
番号・項目 中期計画 達成水準 備考

平成30年４月１日から平成36年３月31日
Ⅰ　教育研究等の質の向上に関する措置

１　教育に関する目標 １　教育に関する措置
（１）人材育成方針 （１）人材育成方針

・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、地域社会から、国際社会まで幅
広く活躍できる人材を育成する

１
大学および学部研究科の理念・目的の
設定と公表

さまざまな分野で指導的役割を果たし、地域社会および国際社会で貢献
できる人材を育成するために策定されている、３ポリシー（ディプロマ・ポリ
シー、カリキュラム・ポリシー、アドミッション・ポリシー）を恒常的に点検し、
必要に応じて改訂しつつ、各学位の質保証を図る。

・３ポリシーの点検と改定

（２）教育の内容 （２）教育の内容
　ア　学士課程における教育の充実 　ア　学士課程における教育の充実

・総合大学の強みを活かした幅広い学習
を推進し、教養教育から専門教育に至る
までの効果的な学修を促進する。

２
３ポリシーに基づく学士課程教育の改
革
『重点』

学士課程教育の主要な柱を構成する全学共通教育と学部専門教育の相
乗効果の増進を図りながら、３ポリシーに基づく全学的方針に沿って改革
を進める。初年次教育科目、総合教育科目、英語教育科目の刷新をはか
り、授業時間の弾力的運用やアクティブラーニングの促進等を通して、効
果的な学修をめざす。
また、グローバル教育のGC副専攻や、地域志向教育のCR副専攻など副
専攻制度についてカリキュラムと運営体制を検証し、改善を図る。

・初年次教育科目・英語教育科目・総合教育科目の改革案の
策定・実施
・学生アンケート等の結果による学修効果の検証および改善
策の策定・実施
・GC副専攻やCR副専攻の検証および改善策の策定・実施

　イ　大学院課程における教育の充実 　イ　大学院課程における教育の充実
・大学院教育の充実を図り、幅広い知識と
高度な専門性を兼ね備えた研究者や職
業人を養成する。

3
大学院課程教育の充実

大学院課程教育では、各研究科が行っている専門教育に加えて、研究倫
理の向上や多様なキャリア形成、グローバルなコミュニケーション力の獲得
等に資する大学院共通教育の充実を図る。

・大学院共通教育科目やプログラムの開発
・研究倫理教育の全学的実施
・グローバルコミュニケーション教育（英語教育）プログラムの
構築
・多様なキャリア形成プログラムの構築・実施
・院生アンケート等の結果による学修効果の検証および改善
策の策定・実施
・博士課程リーディングプログラムを通して、産業界に貢献で
きる人材の輩出

　ウ　社会人教育の強化 　ウ　社会人教育の強化
・社会ニーズに対応した高度な専門性を
有する社会人を育成する。

4
社会人教育の充実

社会人大学院として設置した都市経営研究科において、都市の諸課題を
解決する指導的人材や高度なプロフェッショナルを養成する。
科目等履修生制度や長期履修学生制度、研修生制度をはじめとして、社
会人が学びやすい柔軟な履修制度を維持、強化する。
知識や技能の向上を目指す社会人の要望に応えられるように、学習機会
増大のための仕組みを強化し、履修証明制度を利用した文化人材育成プ
ログラムや防災士育成プログラム等の一層の充実を図る。

・市民や自治体職員のリカレント教育への要望に応じる制度
（提供科目の見直し含む）の構築・実施
・既存の文化人材育成プログラムや防災士育成プログラムの
社会ニーズに応じた内容改善策の策定・実施

　エ　中等教育との連携 　エ　中等教育との連携
・中等教育機関と連携し、学修の動機づ
けや能動的学修等に協力することにより、
大学教育につながる一貫した人材育成を
支援する。

5
中等教育との連携

連携協定校・特色ある教育推進校（SSH、SGH）等、地域の中等教育機関
との連携を強化し、広く大学の知に触れる機会を充実させることで、課題
解決力や国際力豊かな人材育成に寄与する。

・教育推進校（SSH、SGH）等のニーズに応える内容改善や新
規プログラム等の実施

（３）グローバル人材の育成 （３）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・活用力を備えた国際
社会で活躍できる人材を育成する。

6
グローバル教育の改善
『重点』

英語教育の強化のための年度ごとの方針、ICTの活用、GC副専攻の運用
のあり方などを検討し、英語の効果的学習の実現を図る。
短期・長期の留学による学修成果が卒業までのカリキュラムに有機的に組
み込まれるように、教育課程全体の改善を行う。
国際発信力育成のため、インターナーショナル・スクール等の拡充を図
る。

・英語の効果的学習実現策の策定・実施（ランゲージパス
ポート制度の導入や、より高度な英語の学びの機会の提供）
・学生アンケートや能力試験の結果に基づく効果の検証、お
よび改善策の策定・実施

中期目標

《資料１－１》



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
（４）教育の質保証 （４）教育の質保証

・教育の質の改善・向上を図るための体
制を強化するとともに、学習成果の多面
的な評価に基づいた教育の自己点検評
価を継続的に実施し、教育の充実に取り
組む。

7
教育の質保証

学士課程・大学院課程を通して、教育の内部質保証システムの機能強化
を図るため、学生・院生へのアンケート調査、統計調査をはじめとする教
学IRを充実させるとともに、教育評価に係る全学的な戦略のもとで３ポリ
シーに基づいた教育カリキュラムの検証と改善を行う。

・教育評価プランの作成と、それに基づいた調査の実施
・調査の結果の全学的な共有と、教育カリキュラムの検証と改
善策の策定・実施

（５）教育の推進体制 （５）教育の推進体制
・分野横断型の教育に対応しうる柔軟な
教育体制を構築するとともに、各組織の
機能充実を図る。

8
全学を横断する教育体制

学士課程・大学院課程を通して、教養教育を含む全学横断型教育の運営
母体（企画・実施・検証・改善の実施）を再構築するとともに教育体制・環
境を充実させる。

・全学的教育プログラムの運営母体の再構築（基幹教育機構
仮称の設置）
・教学ＩＲ機能を備えた組織（教育情報推進室仮称）の設置と
それに基づく教育の質保証システムの構築
・教育に関する外部資金事業を継続するための仕組みの構
築

9
FD・SD体制

ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラム・ポリシーに基づき、学生が十分な
学修成果を上げるために、全学的組織体制の支援のもとで、本学の「教育
改善･FD宣言」に則した、教育改善およびFD・SD活動の取組を効果的に
実施する。

・全学FD委員会などの実施体制の整備
・全学SD実施体制の整備
・教職協働によるFD・SDの実施

10
教育への支援

本学の３ポリシーに基づいて、地域社会・国際社会で活躍できる人材を育
成する教育を推進するために、教員の授業と学生の自律的学修を支援す
る。また、特に先進的で特色ある教育活動に対しては、財政的な支援を行
う。
修学上課題がある学生に対する修学支援の充実を図る。

・学修支援推進室を中心とする学修状況等の分析結果を踏ま
えた自律的学修支援・教材開発等の実施
・TA・SA育成プログラムをはじめとする教育支援の開発と実施
・AP事業（後継事業含む）の持続的実施
・学籍異動統計の整備

（６）学生受入方針 （６）学生受入方針
・高大接続や入試に関する国の改革の動
向も見据えながら、優秀な学生を受け入
れるための入学者選抜を実施する。

11
入学者選抜

高大接続改革の方針および入試制度等の変更を踏まえながら、入学者
受入れの方針(アドミッション・ポリシー)に沿った意欲のある優秀な学生を
受け入れるため、入学者選抜が有効に機能しているかどうかを常に点検
し、選抜方法の改善を図る。また、そのためにアドミッションセンター機能
の仕組みを充実する。

・入学者受入れの方針(アドミッション・ポリシー)及び入試方法
の継続的な検証、および改善策の策定・実施
・入試制度改革を踏まえた入試の実施
・優秀な学生を確保するための入試広報活動の実施
・インターネット出願の導入準備

（７）学生支援の充実 （７）学生支援の充実
12
経済的支援および学修奨励制度

成績基準等を重視する学修奨励制度について検討し実施する。関連して
授業料減免制度や市大奨学金制度について点検し再構築を図る。

・新たな学修奨励制度の導入、および、既存の授業料減免制
度と市大奨学金制度の再構築

13

課外活動支援 課外活動施設の利用方法を含め、課外活動団体に対する支援のあり方
について検討し再構築する。また、ボランティア活動の活性化策や学生ら
しいユニークな活動に対する支援制度を点検し実施する。

・課外活動予算や施設を効果的に活用する制度の構築・実施
・ボランティア活動など学生の自主性・自発性を引き出す支援
制度の実施

14

就職進路支援 就職・就業関連情報の提供および就職進路指導を充実させる。セミナー
等を拡充し、学生の就業に関わる諸制度についての理解を深める。

・大阪労働局提供の「労働法制セミナー」等の内容拡充プログ
ラムの構築・実施
・業界/企業ガイダンス/セミナーの充実、卒業生との懇談会の
実施
・就職に関する留学生ニーズの把握と、それに基づく支援策
の策定・実施

・学生のニーズを把握し、学習環境、キャ
ンパスライフ、地域貢献活動、就職活動、
メンタルヘルス等に関する取組を更に充
実させる。また障がいのある学生への支
援をさらに進める取組を行う



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
15
学生相談および学生の命を守る体制 学生の命を守るため各種取組みを充実させるとともに、多様な悩みを有す

る学生に対する相談窓口などの連携を強化する。
・学部・研究科と学生なんでも相談窓口、カウンセリングルー
ム、障がい学修支援室等の連携強化策の検討・実施
・AED・一次救命処置講習およびゲートキーパー研修等を充
実させるための方策の実施
・「相談学生のためのスペース」の確保

16
障がいのある学生への支援 障がいのある学生に対する配慮について、入学前、在学中、特に卒業前

といった各時点での支援策をトータルに提供する仕組みを確立するため、
学内各部署との連携、学外関係機関との連携を図る。

・障がいのある学生に対する教職員の理解を深めるための啓
発・研修など取り組みの実施
・障がいのある学生への学修支援の実施

２　研究に関する目標 ２　研究に関する措置
（１）研究水準の向上 （１）研究水準の向上

・高度研究型の総合大学として国際的に
卓越した研究力の強化を目指し、先端的
研究・異分野融合研究を推進するととも
に、都市にある総合大学としての強みを
活かし、これまで取り組んできた都市科学
分野の研究をより一層推進する。

17
研究水準の向上
『重点』

総合大学としての強みを活かした異分野融合研究・先端的研究を重点的
に支援し、研究力の高度化・国際化を図る。
次世代エネルギー、防災、健康科学、都市問題等の社会の発展に寄与
する都市科学分野の研究を推進する。

・次世代エネルギー、防災、健康科学、都市問題等の都市科
学分野をはじめとして、本学に強みのある研究領域への重点
的支援
・異なる研究科・部局横断的な異分野融合研究への重点的支
援
・国際共同研究の推進体制の構築

（２）研究体制等の整備 （２）研究体制等の整備
・研究力の分析・評価により、戦略的・効
果的に研究活動を支援するとともに、研
究活動に関する公表の促進、他の大学や
研究機関等との連携、分野横断的な研究
体制の構築等により研究力の向上を図
る。また若手研究者、女性研究者への支
援を充実させる。

18
研究推進体制

URAセンターを中心に本学の研究力を多面的に分析・評価する研究IRの
取り組みをすすめ、その成果を、研究力向上に向けた研究戦略の企画立
案や外部資金獲得等への活用を図る。
異分野融合研究を推進するとともに、他大学・研究機関等との連携・共同
研究を促進するため、都市研究プラザや複合先端研究機構等の分野横
断的な研究組織を活用する。

・科研費申請支援等、外部資金獲得のための各種支援施策
の実施
・IRによる大学の研究力の分析と、研究戦略の企画立案の実
施
・科研費申請率の向上：〔（継続課題のある専任教員数＋新
規申請した専任教員数）／全専任教員数〕 ≧ １
・都市研究プラザや複合先端研究機構等による異分野融合
研究の促進および他機関との共同研究の実施
・研究の可視化・連携を促進するプラットフォームの構築

19

若手・女性研究者等の支援 若手研究者、女性研究者等、多様な研究者を積極的・効果的に支援・育
成するため、さらなる環境整備を図る。

・URAセンター、女性研究者支援室等による研究支援活動の
実施
・戦略的研究経費等の活用による若手研究者支援の実施
・テニュアトラック制度や卓越研究員事業による若手研究者の
育成支援策の策定・実施

３　社会連携に関する目標 ３　社会連携に関する措置
(1) 地域貢献 (1) 地域貢献
　ア　シンクタンク機能の充実 　ア　シンクタンク機能の充実

・都市の成長と地域の発展に資するた
め、大学の知的資源を活用するとともに、
他の大学や研究機関等との連携を強化
し、その研究成果を社会に還元する。

20
シンクタンク拠点
『重点』

地域課題（ニーズ）と大学資源（シーズ）情報を集約し、大学・行政・研究
機関・企業等による対話の場を設定することで、組織的な連携や分野横
断型プロジェクトの編成促進を図り、地域課題の解決に貢献する。

・  課題に応じた分野横断型プロジェクトの編成
・  行政機関への施策立案・人材育成支援

　イ　大阪市との基本協定に基づく取組 　イ　大阪市との基本協定に基づく取組

・大阪のシンクタンク機能を果たすため、
大阪市との連携をより一層促進して、複雑
化・高度化する大阪の都市課題を的確に
捉え、その解決に取り組む。

21
大阪市のシンクタンク拠点
『重点』

多様化する社会問題を抱える大阪市のシンクタンク拠点として、本学の教
育・研究成果を活用し、行政機関等の施策立案および人材育成への支援
を充実する。

・  大阪市とのシンクタンク拠点としての取り組み



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
　ウ　地域における人材の育成 　ウ　地域における人材の育成

・地域に開かれた大学として、生涯にわた
る多様な学びを提供することにより、市民
に対し広く大学の知に触れる機会を提供
し、地域における人材育成を支援する。

22
地域における人材育成

幅広い専門分野を有する総合大学として、大学の保有する資源を有効に
活用し、市民の知的好奇心を高める多様なプログラムの実施等により、地
域における人材育成を支援する。

・市民の知的好奇心を高める多様なプログラムの実施

（２）産学官連携 （２）産学官連携
　ア　先端的研究分野での連携 　ア　先端的研究分野での連携

・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、
大学の研究力の向上を図るとともにイノ
ベーションを創出し、産業の発展に寄与
する。

23
先端的研究分野での産学官連携
『重点』

本学の多様な先端的研究シーズを活用したイノベーション創出をめざし、
関連産業との共同研究等を促進するとともに、技術インキュベーション機
能の強化を図り、産学官の連携を推進する。

・人工光合成研究センター等の先端研究分野や健康科学分
野での研究成果の社会実装体制の構築
・民間企業との受託・共同研究件数　6年間でのべ1200件以
上
・第3期末年度における外部資金獲得額　42億円以上

　イ　地域産業との連携 　イ　地域産業との連携
・地域経済の成長のため、研究開発や人
材育成等において、中小企業をはじめと
する地域産業との連携を強化する。

24
地域産業との連携

中小企業をはじめとする地域民間企業等の産業界ニーズに応じた共同研
究・受託研究を更に推進し、研究成果の社会実装を促進する。

・地域金融機関との連携による地域企業の課題解決支援
・民間企業との受託・共同研究件数　6年間でのべ1200件以
上（再掲）
・第3期末年度における外部資金獲得額　42億円以上（再掲）

（３）社会連携態勢の整備 （３）社会連携態勢の整備
・大学に求められる社会ニーズの把握に
努めるとともに、大学の知的資源に関する
情報の集積・発信を行い、社会ニーズに
積極的に対応する態勢を強化する。

25
社会連携活動の強化

地域連携センター、都市研究プラザ、都市防災教育研究センターなどの
社会連携に関連する本学の組織を通じて、大学に求められる社会ニーズ
を、行政機関をはじめ様々な地域社会を構成する団体から収集し情報を
共有し発信する。
本学が保有する社会連携に関する知的資源情報を集約し公表する仕組
みを構築する。

・社会連携活動にインセンティブを与える仕組みの構築
・関連する知的資源情報のデータベース化
・社会連携に関する知的資源情報の集約と公表

４　グローバル化に関する目標 ４　グローバル化に関する措置
（1） 国際力の強化 （1） 国際力の強化

・国際力の強化のため、海外の教育・研
究機関等との教育・研究における交流を
促進する。また留学生の受入を拡大させ
るなど学内のグローバル化を推進する。

26
国際連携活動の充実
『重点』

グローバル化を推進するために、海外の研究機関等との教育・研究交流
について、各種助成の実施や外部資金を活用して拡充を図る。
国際分野に関連する人員の配置などにより、国際センターの機能の充実
を図る。

・海外研究機関等との教育・研究交流の拡大、および、さまざ
まな国際交流企画の立案・実施
・グローバル化を支える国際センター職員のスキルアップ

27
学生の国際交流の拡充
『重点』

国内外における広報活動の強化や、受け入れ環境の充実により外国人留
学生の拡充を図る。
留学・研修機会の提供や海外研修についての魅力発信を強化することに
より、学生の海外派遣を推進し、グローバル人材の育成を図る。

・大学院における英語で学位を取得するコースの導入
・短期研修の企画・実施や、日本語学校や海外大学への広
報活動、留学生に対する環境改善など、外国人留学生獲得
策の計画・実施
・海外研修の機会や留学情報等の提供など、学生の海外派
遣にかかる計画・実施

５　附属病院に関する目標 ５　附属病院に関する措置
（１） 高度・先進医療の提供 （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。

28
医療機能の充実

病院長のガバナンスの下、特定機能病院かつ地域中核病院として医療環
境の整備と先進医療を推進しつつ、医療安全管理体制を確保し、患者本
位の安全かつ良質な医療を提供する。

・ハイケアユニット（高度治療室）等の整備
・認定倫理委員会ほか臨床研究法施行に伴う体制整備
・病院機能評価およびＩＳＯ15189等の外部認証評価受審
・特定機能病院間の新たな相互チェック体制の構築



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
（２） 高度専門医療人の育成 （２） 高度専門医療人の育成

・医学部附属病院として、人間性豊かで
時代の要請に応える高度専門的な医療
人材を育成する。

29
高度専門医療人の育成

国際的な感覚を持ち、チーム医療を実践する高度専門的な多職種の医
療人材を育成する。

・新専門医制度対応の専門医プログラムの策定および受入の
実施
・危機対応能力人材の育成（Ｈ30より年間5名）

（３） 地域医療及び市民への貢献 （３） 地域医療及び市民への貢献
・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、医療
を通じた地域貢献に積極的に取り組む。

30
地域医療および市民への貢献

地域医療機関との連携強化および市民への医療情報の提供等により、地
域医療および市民への貢献を推進する。

・附属病院版ＢＣＰ（事業継続計画）の策定とＰＤＣＡサイクル
を活用した改善の実施
・地域がん診療連携拠点病院の患者向けセミナー開催、がん
指導薬剤師等の育成
・造血幹細胞移植推進拠点病院支援センター機能等の地域
医療連携強化
・脳卒中二次救急の患者受入体制改善策の検討と実施
・ＭｅｄＣｉｔｙ21の市民ニーズに合った健診提供と継続的な啓
発の実施
・附属病院医療連携登録医の拡大（15施設）

（４） 安定的な病院の運営 （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。

31
安定的な病院運営

ICTを活用した効率的な病院運営、経営基盤の強化、コスト削減を推進
し、安定的な病院運営を実践する。

・病棟再編および伴う運営経費の適正化
・医療情報システムの更新および診療請求事務体制の構築
・老朽化に伴う病院基幹設備の更新
・安定的かつ効率的な病床運営の実施（平均在院日数およ
び病床稼働率指標の相互評価）

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関する措置
１　運営体制 １　運営体制

・戦略的・一体的な大学運営を引き続き
推進するため、理事長兼学長がリーダー
シップを発揮できる運営体制の一層の充
実を図る。

32
理事長兼学長がリーダーシップを発揮
できる運営体制の構築

既存組織運営の検証を行うとともに部局との連携を密にし、大学間競争を
勝ち抜くための理事長兼学長がリーダーシップを発揮できる運営体制を
図る。
学内外の最新のデータ等に基づく迅速な意思決定を行うためのIR機能の
強化等を図る。

・既存組織運営および推進本部体制の検証と再構築
・戦略的な人材活用
・大学データ集の改良の実施

２　組織力の向上 ２　組織力の向上
33
人事給与制度

国内外からの優秀かつ多様な人材の確保を図るため、年俸制の導入やク
ロスアポイントメント制度の活用など、人事給与制度の柔軟化に取り組む。

・主として若手人材を対象とした年俸制の導入やクロスアポイ
ントメント制度等の円滑な実施

34
職員の人材育成

多様なキャリアを持つ職員が、大学の特性を理解しつつ、柔軟かつ効果
的に業務を遂行できる人材力強化のための研修を体系化する。

・人材力強化のための研修制度の構築・実施

35
顕彰・評価制度

優れた功績を有する教職員に対して理事長兼学長による顕彰を行うととも
に、戦略的な大学運営の基盤をより強化するために、職員の人材育成や
インセンティブに繋がるような評価制度の活用と深化を図る。

・理事長兼学長による顕彰制度の検証と改善
・職員の評価制度と活用方法の改善と実施

教員活動点検・評価を継続して実施し、評価結果を教育・研究のインセン
ティブに繋がるような活用を進め、評価・活用方法の検証など、制度の改
善を図る。

・第2期・第3期教員活動点検・評価の実施
・第４期教員評価・点検活動に向けた制度の検討

・多様な人材を確保するための制度を構
築するとともに、教職員の能力とモチベー
ションを向上させる取組を行う。また、教職
員が共に経営参画する意識を醸成するた
めの取組を行う。



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
Ⅲ　財務内容の改善に関する措置

１　外部資金の確保 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。

36
自己収入の確保

研究力向上のため、国等からの競争的資金や民間企業との共同研究な
どによる外部資金獲得を戦略的に進める取り組みを、情報収集能力や分
析力を高めていくことにより強化する。
教育研究環境の整備に係る運営資金についても、機動的に学内体制を
整えながら外部資金の獲得に継続的に取り組む。

・科研費の上位種目へのシフト促進
・クラウドファンディングを活用した研究資金の確保
・第3期末年度における外部資金獲得額　42億円以上（再掲）

教育後援会や同窓会などサポーターとの連携を強化するとともに、各種寄
附金による大学支援の取り組みをより広く周知し、自己収入の確保を図
る。

・長期にわたって継続的な寄付を実現する仕組みの構築、成
果検証、改善
・第3期末年度における寄附等の外部資金収入総額2億8千
万円

２　効率的な大学運営の推進 ２　効率的な大学運営の推進
・常に業務内容の点検を行い、業務コスト
の適正化を図るとともに、資産を効果的に
活用し、効率的な大学運営を推進する。

37
効率化の推進

事務処理方法（契約方法等）の改善等により、より一層の業務の効率化お
よび適正化に努め、経費の節減を図る。

・経常経費の現状維持（消費税を除く）

研究活動の活性化と多様な研究成果の創出のため、研究施設および設
備・機器の共同利用を推進する。

・学内の研究設備の調査、共同利用化できる研究設備・機器
の増加策の検討および実施
・先端機器の共同利用化と共用システムの構築
・共同利用設備・機器の集約と見える化による利用率の向上
方策の検討および実施

Ⅳ　自己点検及び評価並びに情報公開等に関する措置
１　自己点検及び評価の実施 １　自己点検及び評価の実施

・教育研究活動や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、その結果を改善に活かす。

38
自己点検・評価

教育・研究の質を維持・向上させるため、全学および各部局の自己評価・
外部評価を継続して実施する。また、評価結果をフィードバックし、評価結
果に基づいた改善を行い、評価サイクルを確立する。

・大学機関認証評価（全学）や法科大学院認証評価における
適合評価の獲得
・各学部研究科および各種プログラムに必要な自己評価・外
部評価の実施
・自己評価・外部評価の結果に基づいた改善を行い、評価サ
イクルの確立

２　情報の提供と戦略的広報の展開 ２　情報の提供と戦略的広報の展開
・大学の各種情報を適切に公表し、社会
への説明責任を果たすとともに、大学の
プレゼンスを高めるため戦略的な広報を
展開する。

39
戦略的広報

「知と健康のグローカル拠点」として、大阪市のシンクタンク拠点となるブラ
ンドを高めるために総合大学の幅広い分野の「研究広報」をより一層戦略
的に行う。
ターゲット別の広報を強化する。市民への広報活動（意見聴取、情報発
信、知見の提供等）の強化をはかり、公立大学としてより一層ステークホル
ダーや地域から愛される大学をめざす。

○研究広報の量と質の向上
・各研究科、研究支援課との定期的・恒常的な情報共有と協
力体制の構築
・研究プレスリリースに関する情報提供・情報交換の実施
・研究プレスリリースの発信強化（第3期末年度におけるプレス
リリース数：年間34件以上）
・学長記者懇談会、テーマ別・研究科別等の記者懇談会/記
者勉強会の開催を年3回以上
○ステークホルダーとのコミュニケーション強化
・地域住民向け情報発信
○大学オリジナルグッズの作製
・学生や教員によるグッズ、研究関連グッズなど大阪市立大学
グッズを開発

キャンパス内に点在しているに歴史的資源を案内する標識等の整備を進
め、本学の魅力を広く紹介・発信する。

・記念スポットや顕彰板の整備等



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
Ⅴ　その他業務運営に関する重要な措置

１　コンプライアンス等の徹底 １　コンプライアンス等の徹底
・すべての大学活動において、人権尊重
の視点に立った業務遂行の徹底を図ると
ともに、業務の適正を確保するための体
制を整備し、社会的責任を果たす。

40
ダイバーシティの推進

性別、年齢、国籍、障がい等の有無にとらわれないダイバーシティを推進
し、個性と能力を最大限に発揮できる環境を整備する。特に、男女共同参
画を促進し、女性研究者の積極採用や上位職への積極登用を行うととも
に、キャリア形成支援の環境を整備し、女性教員比率を20％以上に高め
る。

育児・介護支援制度などのワーク・ライフ・バランスに配慮した環境、人権
啓発の推進およびハラスメント防止対策の充実・強化を図る。

41
コンプライアンス等の徹底

教職員等が法令を遵守しつつ、教育・研究・社会貢献の使命を果たすと
共に、健全で適正な大学運営、社会的信頼維持のため、コンプライアンス
を推進する。

・「適正な業務の確保に関する規程」に基づくモニタリングの
実施

学術研究の信頼性と研究費の適正管理を維持するため、研究不正およ
び研究費不正使用を防止するための取組みを継続的かつ効果的に進め
る。

・研究者の研究倫理教育およびコンプライアンス教育の徹底

２　施設設備の整備等に関する目標 ２　施設設備の整備等に関する措置
・耐震化や老朽化対策など安全快適な教
育研究環境の整備のため、施設整備プラ
ン等に基づき、改修及び維持保全・更新
等を計画的に行う。

42
計画的な施設整備

既存施設を有効活用するために、安全性の確保・長寿命化・省エネル
ギーなどの中長期的視点にたった整備計画にもとづく整備を計画的に実
施する。

第３期中期計画中の整備計画に基づく施設整備の実施

３　リスクマネジメントの徹底 ３　リスクマネジメントの徹底
43
リスクマネジメントの徹底

学術研究の信頼性および公平性を確保するため、安全保障輸出管理等
その他研究者のリスク回避を徹底するしくみの整備、運用を図る。

・利益相反マネジメントの周知・徹底
・リスト既製品や技術に該当するか非該当かの確認等の手続
きの明確化と実施
・法令に則った輸出や技術提供を行うための研修の実施
・危機管理体制の常時徹底

教職員の情報セキュリティに係る意識啓発に取り組む。 ・情報セキュリティ講習会の実施の継続、および内容・講師の
多様化

44
国際交流の安全対策

海外危機管理訓練の実施、外部機関との連携、海外渡航登録の促進・活
用を通じて海外危機管理についての意識向上と体制・管理能力の強化を
図る。

・海外危険情報等の整理・発信
・海外危機管理訓練の実施、ガイドブック等の改善
・外部機関との情報共有

45
安全衛生管理

学生の健康管理体制を充実するとともに、実験実習室のより一層安全な
環境整備の推進を図る。

・受診率強化期間第1期と位置づけ、学生健康診断受診率
90％
・学生への特殊健康診断の新規実施
・実験室等に対する職場巡視方法の改善

４　支援組織の構築 ４　支援組織の構築
・卒業生組織や保護者等関係者とのさら
なる連携を強め、大学支援のネットワーク
を構築する。

46
海外同窓会等との連携

海外におけるホームカミングデーの実施など海外同窓会組織への支援
や、卒業留学生のネットワーク体制の拡大を図り、海外同窓会や卒業留
学生等との連携を強化する。

・海外同窓会組織との連携した支援地域の拡大や海外ホーム
カミングデーの実施
・国内外の留学生との新たなネットワーク体制の整備

47
サポーターとの連携強化

教育後援会や同窓会との連携を強化し、保護者、卒業生、寄附者、支援
企業等のサポーターとのネットワークづくりを推進する。

・サポーター登録者に対する特典の付与
・新規登録者を増やす新たな取り組みの実施
・取り組みについての成果検証、改善

・情報セキュリティ対策や国際交流におけ
る安全対策をはじめ大学の諸活動におけ
る安全性の向上を図り、環境の変化に即
したリスクマネジメント対応を行う。

○女性研究者支援
・第3期末年度における女性教員比率20％
・女性研究者の研究力向上セミナー等（スキルアップセミ
ナー、外国語論文校閲・翻訳費用助成事業等の実施）の実施
○ダイバーシティ啓発
・人権、ハラスメントに関する講演会の開催、人権啓発冊子の
発行
・新規採用教職員に対する人権研修の実施
・教職員の対策として外部機関による相談体制の整備
○ワークライフバランス
・ワークライフバランスの推進や時間割の見直し等に伴う職員
の勤務体制のあり方の検討・実施



番号・項目 中期計画 達成水準 備考中期目標
Ⅵ　大阪府立大学との統合等に関する措置
１　大阪府立大学との統合による新大学
実現へ向けた取組の推進

48
新大学に向けた検討・手続きの推進

大阪市、大阪府、大阪府立大学と連携しつつ、新大学の実現に向け、組
織や人事等の具体的な検討・手続きを進める。検討にあたっては、学生・
卒業生をはじめ関係者から広く意見を聴くよう努める。（府大と同一）

・新大学の実現に向けた法人や大学の組織・人事等の具体
的な検討と手続の推進
・関係者への説明・意見聴取の実施

49
現キャンパスの課題と方向性の検討

新大学の実現を見据えた現キャンパスの課題・方向性について検討す
る。（府大と同一）

・新大学の実現を見据えた現キャンパスの課題・方向性の検
討
・現キャンパスの課題等を踏まえた新大学のキャンパス検討

２　大阪府立大学との連携の推進 ２　大阪府立大学との連携の推進
・大阪府立大学との連携を強化し、法人・
大学業務や教育研究の共同実施など、
連携・共同化が可能なものについて、先
行して実施する。

50
大阪府立大学との連携・共同化

法人業務や大学業務のうち、統合に先行して、連携・共同化ができるもの
について、計画的に実施する。（府大と同一）

・府大との連携・共同化業務の拡大

・世界的な大学間競争を勝ち抜き、より強
い大阪を実現するための知的インフラ拠
点として存在感を高めるため、「新・公立
大学」大阪モデル（基本構想）を踏まえ、
世界に展開する高度な研究型の公立大
学を目指し、大阪府、大阪市及び公立大
学法人大阪府立大学と緊密に連携を図り
ながら、法人統合から大学統合に至る準
備が円滑に進むよう取り組み、今中期目
標期間中を目途に新大学の実現を図る。

１　大阪府立大学との統合による新大学実現
へ向けた取組の推進



用語・名称 説　　明

3ポリシー
・ディプロマポリシー
・カリキュラムポリシー
・アドミッションポリシー

・ディプロマポリシー(学位授与の方針)とは、学位授与の判断のための基本的な考え
方として、卒業要件や、育成する人材に修得を期待する能力などを示したもの。
・カリキュラムポリシー(教育課程編成・実施の方針)とは、教育目標やディプロマ・ポリ
シー等を達成するために必要な教育課程の編成や授業科目の内容および教育方
法について、基本的な考え方を示したもの。
・アドミッションポリシー(入学者受入の方針)とは、能力や適性を含めた大学が求める
学生像、および入学者選抜の実施のための基本的な考え方を示したもの。

AP

Acceleration Program for University Education　Rebuiｌdingの略。
「大学教育再生加速プログラム」は、国として進めるべき大学教育改革を一層推進す
るため、教育再生実行会議等で示された新たな方向性に合致した先進的な取組を
実施する大学を支援することを目的としている。

CR副専攻

ＣＲ：Community Regeneration （コミュニティ再生）の略。
コミュニティ再生（CR）副専攻とは、都市や地域社会の多様化・複合化した課題に向
き合い、その解決の方策や理論を、教員と学生がともに学び合いながら、編み出して
ゆくプログラムで、地域社会のデザインやコーディネートに積極的に関わってゆく人
材の育成を目指している。

FD／ファカルティ・ディベ
ロップメント

Faculty Development の略。
教員の能力や資質の開発をする。

GC副専攻

GC ：Global Communicationの略。
グローバル・コミュニケーション（GC）副専攻とは、全学共通科目、および、海外での
研修等を介して、① 自己・他者・多様性を理解できる力、② 外国語を活用できる
力、③ 学んだ内容を実践に結びつけることができる力を涵養することを目標とする副
専攻であり、平成25・26年度に試行実施を踏まえ、平成27年度から実施している。

ICT
Information and Communication Technologyの略。
ＩＴ（＝情報通信技術）の概念をさらに一歩進め、コミュニケーション性を強調してい
て、ネットワーク通信による情報・知識の共有を念頭に置いた表現となっている。

IR

Institutional Researchの略。
①教育研究・経営・財務情報など大学の諸活動に関する情報収集・蓄積
②特に学生の学習成果など教育機能についての調査分析
③大学経営の基礎となる情報の分析
を行い、またそれらの分析結果の提供を通じて、大学の自己評価、意思決定に寄与
する活動。

SD
Staff Development の略。
大学の管理運営、教育や研究の支援までを含めた質の向上を図るため、事務職員
や技術職員などを対象に行われる、職能開発の組織的な取組みの総称。

SGH

Super Global High Schoolの略。
文部科学省が平成26年度より実施している。国際化を進める国内の大学のほか、企
業、国際機関等と連携して、グローバルな社会課題を発見・解決し、様々な国際舞
台で活躍できる人材の育成に取り組む高等学校等を「スーパーグローバルハイス
クール」に指定し、質の高いカリキュラムを開発・実践する事業。

用　語　集 用語・名称 説　　明

SSH

Super Science High School の略。
文部科学省が平成14年度より実施している、将来の国際的な科学技術系人材を育
成することを目指し、理数教育に重点を置いた研究開発を行う事業、またその指定
校を指す。

URAセンター

URAとはユニバーシティ・リサーチ・アドミニストレーターの略。
本学における研究資金の獲得・管理・報告及び複数の研究機関・研究者・民間企業
等が参画する研究プロジェクト等のマネジメントの充実・強化を図り、本学の円滑な研
究活動の推進に寄与することを目的とする。

大阪市立大学都市防災
教育研究センター

災害リスク、災害対応及び社会実装マネジメントなどの分野横断型の都市防災研究
に関する本学の研究成果や知見を結集し、地域におけるコミュニティ防災をはじめと
する都市防災研究の取り組みを推進し、もって災害に強い地域づくりに寄与するな
どの地域貢献及び社会貢献を果たすことを目的とするセンター。

教育後援会
大阪市立大学における教育および人材育成活動の支援を行うために、「大阪市立大
学学友会」を改組して平成25年4月に設立された。

共同研究
民間機関等から共同研究員及び研究経費又はそのいずれかを受け入れて、本学の
教員が民間機関等と共同して行う研究。

クロスアポイントメント制度
研究者が大学、公的研究機関、民間企業のうち、二つ以上の組織と雇用契約を結
び、一定の勤務割合の下で、それぞれの組織における役割分担や指揮命令系統に
従いつつ、研究・開発および教育などの業務に従事することを可能にする制度。

ゲートキーパー研修
悩みを抱えた人の周囲の人たちがゲートキーパー（悩んでいる人に気づき、声をか
け、話を聞いて、必要な支援につなげ見守る人のこと）として対応する際に役立つよ
うな研修のこと。

自己点検・評価

学校教育法第109条において、「大学は、その教育研究水準の向上に資するため、
文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並び
に施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する」こ
とが義務付けられている。

受託研究
企業等外部からの委託を受け、委託者の負担する経費で研究し、その成果を企業
等に移転する制度。

初年次教育
大学新規入学者を対象に、大学での学問に必要なスキルや、人間関係を確立する
ためのコミュニケーションなどを学ばせるもの。

シンクタンク
種々の分野の専門家を集め、政策決定や企業戦略の基礎研究、コンサルティング
サービス、システム開発などを行う組織。

卓越研究員事業
新たな研究領域に挑戦するような若手研究者が安定かつ自立して研究を推進できる
ような環境を実現するとともに、全国の産学官の研究機関をフィールドとして活躍し得
る若手研究者の新たなキャリアパスを提示することを目的とした事業。



用語・名称 説　　明

長期履修学生制度
学生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計
画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出た場合に、その計画的
な履修を認めることができる制度。

テニュアトラック制
公正で透明性の高い選考により採用された若手研究者が、審査を経てより安定的な
職を得る前に、任期付の雇用形態で自立した研究者として経験を積むことができる
仕組み。

内部質保証
大学が自律的な組織として、その使命や目的を実現するために、自らが行う教育及
び研究、組織及び運営、ならびに施設及び設備の状況について継続的に点検・評
価し、質の保証を行うとともに、絶えず改善・向上に取り組むことを指す。

認証評価
大学等がその教育研究などの状況について、定期的に、文部科学省の認証を受け
た第三者評価機関（大学評価・学位授与機構、大学基準協会等）から評価を受ける
制度。

博士課程教育リーディン
グプログラム

プログラム名はシステム発想型物質科学リーダー養成学位プログラム。
博士前期後期5年一貫型の大学院教育において、「ことづくり」の発想から深い物質
科学の素養を活かすことができ、階層融合的な研究戦略を想起できる「システム発想
型」物質科学リーダーを養成する。
大阪市立大学と大阪府立大学が共同で実施している。

副専攻制度

各学部・学科で行われている専門的な教育プログラムである主専攻の他に、「副専
攻」プログラムが開かれている。「副専攻」は、各学部・ 学科の主専攻で学んだ専門
的な知識やスキルを広く活用しつつ、より幅広い教養を身に付けていくことを希望す
る学生のための教育プログラム。大阪市立大学に在籍するすべての学生が、学部の
垣根を越えた形で学修できることが大きな特徴。

ランゲージパスポート制
度

学生が語学教育の受講履歴や習熟度等を確認できる仕組みでこれからの履修や学
習計画をより良いものにしてもらうためのもの。

履修証明制度

平成19年の学校教育法の改正により、大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専
門学校（以下「大学等」という。）における「履修証明制度」が創設された。これは、大
学等の積極的な社会貢献を促進するため、学生を対象とする学位プログラムの他
に、社会人等の学生以外の者を対象とした、120時間以上の一定のまとまりのある学
習プログラム（履修証明プログラム）を開設し、その修了者に対して法に基づく履修証
明書（Certificate）を交付できるという制度。


