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１　教育研究体制等の改善 Ｐ１７

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標 （１）柔軟な組織編成

１　教育に関する目標 （２）教育研究等の支援体制の充実
（１）教育の基本方針 ２　人事制度の改善
（２）教育の内容 ３　予算制度の改善 Ｐ１８
①人材育成の目標 ４　業務執行の改善
②アドミッション・ポリシー（学生受入方針） （１）サービス機能の強化
③入学者選抜 Ｐ２ （２）業務の効率化
④学部教育 Ⅳ　財務内容の改善に関する目標
⑤大学院教育 Ｐ３ １　自己収入の改善 Ｐ１９
⑥社会人教育 ２　経費の抑制
⑦厳正な成績評価 Ｐ４ ３　資産の活用

⑧教育力の向上
Ⅴ　自己点検・評価及び当該情報の公開
等に関する事項

⑨教育の成果の検証 Ｐ５ １　評価制度の確立 Ｐ２０
（３）教育の実施体制 ２　改善の実施
①教育組織の整備 Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標
②ＩＴ（情報通信技術）の活用 Ｐ６ １　人権の尊重、法令の遵守等
③教育基盤の整備 ２　情報公開等の推進 Ｐ２１

（４）学生への支援 ３　施設設備の管理、整備及び活用
①学生支援体制の整備 Ｐ７ ４　安全の確保等
②学習の支援
③学生生活への支援
④進路選択への支援 Ｐ８

２　研究に関する目標
（１）研究の基本方針
①卓越した研究拠点の形成
②地域社会との連携
③産業の諸分野との連携

（２）研究の実施体制
①大学の特色となる研究の推進
②各研究科における研究の推進 Ｐ９
③都市に関する総合的な研究の推進
④他の研究機関との連携

３　社会貢献に関する目標
３－１　地域貢献 Ｐ１１
（１）地域貢献の推進体制
（２）地域貢献の活性化
①人材の育成
②高校等との連携 Ｐ１２
③地域社会との連携
④産業界との連携 Ｐ１４
⑤都市・大阪のシンクタンク

３－２　国際貢献
（１）国際貢献の基本方針 Ｐ１５
（２）国際貢献の実施体制

中期目標・中期計画の主な項目と概要
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１　教育に関する目標

（ア）前期博士課程

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

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

ア　学士課程
　優れた専門性、実践性及び国際性を有し、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。

イ　大学院課程

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

②アドミッション・ポリシー（学生受入方針）

１　教育に関する目標

　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。

　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。

（２）教育の内容

平成１８年４月１日から平成２４年３月３１日まで

（１）教育の基本方針
　大阪市立大学における教育は、都市・大阪を背景とした市民の大学という理念に立脚しつつ、人類の
幸福と発展に貢献するため、さまざまな分野において指導的役割を果たし、社会で活躍する人材を育
成することを目標とする。

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

（ウ）専門職学位課程

（２）教育の内容

①人材育成の目標

　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。

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

中期目標・中期計画の主な項目と概要

前文
　公立大学法人大阪市立大学は、次の理念に基づき、大阪市立大学の設置及び管理を行う。

Ⅰ　中期目標の期間

１　大阪市立大学の理念

２　大学経営の理念

　優れた人材の育成と真理の探究という大学としての普遍的な使命を果たすとともに、人とその活動が集
積する都市を学問創造の場としてとらえ、都市の諸問題に英知を結集して正面から取り組み、その成果
を都市と市民に還元することにより、地域社会ひいては国際社会の発展に寄与する、市民の誇りとなる
大学を目指す。
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評価指標

新規 ・競争率（倍率）
・合格率
・合格者の入学率
・受験者、合格者のセンター試
験における水準

継続

・オープンキャンパスの実施日
数
・進学ガイダンスの実施回数
・新聞社等の進学説明会等への
参加回数

評価指標

・実務経験者による講義科目の
設定状況
・参加型教育の実施状況

・他学部の専門科目履修による
単位認定の状況
　受講状況
　科目数、学生数

継続

新規

・カリキュラムの編成と履修モデルの作成（平成２２年度まで）

・実務経験者による講義科目の充実
（１８年度着手）
・参加型の教育の促進
（１８年度着手）
・総合大学のメリットを生かした幅広い専門知識の修得（１
８年度着手）
・他学部専門科目の履修に資する情報提供
（１８年度着手）

・初年次教育について、高校と連携を強化

・全学共通教育と専門教育との有機的連携について調査、研究

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

＊入学者選抜制度の改善

＊広報活動の強化

　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。

④学部教育

＊学部教育の充実

＊外国語教育の強化

・外国語による募集要項

（２）教育の内容

新規

・大学コンソーシアム大阪による大学フェアへの参加
（１８年度実施）

・選抜制度ごとの追跡調査（１８年度実施）、検証
・選抜制度の改善・充実（平成２０年度以降）

○各学部・研究科の人材育成の目標像、アドミッション・ポリシー（別紙）
・ホームページ等で公開するとともに、各種の媒体を通じて企業や高校等に周知する。

（２）教育の内容

　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。

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

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

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

③入学者選抜
　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。

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標
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・英語による授業の実施状況

・外国語による授業の実施状況

評価指標

新規

・分野横断型履修の状況
　科目数、学生数
・他大学、他研究機関との単位
互換の状況
　相手先大学、機関数
　科目数、学生数

継続

評価指標

継続

評価指標

継続

＊シラバスの充実

＊学部教育の充実

新規

・選択科目等の主体的選択
・シラバスの記載項目の統一
（授業内容、授業の進め方、獲得目標、成績評価の方法な
ど）（１８年度着手）

・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（１８年度着手、１９年度実施）

○中期計画の主な項目及び概要

・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
（１８年度着手）

・看護学研究科の新設の検討（２０年度を目途に１８年度着
手）

新規

・全ての学部・研究科のシラバスをホームページに掲載

＊社会人教育の強化

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

１　教育に関する目標

⑥社会人教育

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

（２）教育の内容

＊大学院教育の充実

新規

・（全学共通教育）ＴＯＥＦＬ、ＴＯＥＩＣ等での単位認定（平成１９年度
から）
・ＴＯＥＩＣ６５０点（相当するＴＯＥＦＬ，英検の成績）
以上の者について、単位認定を検討
（１８年度着手）

・全学共通教育の英語の授業改革
（１８年度着手）

・外国語による授業の充実
（１８年度着手）

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

⑤大学院教育

（２）教育の内容

１　教育に関する目標

　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。

・学際的な教育の推進

・分野横断型の履修拡充（平成１９年度を目途に検討、１８
年度着手）
・他大学等との単位互換制度の拡充
（平成２０年度を目途に検討）

＊授業形態、学習指導法等

・プロジェクト型の研究や夜間開講授業、実務型授業、短期集中授
業などの実施
・弾力的なカリキュラム・時間割の編成
・大学院における長期履修学生制度の導入

＊高度専門職業人教育の拡大
・リカレント教育などのカリキュラム編成について実情調査

新規
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・情報機器の活用状況

新規
・授業評価アンケートの実施回
数、回答状況

・大学院学生の学会での発表状
況

新規
・実務家や企業との連携状況

評価指標

・ＧＰＡ制度の実施状況

新規

評価指標

新規

・学位論文の審査手続・審査基準の明確化とその公表
（１８年度実施）

＊全学での取組
・学生による授業評価の全学的かつ継続的な実施
（１８年度着手）
・適切な授業評価のあり方の検討

○中期計画の主な項目及び概要

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

継続

・各科目の目標達成度や学生の理解度の点検

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

新規

・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（１８年度着手）

・授業評価アンケートなどを通じて効果を検証
（平成19年度以降）

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

・高度専門職業人にふさわしい授業形態、研究指導方法の開
発、実施（１８年度着手）

＊高度専門職業人教育の充実

継続

継続

・授業評価アンケートの実施や指導方法の検討

・学位論文提出ガイドラインの検討
・学生の共同研究への参加の促進
・学会・研究会での発表の支援

＊大学院教育の充実

新規

・インターネットなどによる授業時間外における予習・復
習・補習・質問（１８年度着手）

・オフィスアワーの活用

・成績評価の実態調査（１８年度実施）
・適切な成績評価の方法の開発

⑧教育力の向上

１　教育に関する目標

・少人数教育を重視し、双方向型授業を拡充

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（２）教育の内容

　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。

１　教育に関する目標

・複数の教員による指導体制の整備

○中期計画の主な項目及び概要

⑦厳正な成績評価

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

（２）教育の内容

＊学部教育の充実

＊大学院教育の充実
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継続

・ＦＤ研究会の開催回数、参加
人員
・公開授業の実施回数、参加人
員
・ＦＤワークショップの開催回
数、参加人員

継続

新規

・授業評価アンケートの実施回
数、回答状況

継続

評価指標

・在学者数
・進級率（留年率）
・卒業者数
・就職率
・進学率
・就職した者の進路
・進学した者の進路

継続

継続 ・ＪＡＢＥＥの受診状況

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

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

○中期計画の主な項目及び概要

・公開授業の実施
・ワークショップ
・外部の専門家を招いての公開講座

・学生による授業評価などによる教員の授業改善方策の具体
化（１８年度着手、２０年度実施）
（現状）
・授業評価アンケート
　平成６年度以降毎年実施
 （全学共通教育）
・優秀な教育活動に対する表彰制度の検討
（１８年度着手）
・教育上の効果の客観的評価の検討
（１８年度着手）

＊追跡調査の実施

＊授業の改善

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

＊外部評価の活用

新規

・調査にかかる既存の資料の活用

・学生の入学時から就職後に至るまでの追跡調査
（１８年度着手、平成２１年度まで実施）
・選抜方法と入学後の成績の関連の分析
（平成２０年度まで）

・分析結果をもとにした全学レベルでの改善
・教育点検システムの構築

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（２）教育の内容

１　教育に関する目標

・ＪＡＢＥＥ（日本技術者教育認定機構）などの外部評価の活用

　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。

⑨教育の成果の検証

①教育組織の整備

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

　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。

　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。

（３）教育の実施体制

１　教育に関する目標
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評価指標

新規
継続

新規
継続

評価指標

評価指標

新規

継続

・所有図書の冊数
・利用状況

評価指標

新規

継続

（４）学生への支援

③教育施設及び設備の整備

○中期計画の主な項目及び概要

・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（１８年度着手）

＊教育の支援機能の充実

＊ITの活用
・ＩＴを活用した履修案内等の通知

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

○中期計画の主な項目及び概要

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

・インターネットを利用した公開授業のための設備整備（平成１９年
度着手）

・教務関係データの相互活用による教育活動の改善

・教員のＩＴ活用能力の向上（１８年度着手）
・情報技術に精通した専門的職員の採用を検討

　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。

（３）教育の実施体制

○中期計画の主な項目及び概要

新規

・文部科学省などの支援を得て形成された教育体制の維持、
支援（１８年度着手）

　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。

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

・体育学研究室を都市健康・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

＊教育の実施体制にかかる特記事項

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

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

○中期計画の主な項目及び概要

②ＩＴ（情報通信技術）の活用

＊全学共通教育と専門教育の有機的連携

＊大学教育研究センター

・全学共通教育と専門教育との有機的な連携
教育関係 委員会 見直

（３）教育の実施体制

・教育推進本部の新設（１８年度実施）

・適切な成績評価のための改善策の提示
・各学部・研究科と連携した種々の調査研究の推進

①学生支援体制の整備
　学生への支援を充実し、強化するための体制を整備する。
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資料８

評価指標

継続

評価指標

・担任制度の実施状況

・オフィスアワーの実施状況

評価指標

・カウンセリングの受診
　件数等

新規

・相談担当教員の配置と定期的な懇談の場を設置

・全教員によるオフィスアワー
（現状）
オフィスアワー
　月1、2回程度
・チューター制度

新規

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

＊学習相談・助言の充実

・履修ガイダンスの充実

○中期計画の主な項目及び概要

＊学生支援体制の充実

・学生のニーズ、窓口担当者などの意見を集約し、支援施策に反映

新規

・学生に対する全学的な相談窓口（電子メールを含む。）の
設置（１８年度着手）

・学科・専攻ごとの学習相談・支援窓口の設置

（４）学生への支援

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要
＊キャンパスライフの充実

・奨学金、授業料減免、アルバイト、消費生活問題などの情報の提供

・授業料等の減額、免除のあり方の検討
・クラブ･サークル活動の奨励

継続
・学生の定期健康診断受診率の向上
・カウンセラー相談体制の充実

（現状）
学生の健康管理
　週４日のカウンセリング

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（４）学生への支援

（４）学生への支援

１　教育に関する目標

１　教育に関する目標

③学生生活の支援

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

・成績優秀な学生に対するインセンティブの付与
（１８年度着手）

・地域連携のボランティア活動についての広報の強化
・都市健康・スポーツ研究センター(仮称)が行うクラブ、サークル活
動支援の充実

・学習目的に応じた履修モデルの提示
（１８年度着手、平成２０年度までに実施）

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

・進路等の相談体制の整備
・各学部・研究科における学習相談窓口

②学習の支援

１　教育に関する目標

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

継続

　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。
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資料８

評価指標

・インターンシップ等の状況
・就職ガイダンスの実施回数、
参加人員
・卒業生による会社説明会の実
施回数、参加人員
・就職相談の実施状況

　

評価指標

④進路選択の支援

新規

・研究推進本部の新設
（１８年度実施）

・情報収集、研究計画の立案、研究の実施にかかる共同作業
に教員と職員が一体となって取り組む体制の構築
（１８年度着手）

①大学の特色となる研究の推進

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

　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。

＊研究体制の整備

新規

・キャリア形成支援プログラムの開発・導入
（１８年度着手）
・起業・NPO設立に関する支援体制の創設

・就職情報ページの設置
（１８年度実施）
・複数の資格取得の可能性の検討
（平成１９年度以降）

○中期計画の主な項目及び概要
＊キャリア形成支援

継続

・卒業生の就職先の把握と記録
・インターンシップ制度の充実
・講演会、体験報告会、会社説明会などの充実

（現状）
・就職ガイダンス
　平成１６年度　２８回
・卒業生による会社説明会
　平成１６年度　１５０社
　　　　　　（５３９９人参加）
・就職相談
　平成１６年度　３６４人

（２）研究の実施体制

③産業の諸分野との連携

②地域社会との連携

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

２　研究に関する目標

　新しい知の創造を目指し、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。

（１）研究の基本方針

①卓越した研究拠点の形成

　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。

２　研究に関する目標

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

○中期計画の主な項目及び概要

　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。

8 / 21 ページ



資料８

・重点配分予算の確保及び執行
の状況

評価指標

新規

評価指標

評価指標

継続

評価指標

・特色ある研究体制の構築（重点研究、都市問題研究、新産業創生
研究など）

・大学の特色となる研究に対する重点的予算配分
（現状）
学長裁量経費
　平成１３年度から　研究費の５％
全学的共通経費
　平成１４年度　　　研究費の１０％

＊他の研究機関との連携

○中期計画の主な項目及び概要

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

○中期計画の主な項目及び概要

２　研究に関する目標

（２）研究の実施体制

③都市に関する総合的な研究の推進

＊研究科長の裁量権の確立
○中期計画の主な項目及び概要

２　研究に関する目標

○中期計画の主な項目及び概要

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

新規

②各研究科における研究の推進

　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。

（２）研究の実施体制

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

（２）研究の実施体制

＊研究の活性化

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

・都市研究プラザの新設
（１８年度実施）
・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

＊研究の支援

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

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

　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。

継続

・各研究科の研究予算に対する研究科長の裁量権の確立
（現状）
研究科長裁量経費
　平成１３年度から
　各部局の研究費予算の５％

＊都市研究プラザの新設

④他の研究機関との連携

２　研究に関する目標
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資料８

・著名研究者の招聘状況
・学会、国際会議、シンポジウ
ムの実施状況

・女性研究者の比率

・外部資金による雇用の状況

・ポスドクの雇用状況
　研究分野、人員
・若手研究者への助成の内容

・他の研究機関との連携状況

評価指標

・外国語の目次、サマリーの実
施状況

継続

継続
・外部委員によるピアレビュー
の実施状況

評価指標

・ホームページでの公開状況

・研究施設設備の共同利用を推進
・大阪市の他の研究機関との連携強化。

新規

継続

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

・大型実験施設の集約化

○中期計画の主な項目及び概要

・研究紀要等に外国語のサマリーや目次を設ける
（１８年度着手）

・研究紀要等の信頼性の向上のための査読体制の確立

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

＊研究成果の公表

新規

・学会、国際会議、シンポジウムなどへのバックアップ体制の確立
・研究支援課の新設（１８年度実施）

新規

・若手研究者への研究支援として海外派遣制度の充実
（平成19年度から）

・最先端の研究を促進しうる支援の仕組み
・外部資金での研究者及び補助者の雇用
（１８年度実施）

・女性研究者の支援を図る体制整備

○中期計画の主な項目及び概要

・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

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

＊研究の水準・成果の検証

・国内外の著名研究者や若手研究者の招聘を促進

・若手研究者への研究支援としてポスドク制度などの確立

継続

新規

・修士論文・博士論文のタイトル・内容をホームページで公開
・教員の研究業績等の情報の公開
（著作権や特許などの知的財産権の取扱いに配慮）
・大阪市立大学シーズ集の発刊（１８年度実施）

＊研究基盤の整備

＊多面的な検証

＊外部委員による評価

・研究の先進性・萌芽性、研究を推進するための組織の構
成、研究成果の社会に対する影響の度合いなどの多面的な検
証（１８年度着手）

＊情報の発信
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資料８

・貴重資料〈史料）、希覯書の
電子化状況

状
継続

・国際学術シンポジウムの開催
状況

新規

新規

・外国語による情報発信の実施
状況

評価指標

新規

継続
・情報発信の状況

新規

評価指標

評価指標

新規

継続

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

＊地域に貢献する人材の育成

・生活科学研究科内に地域交流室を設置
（１８年度実施）

・市民の生活の質を向上するためのQOLプロモーターの育成プログ
ラム開発

・各学部・研究科における推進体制の充実
（平成１８年度実施）
・地域住民の療養生活に対する看護支援体制の構築の検討

＊すぐれた教育研究拠点の形成

・２１世紀ＣＯＥプログラムなどによる研究教育拠点の維
持、支援（１８年度着手）

・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

３　社会貢献に関する目標

・国内外の学会、国際会議での発表

・環境問題、絶滅危惧種の保全などへ積極的に提言
（１８年度着手）

・研究成果の外国語による情報発信の増加
・海外への魅力のあるコンテンツの充実
（１８年度着手）

＊研究体制にかかる特記事項

＊理学部附属植物園
○中期計画の主な項目及び概要

３－１　地域貢献

　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。

（１）地域貢献の推進体制

＊国際的な情報発信

・学部・研究科に広報委員を置く。
・各種メディア向けの広報スタッフ（あるいは部署）を置
く。（１８年度着手）

　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。

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

３－１　地域貢献

＊地域貢献推進体制の整備

新規

・地域貢献推進本部の新設（１８年度実施）
・教職員が一体となった推進体制の整備

①人材の育成

（２）地域貢献の活性化

・市民講座や公開講座などを通じた地域への情報発信の積極
化（１８年度着手）

・大学が有する貴重資料（史料）や希覯書の電子資料化の推進

＊情報発信体制の整備

11 / 21 ページ



資料８

評価指標

新規

継続

・高校との双方向連携の実施状
況
　出張講義
　公開講義
　意見交換
　研究室見学
　学部情報の発信

評価指標

・法律相談の件数、内容

・ＮＰＯ，ＮＧＯとの連携状況
・ボランティア等の実施状況
・児童・家庭相談の件数、内容

・各種審議会等委員の受嘱件数

継続

評価指標

・地域住民を対象とした各種の相談
（現状）
（生科）児童・家庭相談
 平成１５年度
　１２９　件
　（延べ　１５５８　件　）

・自治体などの各種審議会等への参画の促進

・より専門的な研究成果を市民に還元
・エクステンションプログラム等の検討（１８年度着手）

＊高校等との連携

②高校等との連携

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

３－１　地域貢献

・市民を対象とした無料法律相談所、中小企業支援法律センターな
どの推進
（現状）
（法）法律相談
　平成１５年度　３２８件

・全国の高校への学部情報の発信と情報収集

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

＊地域社会等との連携・協力等

継続

③地域社会との連携

○中期計画の主な項目及び概要

３－１　地域貢献

（２）地域貢献の活性化

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

・最新の研究成果や図書などの情報を、各種媒体を活用して積極的
に情報発信

＊公開講座等

・地域振興のためのNPO・NGO活動への協力支援
・地域の小・中学校と連携し、総合的学習の時間などに協力

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

＊地域との連携、地域の活動への参画

新規

＊生涯学習の支援

＊情報の発信

・公共図書館、専門図書館等との情報検索や相互貸借など相互協
力の推進

・大阪市内のスポーツ関連諸機関、施設、クラブと連携した
健康増進事業の支援（１８年度着手）

・地域の科学・技術の振興と自治体政策課題への参画

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

　高度な専門的知識やアイデアを市民や社会に提供する。

　ＩＴ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。

（２）地域貢献の活性化

12 / 21 ページ



資料８

・生涯学習等関係後援会の開催
状

･公開講座の実施状況

・映像記録の提供状況
・公開講座等の開催回数、参加
人員
　　公開講座
　　高校生講座
　　市民講座
　　市民医学講座

・図書市民利用制度　登録者

・科目等履修生
　　学生数
・研究生
　　学生数

評価指標

新規

継続

・インターネット講座の実施講
座数、取組教員数、受講人員

・科目等履修生、３年次編入学の積極的受入れ
（現状）
・科目等履修生
　平成１６年度　６８人
・研究生
　平成１６年度　１４１人

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

＊ＩＴの活用

（インターネット講座等）

継続
・学術情報総合センターの図書市民利用制度の拡充
（平成２０年度まで）
（現状）
図書市民利用制度　登録者
　平成１７年３月末
　２８４５　人数

・地域の科学技術の振興
・ホームページに科学に関する相談窓口を設置（１８年度着
手）

・大阪市等の生涯学習担当部局等と共同

・社会人学生に対するきめ細かな対応（１８年度着手）

・健康・スポーツ・身体運動に関連した公開講座の開設（１
８年度着手）

・公開講座などの映像記録の提供（１８年度着手）
・公開講座の充実（平成19年度を目途）
（現状）
・公開講座等の実績
公開講座　（平成１６年度）
　延べ　１１９　回
　延べ　１２４８８　人
高校生講座　（平成１７年度）
　４　回　１５５　人
市民講座　（平成１６年度）
　６　回　延べ　７４３　人
市民医学講座　（平成１６年度）
　１０　回　１５６３　人

○中期計画の主な項目及び概要

④産業界との連携

　地域経済に貢献するために、関西を中心とした企業、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。

新規 ・多様な生涯学習支援の方法を検討
・住民の相互学習の促進

（２）地域貢献の活性化

３－１　地域貢献

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

・「誰でも、いつでも、どこでも学習」システムの検討
（１８年度着手、平成19年度を目途）

・授業科目の拡充の検討
（平成19年度まで）

（現状）
インターネット講座
　平成１６年度
　１１　講座
　延べ　７１４　人
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資料８

評価指標

・外部からの依頼の件数等

・大学発ベンチャーの状況

・共同研究、講演会、シンポジ
ウム、セミナーの実施状況

・製品開発の取組状況

新規

継続

・産学連携データベースの登録
教員数、登録件数、アクセス件
数

評価指標

新規

・現場プラザの設置件数等

評価指標

新規

継続

＊都市研究プラザの新設

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

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

・健康・予防医療ラボラトリーの充実
・大阪市立環境科学研究所との連携
・企業との製品開発の活発化

⑤都市・大阪のシンクタンク

３－１　地域貢献

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

・経済団体、官公庁との連携強化

・医薬品・食品効能評価センターの整備・充実

＊新産業創生研究

＊データベースの充実

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標

（２）地域貢献の活性化

・測定、解析、装置制作等の受入れの拡充

・知的財産権に関する専門分野の教員の協力体制の整備（１
８年度実施）

・大学発ベンチャーの推進

・大阪市立大学産学連携データベースの充実
・大阪市立大学研究者要覧の充実
（現状）
産学連携データベースの登録
　平成１７年１０月現在
　全学　２７９人 577件
 （全教員の３３％程度）
　アクセス件数１０２５０件
　　　　　　平成１６年度）

・大阪市立大学シーズ集の刊行（１８年度実施）

○中期計画の主な項目及び概要

　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。

３－２　国際貢献

（１）国際貢献の基本方針

○中期計画の主な項目及び概要

　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。

○中期計画の主な項目及び概要

＊国際交流の活性化

＊研究交流

　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。
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資料８

・海外からの客員研究員の受入
数
・市立大学在外研究員数
・その他の海外出張者数

・大学間学生交流の相手国数、
大学数、学生数
・学部間学生交流の　相手国
数、大学数、学生数
・国際シンポジウムの開催状況
・国際共同研究の実施件数

・留学生の受入れ
　　相手国数
　　学生数
・外国語ホームページの実施状
況
　外国語数

新規 ・公開状況

評価指標

新規

・国際的な相互理解、情報の交流による研究ネットワークの形成
・外国の提携先大学との共同研究の検討
（１８年度着手、平成２０年度までに結論）

（現状）
・海外からの客員研究員の受入
　平成１６年度　１９か国　４９名
・市立大学在外研究員
　平成１６年度　５２名
・その他の海外出張者
　３７５名

・イギリス・ロンドン大学との交流の促進
（１８年度実施）

・国際共同研究の推進
・国際シンポジウムの継続的開催
（平成18年度以降も）
・２１世紀ＣＯＥ都市文化研究センターの活用
（平成18年度以降）

（現状）
・大学間交流
　研究交流　７カ国　９大学　９件
・学部間交流
　研究交流　２カ国　２大学　３件
・ゲストハウスの利用
　平成１６年度
　１６１人　延べ６３５２泊

・韓国の全南大学、中国の上海財経大学との共同研究プロジェクト
の推進
・ドイツ・フライブルク大学との日独シンポジウムの充実
・国際的に共通する都市の課題に関する本学独自の研究の推進
・国を越えて活躍できる人材の育成

・学生の海外派遣を推進・支援する仕組みの整備
（１８年度着手）
・留学生の受入れ体制の整備
・学内共同利用施設の外国語版案内、ホームページの作成
（１８年度着手、２０年度実施を目途）

（現状）
・大学間学生交流
　６カ国　８大学
　　派遣　１１人　受入　33人
・学部間学生交流
　４カ国　５大学
　　派遣　１１人　受入　34人
・留学生の受入れ
平成１７年１０月現在

２８０ 名
・学生交流ボランティア組織への支援を拡充

○中期計画の主な項目及び概要
＊国際貢献の推進体制

（２）国際貢献の実施体制

３－２　国際貢献

・世界各地域へ向けた情報発信

＊学生交流

　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。

＊情報発信

新規

継続

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標
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資料８

新規
・外国語に堪能な職員の採用状
況

評価指標

評価指標

・研修トレーニングセンターの
利用状況
・専門医育成研修、生涯教育プ
ログラムの受講状況
・研修の実施状況

新規

継続

・専門技術研修プログラムの整備・充実（平成２１年度より）

・研修トレーニングセンター（仮称）の設置
（１８年度着手、１９年度実施）

・国際学術交流、学生交流の体制整備
（１８年度着手）
・外国語に堪能な職員の採用

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

　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。

・地域医療を担う医師を対象とした専門医育成研修・生涯教育プロ
グラムの充実（平成２１年度以降）
・医の倫理、医療安全等の研修

・卒後臨床研修センターの充実

新規

・病院運営の迅速・効率化
・病院長の専任化（１８年度実施）
・病院長の権限強化と病院長支援体制の整備
（１８年度実施）

・電子カルテ等の情報システムの整備（平成１９年度から）
・臓器別・疾患別診療体制、管理体制の整備
（平成２１年度に）

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

（１）附属病院の基本方針

４　附属病院に関する目標

・業務改善等に職員が直接的に参画できる体制の整備
（平成１８年度着手）

　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。

４　附属病院に関する目標

　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。

（２）附属病院の運営体制

・災害発生時等、緊急時における医療体制の整備・充実
（１８年度着手、２１年度以降実施）

・患者の立場に立った支援体制の整備
・アメニティを重視した医療環境の整備

・地域医療機関等との連携・交流の充実（平成21年度以降）

継続 ・医療資源の有効利用
・管理会計システムの整備（平成２１年度に）

・大型機器等の整備・保全
・職場環境の整備

　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。
　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。

　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。

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

＊臨床教育、臨床研究

＊臨床教育
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資料８

継続

評価指標

新規
・教員数
・職員数

新規

継続

新規

評価指標

新規
・職員の研修等の実施状況

評価指標

・特任教員、博士研究員の雇用
状況

継続 ・特任教授、博士研究員の活用

新規

・職員の大学運営への直接的参画（１８年度実施）
・職員の能力向上を図る体制整備（１８年度着手）

＊教育研究支援体制の整備

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

・サバティカル制度（教員）
（１８年度着手）
・能力開発のための長期研修制度（職員）
（１８年度着手）

新規

・健康・予防医学研究、治験体制の充実
・産学連携による共同研究の推進

＊組織編成の基本方針

＊臨床研究

新規

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

＊多様な人事制度

＊長期研修制度等

・任期制教員の検討
・特任教員の順次導入（１８年度実施）
・非常勤講師の活用（１８年度実施）

・大学運営（経営）専門職員の育成・確保
（１８年度着手）

・トランスレーショナルリサーチ(先端医療研究と臨床応用の
迅速な連携)の推進

・ユビキタス医療システムの研究（平成21年度以降）

○中期計画の主な項目及び概要

３　予算制度の改善

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

＊大学院教育

　教育研究及び社会貢献に係る支援体制の充実を図る。

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標
１　教育研究体制等の改善

（１）柔軟な組織編成

　教育研究体制及び支援体制について柔軟な組織編成を行う。

・教職員が一体となった柔軟な組織編成と人員配置
（１８年度着手）

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

（２）教育研究等の支援体制の充実

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

＊全学共通教育

１　教育研究体制等の改善

・全学協力体制の実現
（平成20年度から）

・全学的見地から継続的に検討

・科目・担当者等の見直し（平成18年度以降）

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

17 / 21 ページ



資料８

評価指標

新規

継続

新規

継続

評価指標

新規

評価指標

新規

・アウトソーシングの実施状況

継続

評価指標

（１）サービス機能の強化

○中期計画の主な項目及び概要

＊学生納付金等

・業務執行の調査・分析

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

　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。

４　業務執行の改善

・教育推進本部、研究推進本部による全学共通経費の効果的
な配分（１８年度実施）
（現状）
全学的共通研究経費
　平成１４年度から
　更に研究費の１０％

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

＊サービス機能の強化

＊業務の効率化

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

４　業務執行の改善

１　自己収入の改善

・研究科長の裁量による予算配分と執行
研究科長裁量研究経費
　平成１３年度から
　研究費の５％

＊研究科長の裁量の拡大

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標

・施設維持や光熱水費等は全学共通経費
（１８年度実施）
・管理運営にかかる情報の集約による効率的な運用
（１８年度着手）

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

・大学の特色となる教育・研究に対する戦略的・重点的予算配
分
（現状）
学長裁量研究経費
　平成１３年度から
　研究費の５％

＊戦略的予算配分

　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。

＊全学共通経費

・柔軟な業務執行体制の構築（アウトソーシングを含む。）
（１８年度着手）

　定型的な事務等の効率化を推進する。

（２）業務の効率化
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資料８

新規

継続
・授業料、入学料、検定料の収
入状況
・その他の自己収入の状況

新規

継続

・科学研究費補助金
　　申請件数
　　申請教員数
　　獲得件数
　　獲得金額

新規

継続

・共同研究
　　件数
　　教員数
　　金額
・受託研究
　　件数
　　教員数
　　金額
・教育研究奨励寄附金
　件数
　金額

新規

継続

評価指標

・事務等の経費の節減の状況
・省エネルギーによる経費の節
減の状況

評価指標

継続

新規
・資産の運用・管理の集約化（１８年度着手）
・全学的視点での施設の有効活用の推進

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

新規

継続

・管理会計の手法を導入
・予算管理単位ごとのコスト把握
・予算配分への反映

・経費区分に応じた目標の設定（１８年度着手）
・事務の集約化・標準化・情報化
・省エネルギー活動の推進

・効果的・効率的な申請支援体制、事務体制の強化
（１８年度実施）

＊科学研究費補助金等

＊共同研究、受託研究、寄附金等

・エクステンションプログラム等の提供
（１８年度着手）

・適正な学生納付金の設定

・適切な管理・運用体制の整備
（１８年度実施）

・知的財産取扱いポリシーの整備

２　経費の抑制

　大学経営全般を点検し、効率的な業務運営により経費の節減を図る。

＊知的財産

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

・申請件数の増
・公募型研究に関する情報収集
・学内での情報の共有化

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

・産学官連携推進体制の強化
・柔軟な組織の構築

・産業界等に対する情報収集
・学内への周知の徹底

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

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標

○中期計画の主な項目及び概要

　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。
３　資産の活用

・継続的な施設の点検と評価

○中期計画の主な項目及び概要
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資料８

評価指標

新規

評価指標

新規

評価指標

評価指標

継続

新規

継続

評価指標

・個人情報取扱指針・ガイドラインの制定
（１８年度実施）

・適切な個人情報の取扱い

○中期計画の主な項目及び概要

２　情報公開等の推進

＊大学の活動情報の公開

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

＊人権の尊重

＊コンプライアンスの確立

＊個人情報の保護

・人権尊重の視点に立った全学的な取組の一層の推進

・大学としてのコンプライアンスの確立
（１８年度着手）

新規
・「大阪市立大学研究・教育倫理綱領」（仮称）を策定する。

新規

・自己点検・評価報告書に中期目標・中期計画に掲げる事項の達
成度を明示
・評価結果の公表

・部局の改善活動の奨励、支援
・評価結果に基づいた改善勧告

新規

・各部局に評価委員会を設置（１８年度実施）
・全学評価委員会の設置（１８年度実施）

・各専門分野に適合した多元的な評価項目の設定
（１８年度実施）

・部局の自己点検・評価に基づく全学での自己点検・評価

・学外者及び学生の意見を聞く。
・認証評価機関の評価（6年に一度）

＊評価組織

＊評価項目

○中期計画の主な項目及び概要

＊実施方法

新規

＊自己点検・自己評価

・教育実績評価の確立（１８年度着手）
・総合的な視点に基づく、教員の業績評価及び各部局の自己
点検・評価（１８年度着手）

○中期計画の主な項目及び概要

＊教員の業績評価制度の確立

１　評価制度の確立

　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。

Ⅴ　自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項

１　人権の尊重及び法令の遵守等
　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。

○中期計画の主な項目及び概要

○中期計画の主な項目及び概要

　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。
２　改善の実施

　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。

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標
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資料８

継続

新規

新規

評価指標

継続

新規
継続

評価指標

新規

継続

新規

・学生実験マニュアルの作成、指導（１８年度実施）
・安全確保ガイドラインの作成
　（１８年度実施）

＊事故防止

＊学生等の安全確保等

・情報処理・ネットワークシステムの見直し

・施設マネージメント・システムの構築
（１８年度着手）

・省資源・省エネルギーシステムの導入

・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（１８年度実施）
・業務執行上の安全・衛生の確保

○中期計画の主な項目及び概要

　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。

新規

・中期目標、中期計画、年度計画、財務内容、運営状況等の
公表（１８年度実施）
・大学活動の成果を評価指標とともに発表
・教員の活動実績にかかるデータの収集、蓄積と一元的管理
（１８年度着手）

４　安全の確保等

　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。

３　施設及び設備の管理、整備及び活用

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

＊施設等の整備

＊情報基盤の整備・活用

＊施設等の有効活用及び維持管理

・施設の点検・評価

・学術情報総合センターの助言、指導

・施設の整備計画策定（１８年度着手）

Ⅵ　その他業務運営に関する重要目標

新規

新規

・教育・研究・社会貢献にかかる情報のデータベース化

・新たな長期計画の策定（１８年度着手）

・全学的広報活動の強化拡充のための体制整備
（１８年度実施）

＊長期計画の策定と公開

＊広報体制の整備

・スペースの再配分及び活用にかかるルール策定

○中期計画の主な項目及び概要
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