1) 自律的な運営の推進 

 公立大学法人としての様々な制約の撤廃等へ向け、関係機関とも連携し

て取り組み、より自律的な運営を推進する。 

 

 



第４ 財務内容の改善に関する目標 

 １ 外部資金の確保 

 授業料等の自己収入を安定的に確保するとともに、寄附金の獲得、産学連

携活動等の充実等、外部資金の一層の確保に努める。 

 

 ２ 効率的な大学運営の推進 

 魅力ある大学であり続けるために、引き続き、大学経営全般を点検し、経

費の節減を図るとともに、資産の有効活用等により効率的な大学運営に努め

る。 

 

第５ 自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標  

 １ 自己点検及び評価の実施 

 教員の教育研究活動や大学の業務運営全般について、自己点検及び評価を

継続して実施し、当該活動等の改善及び改革へのインセンティブになるよう

活用する。 

 

 ２ 戦略的広報の展開 

 大学の各種情報の一元管理と共有化を図り、機に応じた効果的な戦略的広

報を展開することにより、大学の可視化を進め、プレゼンスを高める。  

 

 ３ 情報管理の強化 

 情報ネットワークシステム等、情報基盤の充実を図るとともに、適切なセ

キュリティ管理のもと学内外で利用しやすい情報環境を整備する。  

 

第６ その他業務運営に関する重要目標 

 １ 法令遵守等の徹底 

 すべての大学活動において、人権尊重や法令遵守の視点に立った業務遂行

の徹底を図ることにより社会的責任を果たす。 

 

 ２ 安全管理及び危機管理体制の構築 

 耐震対策や化学物質の適正管理等、安全快適な教育研究環境の整備を推進

するとともに、危機管理体制を構築する。 

 

 



 ３ 大学連携の強化 

 他の政令指定都市が設置する大学をはじ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。 

 

 ４ 支援組織の構築 

 卒業生組織や保護者等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。 



公立大学法人大阪市立大学 平成 21年度業務実績報告書 

及び中期目標期間（平成 18～21年度分）に係る業務実績報告書作成要領 

 

 本要領は、大阪市公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）に対し、

公立大学法人大阪市立大学（以下「法人」という。）が平成 22年度提出する業務実績報

告書の記載方法等について、必要な事項を定めるものである。 

 

１ 全体的留意事項 

  評価委員会は、平成 22 年度中に法人の平成 21 年度評価（年度評価）、中期目標期

間（平成 18～21年度）に係る評価（事前評価）を同時に行うこととしている。 

  いずれも法人の業務実績報告書を基とする評価であることから、以下の各点に十分

留意すること。 

 ・20 年度評価結果において評価委員会が指摘した点を踏まえ、統一的・客観的な自

己点検・評価を徹底すること。 

 ・同じく、中期計画・年度計画の具体的な達成水準を意識し、それを明示すること。 

  また、それぞれの達成状況を具体的に示すため、業務実績の記載は、数値指標又は

具体的な記述（優れた成果を出した取組、注目すべき質の向上がある、特色ある取

組）により行うこと。 

 ・「取組実績」と「判断根拠」を明確に書き分け、また、真に判断根拠となる挙証資

料を添付すること。（「４ 附属資料」参照） 

 ・法人が大阪市民への説明責任を果たす観点から、簡潔・明瞭かつわかりやすい記載

とすること。 

 

２ 様式 

  業務実績報告書は、21 年度実績分・中期目標期間実績分を合わせて一体の様式と

して作成する。 

  報告書の構成要素は、次項のとおり、原則として過年度の様式と同一とする。 

 

３ 記述方法 

 (1) 大学の概要 

   原則として、過年度の業務実績報告書の例（下記）に従い記載すること。 

  【記載項目】 

   Ⅰ現況 ①大学名 ②所在地 ③役員の状況 ④学部・研究科の構成 

       ⑤学生数・教職員数（平成 21年５月１日現在） 

   Ⅱ大学の基本的な目標等 

 

 (2) 業務実績報告書の概要 

   21 年度実績については、原則として、過年度の業務実績報告書の例に従い作成
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すること。（総括、項目別の特筆事項） 

   あわせて、中期計画の全体的な進捗状況について総括的に記載すること。（記載

方法の詳細は、別途指示する） 

 

 (3) 小項目（中期計画）別の状況 

  ア 21年度実績 

   １に留意した上で、過年度の業務実績報告書の例に従い、「各年度終了時の評価

手順」に則って作成すること。 

   年度計画ごとに当該年度の達成水準を明記すること。 

 

  イ 中期目標期間実績 

   １に留意した上で、中期計画ごとに具体目標を明記し、計画と取組実績を勘案し

て、以下のとおり法人自己評価を行い、その取組実績・判断根拠を記載すること。 

   また、平成 22～23 年度の中期計画の実施予定についても、中期計画の記載事項

ごとに「判断根拠」欄に記載すること。 

 Ⅳ：中期計画を上回って実施できる見込みである 

  ・21年度末時点で、具体目標の水準を上回って実施している場合 

  ・期間終了時に、具体目標の水準を上回って実施できる見込みである場合 

 Ⅲ：中期計画を十分に実施できる見込みである 

  ・期間終了時に、具体目標の水準を確実に実施できる見込みである場合 

 Ⅱ：中期計画を十分には実施できない見込みである 

  ・中期計画の実施にあたって課題があり、21 年度末時点で既に十分実施でき

ておらず、残期間における課題解消の見通しも立っていない場合。 

 Ⅰ：中期計画を実施していない 

  ・社会情勢の変化等により、計画自体の見直し等が必要であり、実質的に実

施に至っていない場合（特に、課題等のため中期計画未実施については、

その旨明記すること） 

 

  ・中期計画の進捗の観点から、18年度以降の実績の変化を可能な限り数値で示し、

18年度との比較を意識した記述とすること。 

  ・中期目標の達成に向けて、改善を要する課題等（及び解決策等）について明記す

ること。 

  ・各学部・研究科等の取組に関する事項については、中期計画に記載している目標・

水準との関連付けを充分考慮した上で、法人全体として、中期計画の達成状況の

自己評価を行うこと。 

  ・教育・研究に関する項目については、中期計画上の外形的な取組実績だけでなく、

「過去４年間において、質的にどの程度向上・改善が図られたか」という観点か

らの記載を盛り込むこと。 



４ 附属資料 

  評価委員会における評価作業を効率的・効果的に実施するため、本体業務実績報告

書に添付して、以下の附属資料を提出すること。 

  【21年度実績・中期目標期間実績共通】 

  ・法人（大学）の基本的な統計データ（経年比較可能なもの） 

  ・判断根拠の挙証資料 

   ※ただし、21 年度実績の資料をもって説明可能である場合は、中期目標期間実

績分を重複して提出する必要はない。 

  ・部局別取組実績報告書 

  【21年度実績関係】 

  ・20年度評価において意見指摘された個別項目の取組状況 

 



参考資料３ 

中期目標の期間の終了時の検討について（案） 

 

地方独立行政法人法第31条では、中期目標期間の終了時における設立団体の手続として、

当該法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわた

る検討を、評価委員会から意見を聴いて行い、その結果に基づき所要の措置を講じること、

と定められている。 

 

○地方独立行政法人法（抄） 

第31条 設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地方独立

行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる

検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。 

２ 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

 

○考え方及び実施方法 

「中期目標の期間の終了時」については、業務を継続させる必要性も含めた検討を行う

ことから、現中期目標期間が終了するまでに実施する必要があり、その検討にあたっては、

中期目標期間に係る業務実績等を十分踏まえて行うことが望ましい、と考える。 

「その結果に基づき、所要の措置を講ずる」とあることから、検討結果に基づき何らか

の対応を行うことになるが、これについて他都市においては、次期中期目標に反映するこ

ととしている例が多い。 

一方で、検討内容により、中期目標に反映させる以外の「措置」も考えられ、また、必

ずしも現中期目標期間内に所要の措置が完了することまでは求められていない。 

以上の点から、本市においては、次のとおり実施するものとする。 

 

現中期目標期間に係る実績（事前評価、22年度評価及び、23年度業務実績の進捗調査）

や、第二期中期計画（案）を踏まえて検討を実施し、２月に開催予定の評価委員会におい

て意見を伺ったうえで、３月中に確定し、検討内容を法人に通知する。 

検討内容については、第二期中期計画期間中に法人が取り組むべき業務運営に関する事

項について、中期計画に盛り込まれる資金計画や収支計画を踏まえた、法人の財務関係に

関する取組のほか、第二期中期計画を実施していくうえで考慮すべき事項全般について、

法人に取組を求める内容を予定している。 

 



今後のスケジュール（案） 

 評価委員会・市 法人 

11月 １日 第４回評価委員会 

・ 第二期中期計画（素案）検討 

・ 第一期中期目標評価の実施方法について 

 

中期計画（素案）の検討結果を踏まえた調整 

 

 

 

 

 

○経営審議会 

（中期計画（案）の審議） 

 

第二期中期計画（案）提出 

12月   

１月   

２月  

 

未定 第５回評価委員会 

・ 第二期中期計画（案）承認に係る意見具申 

・ 中期目標期間終了時の検討に係る意見具申 

 

23年度業務実績に係る進捗調査 

３月 第二期中期計画（案）市長認可  

４月   

５月  （5月末） 

23年度業務実績及び、 

第一期中期目標に係る業務 

実績報告書の提出 

６月 評価委員会（２～３回） 

（法人からの意見聴取を含む） 

・23年度業務実績 

・第一期中期目標に係る業務実績 

 

７月  

８月  

９月  

10月  

評価結果の確定・報告式 

 

 

中期計画（案）の検討 

中期目標の期間の終了時の検討 

参考資料４ 
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