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第二期中期計画(案)の達成水準等

中期目標 事項

(教育研究等の質の向上L関する箆標) l入試広報
1 教育に関する呂襟
(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
づき広く層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寄l陪果たせる、広い視
聖子と高い専門性を兼ね備えた人材を育成 2入学者選抜
する。

3留学生の被保
と教育・支援

4人材育成方針
等の発信

(2)教育の内容 5学士課程教育
ア一覧した教育の推進
高度な教育による人材育成を一貫して推進
し、学士課程教育会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脊戒する。

6キャリア支援

※「中期計画案Jについては、平成23年11月113開催の評価委員会以降の変更箇所を明示しています。
削除:取り消し線(見え消し) 追加:下線 資料1-3

中期計画案 具体的内容と達成水準 生存度計画における
(fi可をどこE主でするのか) 評価指標等(例)

優秀な学生を確保するため、オープンキャンパスや進学ガイ -オ}プンキャンパス参加者数は、毎年14，000人 -志願者数
ダンス等の高校生への広報活動を実施するとともに、戦略的 を上田る。 (H.21-12，533人、日.22-14，091回、 .oc参加者数
入試広報体制を構築し、受験者の志望動機等の分析に基づ H.23-16，608人) -ガイダンス回数、参加者数
いた効果的な広報活動の充実を図る。 -進学ガイダンスを毎年40回以上実施する。

(H.21-26回、 H.22-31回、日.23-42田)
-入試広報体制を繋備して、会学的な広報戦略
を検討・策定(ガイダンス、オープンキャンパス等)
-戦略に沿った広報活動を展開

入学者遺跡調査の分析活用等により、アドミッションポリシー -入学者追跡調査を分析しJ緒果を学内周知 -入試倍率(競争率)
に基づ、いた入学者選抜が有効に機能しているかどうかを常 -各学部における継続的な入試制度の検証と改 -合格者の入学率
に点検し、選抜方法の改善を図る。 善 -受験者、合格者のセンター試験

-推薦入試の活用等による選抜方法の改善 における水準
-学部一般入試(前期・後期)の入学手続率を95覧
以上とし維持し続ける。 (H.21-90.2也、 H.22-
93.4也、 H.23-94.5協)
-データの収集と蓄積および分析

国際化戦略本部において本学が求める留学生像を調査分 ー傷学生受入計画の策定 -留学生数、格弓王国数
析し、留学生受入計霞を策定するとともに、海外向け広報活 -計酒に沿った各種事業の実施 -私焚外国人留学生入試受験者
動を充実することにより、より多くの優秀な留学生を獲得し、 -タト国語ホームペ}ジの刷新 数
適切な教育及び支援を行う。 -留学紹談窓口等の設蜜

全学及び各学部は、アドミッションポリシーとディプロマポリ -全学での一貫した教育目標、アドミッションポリ
シーを示すとともに、学生受入から学位授与までを視野に入 シー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの
れた一貫性のあるカリキュラムポリシーを策定し、それに基づ 策定およびそれに基づく各学部・研究科におけ
いたカリキュラムの全体像をわかりやすく発信する。 るそれぞれの策定

-それぞれのポリシーの実践と各教育施策への反
映
-各ポリシーとカリキュラムのホームペ}ジでの発

教育捻進本書s及び各学部は、策定されたカリキュフムポリ -初年次教育ポリシーの策定と公表 -蕗IJ専攻コース受講者数
シーに基づき初年次から卒業年次にかけての効果的な教育 -全学部の学生を対象とした高IJ専攻コースの設置
を実施する。 -カリキュラムポリシーの見える化

• r学修評価マップJの作成

[gGlJキキ!J.7...手足、ヰ~ν・ドヌ予定ムj を構築ら、営住偲《単位 -実務経験者による授業、フィールドワーク、イン -資格取得講座数、受講者数

ぬメロ~予Zヂ4A生活用w急営住自身主主の自立的、自 ターンシップなども必要に応じて組み込んだ全学 -実務経験者等による科目数
律的なキャリアデザインカの育成を支援するとともに、各学 的なキャリアデザイン教育体制の整備とその見え
部・研究科はインターンシップの効果的な活用や実務経験 る化(キャリア発達指標)
者による講義、フィーノレドワーク等によりキャリア支援を図る。 -金融機関との包括連携協定に基づくキャリア支

援を罰的とした苦手附講座の実施
.(得)科学のプロの育成
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中期悶標

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

社会の各分を有野すでる指社導会的人役を割育を成果すたるす。高度
な専門性

ヱ中等教育機関との連携
大板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
の強みを活かした橋広い学習を推進する。

事項

7大学説教育

8若手研究者養
成等

9社会人教育

10 社会人教育
(文化人材の
育成)

11 高度専門社会
人の育成

12 中学・高校との
教育連携

13他学部履修等
の促進

中期計画案

大学院教育においては、理学研究科における「科学のプロ
の育成j等、専門性の商い研究者等を養成する。また、大学
院のあり方を全学的に検討し、全学的共通教育の実施や他
研究科との棺互単位取得の促進など、粂軟なカリキュラム編
成をはじめとする、大学院課程における教育・研究支援等の
充実策を検討、実施する。

大学院教育の環境援備として、学位取得後のキャリアパス形
成支援のため外部資金を活用した若手研究者の育成支援
などの具体的支援を居る。

各学部・研究科は、社会人選抜入試や科目等履修生の受入
れ、長期履修学生制度など、各学部・研究科の教育方針に
沿った社会人教育の充実を図る。

大阪の文化資源開発に関わる人材育成プログアムを実施す
るとともに、同プログラムをもとに履修証明社会人教育に係る
本学調自の制度品ぬ展開を図る盈構築し当塞施する。

大阪市成長戦略に盛り込まれた、創造都市研究科における
「創造経済と都市地域再生jの庖際的研究展繍と結合した、
「公共・民間・市民の3つのセクター協働による地域活性化人
材の育成J、経営学研究科における社会人プロジェクトや、
法曹養成、医療人育成など、各研究科において都市や地域
の活性化を担う高度専門社会人を育成する。

咲くやこの花中学・高校、大阪ビジネスフロンァィア両校、
スーパ}サイエンスハイスクール指定校等、高校等との教育
商での連携の強化を図り、学習の動機づけやキャリア教育、
カリキュラム作成の協力等の取り組みを行う。

総合大学としてのメリットを活かし、広い視野と専門性を兼ね
備えた人材を育成するため、教育推進本部と各学部は、他
学部履修等を促進するための効果的な仕組みを設ける。
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兵体的内容と達成水準 年度計箇における
({i可をどこまでするのか) 評価指標等(例)

-大学院検討組織による検討と方針決定 -全学的共通教育科目数
-方針に基づき、大学院全学的共通教育、研究 -相互単位取得可能数
科相互履修の促進
. (理)化学人材育成プログラム
. (理)r科学のプロJの育成
. (文)インターナショナルスクール事業

-リサ チアドミニストレ ター育成
文科省事業「リサーチ・アドミニストレーターを育
成・確保するシステムの整備(リサーチ・アド、ミニス
トレーションシステムの猿備)Jの採択を目指す。
-研究者実習総度等の実施

-社会人選抜入試、長期履修学生制度等の実施 -科畏等履修生数
充実 -長期履修学生制度利用者数
-その他社会人が学びやすい取組の検討・実施 -社会人選抜入学者数

. (文)国際都市大阪の文化資源に焦点を当てた -プログフムへの参加者数、修了
社会人向け駿修プログラム(仮称、)の作成、実施 者数

. (創都)地域活性化プログラム、都市再生プロ -プログラム等への参加者数、{多
ジェクト 了者数
. (経営)社会人プロジェクト
. (医)がんプロフェッショナ/レ育成プラン

-本学教員が咲くやこのはな中・高のカジキュフム
策定への参画や出前授業を担当するなど具体的
連携を促進する
'OBFとの具体的連携
-その他高校との高大連携に基づく教育支援等
の取組の推進
-連携した高校等との意見交換等により、高校生
講座の講座内容を検討する。

-学部履修等を促進するための効果的な制度の -他学部履修可能数、実績

構築と実施
-各学部における他学部駿修の拡充
-他学部履修の履修モデルの策定
-郎専攻制度の充実



中期目標 事項 中期言十E恋案 具体的内容と達成水準 年度計画における
(何をどこまでするのか) 評価指標等(例)

(3)教育の国際化 14 グロパル人 全学共通教育、専門教育、大学院教育の各分野において笑 . (創都他)英語や中国語を使用した授業の拡充 -英語による授業数
アグローパルム材の脊成 材の育成 語等を使用した授業を拡充するとともに、外国語によるコミュ (教養・専門・大学院) • TOEIC平均点
基礎的な思考力や主体的な行動力等、社 ニケーション能力、異文化理解・活用力を持ったグローパノレ -グロ」パノレコースの設置 -グローバルコース受講者数

l会で活躍するために必要な基礎的能力に 人材を育成するコ}ス等を実施する。 • TOEICの全学定期的実施
加え、外国語でのコミュニケーション能力、 • ACE(アドバンスカレッジイングリッシュ)の充実
異文化理解・活用カを持つグロ}パル人材
を育成する。

(4)教育の推進体鱗 15 教育の評価 各学部・研究科は大学教育研究センターとの連携により、各 -各学部による評価ポリシーの策定、全学的教育 -授業評価アンケートの実施回
ア学伎の鍵の保証 部局・組織の特長・特性・実情を踏まえた学生の学習成果・ 評価の実施 数、田答状況
教育課程方針を明らかにし、それに基づく 評価に関する研究を推進し、教育評価のポリシーを定めて、 -グローノ〈ノレスタンダ}ドに対応した単位認定、 -教育評価ポリシーも反映した教
カリキュラム編成を行うとともに、学生の学 教育評価を実施する。 成綴評価 育課程全体の見える化
習成果を厳格かつ適疋に評価して、学{立 -授業評価アンケ}トの実線、検証及び授業への
の質の保証を図る。 還元

16 学伎の質保証 各学部・研究科は、それぞれが授与する学位の質を保証す -成綴評価基準等のシフパスへの明ホ
るため、学生が的確に学習・研究できる履修体制を整備する .GPAの拡充

とともに、成績評価の判断基準や方法をシラパスへ明示し成 -学位審査基準の明確化、公表
績評価や学位審査を厳正に実施する制度を構築する。 -大学教育研究セミナ}、教育改革シンポジウム

の機{緩

イ教育の成果及び効果の検証及び改義 17 大学教育研究 大学教育研究センタ は、本学の大学慾寧及び人材育成自 -学士課程教育・大学院課程教育に資する各種 -紀要・各種報告審等
f大阪市立大学教育改善.FD宣言jに基 センタ} 擦に基づき社会が求める人材脊成を図るために、学士課程 取組の企画やその基礎となる調査研究や助言・

づき、教員は常に自己研鎌に努め、教育能 教育・大学院課程教育に資する各種取り組みの企画やその 支援の実施
カの向上をめざすとともに、教育の成果及 基礎となる調査・研究とともに、各学部の教育について助言 例 .FDに関する教員の意識調査研究
び効果を検証し、改蕃を図る。 及び支援を行う。 -学習成果の評価に衡する調査研究

.TAの活用など授業改善に関する務
査研究

18 教育改善.FD 各学部・研究科等及び教員は、大阪市立大学教育改善.FD.FD宣言に沿った、幅広く多様な教育改善.FD .FDイベント開催数、参加者数

活動 宣言に基づき、幅広く多様な教育改善.FDの自律的汚動を の自律的活動と組織的活動支援の具体的推進 -部局や全学での教育改善・FDの

進め、教育推進本部及び大学教育研究センターは、それら -教員の教育に対する意識翻査の実施と分析教 具体的推進事例の内容一覧と、
の活動を基数としつつそれらの取り組みが本学の教育活動 育 FDイベント開催数や参加者数(部

全体の質の向上に棄に結びつくものとなるよう、部局を超え 局及び全学での総合計)

た全学的な教育改善・支援を組織的に行う。

19 特色のある教 全学及び各学部・研究科における特色ある教育の充実を図 -戦略的教育経費の光実、インセンテイブ付与の -申請数
育への支援 るため、競争的資金を獲得するなどした取り組みに対して、 ための配分方法の検討及び実施

必婆に応じて効果的に財政的支援を行う。

」一一
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中期目標

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l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、学生に対する各穏取組
の充実やメンタノレヘルス対策の強化等によ
り、学生生活を支援する。

事項

20 戦略的な教育
実践のための
連携強化

21 図護書館機能の
充実

22 学生サボ}トセ
ンターのサーピ
スの充実

23 学生の留学支

援

24 学生への経済
的支援

25 就職支援

26 学生のメンタル
J¥ノレス

中期言十画案

社会が求める人材育成に対し、本学の教育が常に効果的に
実施されるよう、教育推進本部は高等教育に関わる情報の
収集・分析に努めるとともに、法人経営部門とも連携を強化
し、柔軟な教育組織を構築する。

学術情報総合センタ は、教育研究に必要な資料の整備な
ど学術情報機能を充実させるとともに、総合的な教育研究施
設としての利便性の向上を図る。

学生サボ}トセンターは、各種学生サービスを効果的に実施
し、その検誌を行うとともに、障がい学生支援室において、 F章
がい学生からの相談窓口を一元化して支援のためのコー
ディネイトを行い、また、ボランティアセンターを通じて、学生
のボランティア活動に対する支援を拡充するなど、学生生活
全般に対する支援の充実を図る。

国際センターにおいて留学相談窓口の設置や留学情報の
提供、留学ガイダンス、留学の手引きの作成等により、学生
の海外留学を支援する。

現行の経済的困窮者を主とした支援制度に加え、本学のア
ドミッションポリシー、設立理念及び人材育成の目標に郎した
支援制度へと再構築する。

就職活動のための単なる技術指導ではなく、就職後のキャリ
ア形成において有意義となりうる能力や考え方等を醸成する
ことを自的としたf職業指導jを行う。

心の悩みを抱える学生等の増加に対応するため、学生への
相談対応や、教員の対応方法等への支援など、メンタルへ
ルスに関する相談支援機能の充実を図る。
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主主体的内容と達成水準 年度計画における
( {可をどこまでするのか) 評価指標等(例)

-教育のIR活動の具体化(組織、シスァム等)
-全学共通教育体市jの改革
-教育推進本部の体制見直し

-電子ジャ ナノレ等の充実 -蔵番数
-開館日、開館時間の拡大 -利用状況
-学習用共用スペースの設樫 -図審市民利用制度の受録者数

-機関リポジトリー登録数

-学生サポートセンター業務検証 -ボランティア登録学生数
-学生ボランティア活動支援による参加学生数の -障がい学生相談件数

増加
-障がい学生支援室と各学部・研究科との連携に
よる障がい学生支援の充実

-留学相談窓口の設置、留学支援制度の実施 -海外への留学生数
-海外インターンシップの検討・実施 .1i換単位認定数(学生数)
-学術交流協定等による海外の大学との単位互 -留学ガイダンスへの参加者数
換制度の構築
-全学的な英語感への短期語学研修プログラム
の実施(1→5)
-海外研修の単位認定の実施

-本学アドミッションポリシ 及び設立理念等に即
した経済支援制度の再構築(社会人、資格取得
支援等)

-就職ガイダンス(就職希望者の80弘) -ガイダンス回数、参加者数

-新規ワークショップの実施 -セミナー企業数
-学内企業セミナ}の企業数拡大(新規60) -就級相談件数

-学生カウンセリングの充実(インアーク体制強化)-カウンセリングの受診件数

-教員への学生応対支援の検討実施
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中期罰様

イ学習支援の充実
ICT(情報コミュニケ」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
な図的を持って学習で、きるよう支援する。

2 研究1::.関する混標
(1 )研究の内容

ア f都市科学j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f都市科学j

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
国療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。

事項

27 教育に関する
学生支援等

28 都市科学等の

議点研究

29 都市研究プラ
サー

30 複合先端研究
機構

31 国際交流の促

進

中期計劉案

文学部におけるf教育促進支援機構jによる学生支援等、各
学部・研究科は、学習相談等の体制を整備・維持し、組織的
できめ総かな学習相談や学習支援等を行うとともに、[GCtj
キャJ，l..';L.寺去、学 4ν=レヌ幸正ムォの活用毒事~より教育指導を待
今。また大学教育研究センターは、各学部・研究科の取り総

みに対する支援を行うため、教育に対する学生支援のあり方
に関する研究・助言ぎを行う。

都市裂の総合大学という利点、を最大限活用し、都市紡災研
究や都市の健康科学などの総合的な研究や人工光合成な
ど都市の次世代エネノレギー研究をはじめ、健康絡羨と都市
の社会経済構造、就労支援と生活保護研究、クリエイティブ
デザイン研究など、理系と文系の徹合研究も含むf都市科
学j分野の研究を重点的に実施する。

都市研究プラザはG-COE後も本学の中心的課題である都
市研究の拠点として外部資金を積極的に獲得し、現場プラ
ザを中心とした議接都市の政策課題への参画や市の経済
成長戦略八の関与、海外サブセンターを活用した都市研究
国際ネットワークの推進とともに、国内外の優れた若手研究
者の養成を図る。

複合先端研究機構は、次世代エネルギー開発についての最
先端研究をはじめ、都市地盤紡災等の都市環境研究を推進
するとともに、外部資金を獲得して、英語による教育を基本と
した毘際的教育環境を確立し、国内外の若手研究者の養成
を図る。

実績のある部局間交流を全学的視点で集約するとともに、都
市研究プラザ、複合先端研究機構、都市文化研究セン
ター、数学研究所などによる研究活動及び日本学術振興会
の助成によるf若手研究者海外派遣事業Jや「頭脳循環の活
性化事業Jなどを活用して交流研究機関との連携を強め、こ
れらを爵際研究交流拠点として発展させ、研究者等の交流
を促進する。同特に、冨際交流を円滑に捻進するための学
内規程の見直し等の環境整備を行う。

5 

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

-学内の一一ズを反映させたセミナー・ワ}ク 'FDセミナー/ワークショップ等の
ショップ等の企画、実施 回数、参加者数
-各学部による学習支援活動充実(メ}ルマガジ
ンの定期発行等)
. (文)教育促進支援機構による学習支援活動
-キャリア・テやザイン・マップの作成と試行

-都市科学研究の推進
-総合的都市防災研究

(都市の紡災計画への参画、国外部資金
獲得への展開)

-次世代エネルギー研究
(研究拠点施設の整備(25年度)
人工光合成装震の完成(26年度))

-健康科学研究
(北ヤード研究拠点擁立、産学連携によ
る製品化)

-({経公済衆・衛医牛)r行健政康へと経の穆済言jの)文理融合研究

-新学術領域等の新たな外部資金による研究拡 -シンポジウム梼催数
充
-サブセンタ}による国際ネットワーク強化

-現場プラザによる市政課題共同研究等の充実
-都市研究の悲苦手研究者の育成

-最先端の光合成研究
-都市環境研究
-都市環境課題研究の間際拠点化
-研究者育成
'H25年開設予定の人工光合成研究産学連携
拠点への企業(最大6社の入居)を誘致する。
-文科省事業f博士課程教育リーディングプログ
ラムjの採択を目指す。

-大学問、部局部交流協定内容の評価検証 -交流研究者数、学生数
-大学部学術交流協定の拡充(10→15) -国際シンポジウム開催数
-新たな海外派遣システムの構築 -大学問学術交流協定数
-全学的国際学術シンポジウムの開催
-都市研究プラザ、都市文化研究センター、複合
先端研究機機、数学研究所の国際交流拠点化
.(工)JICA研修生の受け入れ
. (文)インターナショナノレスク~lレ事業
. (理)国際学術協定増(10→20)

1--



.j:::，. 

.j:::，. 

中期回標

(3)研究の推進体鱗
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 社会賞献に鴎する毘穣
(1 )地域貢献
アシンクタンク機能の発揮等
大都市間有の繰題に取り組み、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。

32 

33 

34 

35 

36 

37 

事項 中期計蘭案

戦略的研究経 戦略的研究経費について、中期的研究推進戦略を策定し、
費 財源確保も含めて抜本的見直しを行い、本学を特徴付ける

研究の創出に予算配分する。

研究者の支 戦略的研究経費の再構築や大学院教育の充実検討も踏ま
援・環境改善 え、長期的展望に立って、若手研究者の確保・育成のための

制度について検討し、実施する。さらに、女性研究者を取り
巻く環境整備などをや心に、男女共伺参酒の視点を加えな
がら、より一層の取級強化を図る。

研究成果の公 研究情報を集約し、学内データベース化を推進するととも
表 に、システム充実を医り関覧者との双方向性を確保する。ま

た、あわせて英語等の外国語による広報や研究者情報の発
信等の充実を図る。

研究評価・検 戦略的研究経費の効果検証のため、新たな評価税度の検
託 討をすすめ、各研究分野の特殊性も十分配慮し、評価尺度

を制定し制度を確立した上で、外部資金獲得へつなげる等、
研究の高度化を促進する。

シンクタンク拠 大阪市はもとより、広く社会と市民のためのシンクタンクとして
J~ の機能をより効果的に発揮するため、シンクタンク拠点を形

成し、データ集積を図るとともに、各種課題と教員の研究の
マッチンク。や関係教員による研究プロジェクトの編成を支援
する。

大阪市職員育 関係学部において、大阪市の職員人材調発センターと連携
成と交流 し、織員の研修への参画を促進し大阪市職員の能カ向上を

支援する。特に工学部等においては相互の専門技術カ向上
のための大阪市職員との技術交流(人材交流)についても検
討する。

6 

具体的内容と達成水準 年度計爾における
(何をどこまでするのか) 評価指様等(例)

-中期的研究推進戦略の策定
-戦略的研究経費の見直し

重点化視点(都市科学、グリ}ンイノベー
ション、ライフイノベーション)

-H24に新たな戦略的研究経費の仕組み構築

-(再掲)若手研究者育成の具体策の実施(リサー
チアドミニストレータ}、研究者実習制度等)
-設備改善や勤務制度など具体的な女性研究者
支援策の実施
-女性研究者及び若手研究者支援のための補助
金への応募
-jST女性研究者支援の補助金の応募を検討
-若手研究者支援のためのテニュア・トラック制度
の様助金の応募を検討。(JSTが国に予算要望
中)
-特定研究奨励費のあり方について検討・改正

-研究者データベースの充実による情報発信内 -デ}タベース登録率

容充実 -英語による発信者数
-英語による研究情報発信
-関覧者との双方向性システムの確立

-戦略的研究経費に係る評価制度構築(外部評
価含む)
-(重点研究を対象とした)外部評価システムの導
入

-シンクタンク拠点、体制の検討、設置 -審議会等委員数
-行政との研究課題検討の場の設麓 -市等からの受託研究数
-市のデータを活用できるシステムの構築
-政策提言の効果的発信、場の確保
-具体的プロジェクトの実施

-(工)市技術職員育成、交流 -交流職員数
-大阪市職員人材開発センターとの連携強化




