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平成23年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成23年７月11日（月）午前９時30分～午前11時50分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第10共通会議室 

出席者： 

【委 員】（亓十音順） 

種田委員、岡野委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員、松岡委員長 

【大阪市】 

村上総務局長、上田行政部長、山内大学支援担当課長、橋本総務担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

桐山副学長、宮野副学長、浅五大学運営本部長、赤五法人運営本部経営戦略担当課長 

川上医学部・附属病院庶務課長 

 

○開会 

（上田行政部長） 

おはようございます。本日はお忙しい中、早朝よりお集まりいただきまして、誠にあり

がとうございます。 

ただ今から平成２３年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたしたいと存じ

ます。今年度は、年度評価に加え、第二期中期目標・中期計画の策定に向けたご審議もお

願いしております。委員の皆様におかれましては、多大なるご協力を賜り、誠にありがと

うございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、松岡委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

○議事 

（松岡委員長） 

それでは、はじめます。 

本日は、法人より桐山副学長、宮野副学長にご臨席いただいております。適宜、ご発言

を頂くことになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は議題が２点ございますが、まず最初に、事務局の方から、今後のスケジュールの

確認をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

資料はお配りしておりませんが、２３年度の評価委員会のスケジュールの確認をさせて

いただきます。第一回目となります本日は、２２年度の業務実績評価に関する検討と、中

期目標に関する検討をお願いいたしております。第２回は８月１２日となりますが、市立

大学における開催を予定しており、２２年度の業務実績評価に関する検討、特に法人から

の意見聴取を行わせていただきまして、それに基づいてのご検討をいただきます。それか

ら、中期目標に基づきまして法人が作成します第二期中期計画の骨子に対する意見の検討

をしていただきます。あわせて財務諸表のご説明をさせていただきます。それから第３回

は９月上旪に開催しまして、第二期中期目標に対する正式な意見をいただきたいと考えて
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おります。あわせて、業務実績評価の確定をさせていただき、財務諸表の承認に対するご

意見を賜りたいと考えております。 

それを受けまして、１０月に中期目標の議決、業務実績評価結果の議会への報告をさせ

ていただきます。１１月には、第４回委員会を開催しまして、第二期中期計画のご検討を

頂き、２月には第５回委員会を開催し、正式なご意見を頂きたいと考えております。その

ご意見をもとに市長による承認の手続きを進めていまいります。 

 

スケジュールの確認は以上です。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

それでは、今日のまず１つ目の議題は、平成２２年度の業務実績評価でございます。 

昨年度の事前評価で先取りの評価を致しましたが、その残り２年分の前半、平成２２年

度の業務実績についてご議論いただきます。事前に、法人から提出された業務実績報告書

をお配りしまして、各委員から意見を頂き、法人から回答を頂いておりますが、まず、法

人の自己評価の妥当性に対して委員から意見の出ているものについて取り上げ、委員会と

しての評価を決めてまいりたいと思います。８月に法人からの意見をお伺いしたうえで、

９月に正式に評価を確定するための、その第１回の検討ということになります。 

次に、それ以外の項目で特に委員会として議論すべき事項を抽出し、これについて意見

交換を行いたいと考えております。 

 

本日の目途としましては、次回（８月１２日実施）の評価委員会において、法人から意

見聴取を実施いたしますので、できれば、聴取する項目を絞り込むところまで進めてまい

りたいと思いますが、そこまで進められませんでしたら、個別に委員から意見をお伺いす

ることになります。 

 

次に、２つ目の議題として、第二期中期目標・中期計画の検討がございます。 

去る１月、３月と中期目標骨子について検討を行ってきたところでございますが、４月

以降に、市内部での検討を踏まえて、「中期目標原案」を策定され、それを基に法人に対

して意見聴取をされるとともに、事務局から委員の皆様にも送付がありまして、意見を伺

っていただいたところです。 

本日は、それら意見を踏まえた、原案の修正案をお示しするとともに、第二期中期目標

期間におけるめざす大学像と、中期計画骨子（案）を基に、議論してまいりたいと思いま

す。 

 

それでは、１つ目の議題にはいります。 

資料１－２「業務実績報告書に関する各委員意見」に基づき、事務局より説明いただき

ます。 

なお、意見・質問が多岐にわたりますので、法人の自己評価の妥当性に対して委員から

意見の出ているものについて、「教育に関する措置」「研究に関する措置」「その他」の

順に３つに整理しまして、事務局から法人の自己評価に関する考え方について説明しても



 

- 3 - 

らいます。 

我々の作業としましては、お手元の参考資料２３ページ「各年度終了時の評価手順につ

いて １ 項目別評価（小項目評価）②公立大学法人評価委員会の評価」に基づき、「年

度計画の小項目ごとに、法人の記入した自己評価を検討し、その妥当性について確認を行

う」こととなります。 

抽出されている各項目について、大学からの回答をふまえて自己評価が妥当であるとす

るか、それとも別の評価とすべきか、委員会としての評価を決めていまいります。 

 

では、「教育に関する措置」から、説明をお願いします。 

 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは資料の２ページをご覧ください。まず右から年度計画の番号、計画の内容、そ

れから大学から報告のありました取組実績、法人の自己評価を記載しております。コメン

トというのが、各委員からのご意見・質問でございまして、その隣にコメントに対する法

人回答が記載してありますので、適宜ご覧いただきますようお願いします。 

それでは、教育に関する措置から、ご説明申し上げます。 

まず冒頭の３項目【８、１８、２８】ですが、法人は「特に進捗している」と自己評価

しており、その判断根拠に「大阪市経済成長戦略」に盛り込まれていることを挙げており

ます。同戦略につきましては、大阪・関西の優位性を活かし、大阪経済圏の成長を図り、

関西全体の持続的な成長・発展に貢献することを目的としておりまして、こうした趣旨に

沿ったものであり、既に取組が進んでいるなど、短期的な成果が期待できるものという観

点から、市立大学につきましては特に人材育成の取組について採用されているものであり

ます。 

業務実績報告書に記載された取組実績や法人回答では、法人において既に実績のある取

組を取り上げております。 

 

それでは、各項目ごとにご説明いたします。まず項目【８】実務経験者による講義や参

加型講義の充実についてですが、委員から、実務経験者による講義等の充実は計画に書か

れている内容であり、「特に進捗している」といえるかというご指摘を頂いております。   

また、項目【２８】の高度専門職業人教育に関しましては、取組が進められていることは

わかるが、「特に進捗している」と評価する根拠がわかりづらい、とのご指摘を頂いてお

ります。法人からは、二つの項目に対し、経済学部をはじめとする取組が進んでいること

に加え、創造都市研究科や生活科学部での都市や地域の活性化を担う人材育成の取組が評

価され、「大阪市経済成長戦略」にも盛り込まれた点が計画を上回る成果を上げているも

のとして、法人として「特に進捗している」と評価をしているところであります。 

 

項目【１８】高度専門職業人教育のうち、経営学研究科「医療・福祉イノベーション経

営」の推進についてでありますが、委員から、達成水準が記述されていないが、「特に進

捗している」といえるか、とのご指摘を頂いております。法人からは、達成水準を計画と

同上と記述してありますが、受験生等の実績値が前年度を上回っていることに加え、「大
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阪市経済成長戦略」にも盛り込まれた点、計画を上回る成果を上げているものとして、法

人として「特に進捗している」との回答であります。 

 

項目【２４】大学教育研究センターによる学部教育の質の向上につきましては、委員よ

り、大学教育センターによるセミナー開催の成果がどのように現れたと評価しているか、

との指摘を頂いております。法人からは、質向上のための基礎づくりとして、現状を明ら

かにし、課題の共有化を図ることが重要であり、これらが進み、全学部の理解と協力のも

と、具体的な取組につながっていることが、セミナー開催の成果であり、法人としては

「進捗している」と評価しているところであります。 

 

項目【５０】総合的な教育研究支援施設としての学術情報総合センターの利便性向上に

つきましては、委員から、グループ学習室等利用件数が飛躍的に増加しているが、「特に

進捗している」とせず、「進捗している」の評価にとどめている理由について、おたずね

がありました。法人からは、たしかに、５階メディア室のグループ学習室や医学部分館の

利用増は大きなものであるが、計画は学術情報総合センター全体の利便性の向上であり、

ほかの部分については計画を上回るものではなく、法人として「進捗している」と評価し

ているところであります。 

 

教育に関する措置の部分につきましての説明は、以上でございますので、よろしくお願

いします。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

教育に関する措置の部分について、ご説明いただきましたがいかがでしょうか。 

 

（堀委員） 

項目【８，２８】について、「大阪市経済成長戦略」に取り上げられたということを

「特に進捗している」の判断根拠にされているようだが、ここは議論が必要なところだと

思います。始めはそのように考えていなかったが結果的に取り上げられたということを、

我々としてどう評価するべきでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

たしかに、取り上げられたことは一つの成果だと思いますが、なぜ、取り上げられたの

か、どういう点で優れているから組み入れられたのか、その優れている点については、

我々の評価の要素とはなると思いますが、その点どうでしょうか。 

 

（堀委員） 

個人的には、総合コメントに記載するのはいいと思いますが、もともとそれを目的とし

たプロジェクトではないため、個人的には「進捗している」として、コメントの方に、取

組が非常に発展的になっていることは望ましいことであるというようなことを記載できれ

ばよいのではないかと思います。 
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（松岡委員長） 

達成しようとしていた水準を実質的にみて上回っているかどうか、そこが一番のポイン

トになるでしょう。取り上げられたことは確かに一つの要素ではあるが、主となる要素で

はないと考えられます。 

 

（片山委員） 

この「教育に関する措置」の部分では、「特に進捗している」と評価できる取組という

のはどういう取組なのかということを、悩んでしまいました。つまり、「充実させる」と

いう言葉で「特に進捗している」ということを示すためには、何らかの数値で示せるよう

なものがないといけないのでしょうが、ここに書かれている内容では、なかなか示すのが

難しいと思いました。 

従って、私はこの「大阪市経済成長戦略」というところが、若干、唐突な印象を持ちま

した。ここにいる委員は、市立大学がめざす姿がこうした市の成長戦略と連動していくと

いうことが方向性としてあると理解しているので「ああなるほど」と思うが、そうでない

一般の方が読むと、「これは何だ」となると思います。ですから、ここにもし盛り込むと

するともう少しつながりがわかるような表現を加えた方がいいのかと思います。 

もう一つは、堀委員がおっしゃるように、記載する場所が違うのではないかというご意

見ももっともだと思います。 

 

（音田委員） 

なぜ「特に進捗しているのか」という質問に対する答えにはちょっとなっていないので

はないかと思います。特にこういう点で、ということがわかればよいのですが。 

 

（松岡委員長） 

ほかのところにも同じようなことがあるかと思いますし、最終的にどのようなかたちに

するかということは、また検討いたしましょう。他にありませんか。 

 

（種田委員） 

先程の片山委員のご意見にあったが、計画に「充実する」とあるものの評価をどうすれ

ばいいのか、ということは確かに難しいです。アンケート結果や参加者の人数など目に見

えるものがあれば、わかりやすいのですが。それは、たぶん、皆さんも悩まれていること

だと思います。 

 

（松岡委員長） 

それでは、時間もあるのでとりあえず、先へ進めましょう。時間があったら、また遡り

ましょう。 

次へ進めてください。 

 

（山内大学支援担当課長） 

研究に関する措置について、ご説明します。 
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項目【７８】大阪市の研究機関との連携についてですが、委員から、「特に進捗してい

る」と評価されているが、大阪市との研究機関との連携の内容や成果及び研究環境の整備

の結果、どのようなことが可能になったのか、といった点を具体的に示されたいとご指摘

頂いております。法人からは、（財）大阪市博物館協会との連携協定は、計画にない成果

であり、計画を上回るものとして、法人として評価しており、また、次年度以降について

も、同協会との文理融合型の調査、具体的には大阪城構造の研究や工学研究科と市立工業

研究所との共同研究、バイオマス研究などについても成果が期待され、「特に進捗してい

る」と評価したところであるとの回答です。 

 

項目【８０－３】女性研究者への支援でございますが、委員からは、ワーキンググルー

プやデータ抽出協議等の進捗度合からすると「おおむね進捗している」の評価が妥当では 

ないかという意見を頂いております。また、21年度に検討した課題の実施に向けた検討に

ついて、22年度に新たにワーキンググル―プを設置し、必要となるデータの抽出を23年度

に持ち越したのはなぜか、というお尋ねもありました。 

これに対して法人からは、システムが未整備のため、データ抽出については持ち越しと

なったが、実施に向けた検討が進んでいることから、法人として「進捗している」と評価

しているところでございます。また、実施に向けた検討に時間を要しているのは、女性研

究者への支援の考え方の計画策定時からの変化もふまえて、より慎重に検討を行う必要が

あると認識しているためであるとの回答です。 

 

 

項目【８１－２】特定研究奨励費による若手研究者支援についてですが、委員からは、

公費による若手研究者支援が困難な状況下での工夫が「特に進捗している」の評価の検討

に値するとの意見を頂いております。法人としては、達成水準から考えて、相対的には

「進捗している」という評価にとどめているとのことであります。 

 

項目【８３】研究基盤の整備として機関リポジトリによる研究成果の公開、全学認証シ

ステム等の安定運用についてですが、委員からは、機関リポジトリの登録件数は予定をは

るかに超える件数であるが、「特に進捗している」としなかった理由についてお尋ねがご

ざいました。法人からは、機関リポジトリの登録件数は多くなっているが、計画にある全

学認証システム等の安定運用に関する部分については、「特に進捗している」と判断すべ

き要素がないため、法人としては「進捗している」の評価にとどめているとの回答です。 

 

項目【９３－２】【１１４】【１３５】につきましては、まとめてご説明いたします。

項目【９３－２】研究成果の公表としての研究シーズ集のHP掲載につきましては、委員か

ら、研究シーズ集の記載形式や記述にばらつきが大きく、「進捗している」と評価しがた

いとのご指摘がございます。研究方針や積極的な位置づけが必要ではないか、また、【１

１４】に記載された研究者データベースとの連携が効果的ではないかとのご意見も頂いて

おります。法人からの回答としましては、計画どおり、HPに掲載したことから、法人とし

て、「進捗している」と評価しているところでございます。記載形式につきましては、全

学共通フォーマットの使用により統一しており、各教員に対しては、産学連携コーディネ
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ーターによる働きかけも行いながら、作成更新等の促進を図っているところでございます。

研究者データベースとの連携については、２３年度に、随時最新版にシーズを更新できる

システムを同データベース上に構築する予定としております。また、情報発信の推進とし

ては、府大との連携事業の中でも両大学共用の研究者データベースの構築も進めていると

ころでございます。 

 

項目【１１４】研究成果の情報発信として研究者データベースの蓄積の推進についてで

ございますが、委員からは、「特に進捗している」と評価している理由がわかりづらいと

のご指摘を頂いております。法人からは、法人回答のとおり、計画を上回る改善を図った

ほか、各研究科における情報発信についても、当初予定にない文学研究科「英文ジャーナ

ル」の発行や、工学研究科広報チームによる活動など、実績や成果が当初目標を上回った

ことにより、法人として、「特に進捗している」と評価しているところでございます。 

 

項目【１００】すぐれた研究拠点としてのCOEプログラム事業への支援でございますが、

委員からは、COEプログラムの配分が大きく減額しており、「おおむね進捗している」が

妥当ではとのご指摘を頂いております。法人からは、別途、学長裁量経費、重点研究経費

から措置をしていることから、全体として必要な支援を行えていることをもって、法人と

して「進捗している」と評価しているとの回答でございます。 

 

研究に関する措置の部分についてのご説明は以上でございますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 

（音田委員） 

項目【８０－３】について、前年度に少し期待をしていたので、それに比べると少し遅

れているのかなという印象があります。回答いただいている「当該中期計画の内容の遅延

を意味するものではなく、当該取組を更に深化させるべく着手しているものと言える」と

いうのは、具体的にどういうことを言っているのでしょうか。その中身の意味がわかれば

納得できるかと思います。 

ジェンダーの視点から云々と書かれていますが、このようなことは以前からいわれてい

ることであって、特にこの時期に新しい動きが出てきたということとはちょっと違うのか

なと思います。 

 

（松岡委員長） 

何か補足説明はないですか？ 

 

（宮野副学長） 

女性研究者支援の検討ワーキングチームは前任の副学長が設けまして、昨年度から私が

担当することとなり、継続して設置するべきということから新たにワーキングを設置いた
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しました。引継等で聞いておりますところでは、前のワーキングにおいて問題抽出する際

に議論がされたと聞いておりますが、各部局から出て来られた教員による委員から様々な

意見がございまして、まだ現状把握が不十分であると強いご指摘があったように聞いてお

ります。 

それで、前ワーキングでは色々な問題把握に向けて資料収集を始めるとしておりました

が、昨年度議論になりましたのは、人事データシステムがデータを揃えるには不十分であ

るとのことで、その充実に向けて引き続き取組を進めていかなければならないということ

が一つと、当初は女性研究者の研究環境の改善が目的で設置されたワーキングでありなが

ら、男女共同参画という取組の方が今の時代の流れとしてはふさわしいということで、そ

ういった視点からのデータ収集、あるいは検討にシフトしなければいけないという判断に

至りました。 

 そういったこともありまして、昨年度は他大学でどういった取組を実施しているかにつ

いての情報収集を行っておりまして、それに基づいて新たなかたちでのデータ整理を行っ

てきたところでございます。ただ、具体的な改善には、まだ検討が不十分ということもあ

りまして、今のところ着手には至っていないのですが、平成23年度にこのデータの精査を

持ち越す形の中で、具体的な整備を優先順位をふまえつつ対応していきたいと考えている

のが現状でございます。 

 それで、いわゆる女性研究者支援という観点から男女共同参画という形にシフトしてい

く中での問題整理ということについては徐々に進んできているところでございまして、こ

のように「進捗している」という判断をしたところであります。 

 

（音田委員） 

「進捗している」という判断はどうでしょう。お聴きすればするほど、実施にあたって

課題があって、進められていないというように感じられます。 

 

（堀委員） 

端的に申し上げて、各大学は女性研究者の支援に非常に力を入れています。その割に市

大の取組は遅れているという印象を受けるので、ちょっと辛い目の評価でもいいのではな

いか、要するに実際に取り組んでもらわないといけないので、目標を掲げているだけでは

いけないと思いますので、個人的にはこの項目は辛口の評価をしてもいいのではないかと

いう気がします。 

 

（音田委員） 

男女共同参画の視点というのはたしかに大切だと思うんですが、たとえばワークライフ

バランスとかそういうことですよね、でも女性研究者の支援という観点でもできることは

別にあると思うので、できることに取り組みながら、男女共同参画の検討も進めてもらえ

ればと思います。 

 

（片山委員） 

一つ確認なのですが、男女共同参画というのは、対象者は研究者に絞った話ではなく、

職員も含めたものなのでしょうか。研究者支援とはターゲットが違うような気がしまして、
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もっと広いのではないでしょうか。いかがでしょうか。 

 

（宮野副学長） 

本来は広いのですが、そもそも最初は女性研究者への支援という形で始まっております

ために、たとえば、女性研究者だけではなく、育児休暇なら、男性教員も対象となるが、

では実際に育児休暇をとっている男性教員がどれくらいいるのかという実態把握ができて

いないというのが現実で、そういったことも含めて判断しなければならないということで、

女性教員だけでなく男性教員も対象に含めていくことになります。 

 

（堀委員） 

対象が大きくなってしまったということでしょうか。 

 

（種田委員） 

それで遅れていくというのは問題がある気がしますが。 

 

（松岡委員長） 

法人回答にも「２３年度に持ち越さざるを得ない状況になった」と書いてあります。 

 

（岡野委員） 

こういう状況をききますと、進めておられるのはよくわかるのですが、「進捗してい

る」とするのはちょっと。 

 

（松岡委員長） 

では、これはこのくらいにしまして、ほかのところはどうでしょう。 

【１００】について、全体としてみれば支援ができているということですが。 

 

（宮野副学長） 

補足させてください。２２年度に大きく減額されておりますのは、先生方もご承知のと

おり、国からの研究費の中で間接経費がなくなりまして、間接経費は直接経費の三分の1

くらいですが、これがなくなったということで国からの経費が大変大きく減額されました。

これを補足するために学長裁量経費で間接経費相当をこれと別途、補填をしておりますし、

重点研究等に申請してもらっておりまして、重点研究の中では直接経費の２０％は無条件

で大学から補助することとしておりまして、これらを含めまして、「進捗している」とい

う判断にいたしました。 

 

（松岡委員長） 

【１１４】研究者データベースについて、ばらつきがあるなどのご指摘がありましたが、

法人としては、研究者データベースができて、しかも回答に書いてある改善ができた点が

「特に進捗している」とした大きな理由になるということでしょうか。 

 

（赤五課長） 
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研究者データベースについては既にかなり前からやっておりますが、２３年度に向けて

システムを更新するということで予算を確保しておりました。どこまで更新するか、とい

う点では、基本は前のものをベースにした若干の補強のイメージだったのが、法人回答に

書いてありますように、当初予定になかった機能向上に努めました。 

特に、英語による発信機能を持たせたこととか、検索・集計機能、たとえば昨年度まで

のデータベースですと、それぞれの教員の個票が綴じてある状況でありまして、全体で、

たとえば先生方がどの程度地域貢献されているかを集約検索することができませんでした。

それをまとめて見れるようなシステムを入れたということです。 

それともう一つ大きいのは、教員の活動点検評価にこのデータベースのデータを活用す

ることによって、教員の個々の活動実績をデータベースから引張ってこれるようにしたこ

とで、教員の作業が大きく楽になったという点です。 

これらの実績から「特に進捗している」としたものです。 

 

（松岡委員長） 

いかがでしょうか。これはこの説明でよいでしょう。他にございますか。 

それでは、次に進めましょう。事務局、お願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、ご説明いたします。その他の部分についてですが、まず項目【１０７】地域

社会との連携・協力としての、特別研究のうち、都市問題研究の積極的展開につきまして

は、委員から、達成水準に研究成果の評価と公表と書かれているが評価は実施しているか、

というご指摘でした。法人からは、評価については報告書提出のうえ、継続可否の評価を

行っており、公表については、成果をわかりやすく示したポスターによる展示会を開催し、

公開の場を設けており、法人としては「進捗している」と評価しているとの回答でござい

ます。 

 

項目【１１９】生涯学習支援としての市大卒業生による専門家講座につきましては、委

員から、受講者数が年々減少しており、「おおむね進捗している」の評価が妥当ではとの

指摘を頂いております。法人からは、受講者数は、講座日数の減や有料化による減による

ものと考えられるとしておりまして、受講者数そのものは減少しているが、法人としては

受講者数の増減というよりは、講座の内容や実施方法の充実を重視しており、計画に掲げ

る講座の企画、実施方法の検証については、アンケートを充実するなど、質の向上はなさ

れており、法人として「進捗している」と評価しているとの回答でございます。 

 

項目【１３４－２】産学連携の推進としての大阪商工会議所等との連携の維持促進であ

りますが、委員からは、２２年度は各団体とのシンポジウムや刊行物、協定の新規締結数

がゼロであるが、「進捗している」といえるのかというご指摘がございました。法人から

は、確かに新たなシンポジウムの開催や刊行物発行の実績はなかったが、連携の維持促進

が計画の目標であり、法人としては「進捗している」と評価しているとの回答でございま

す。 
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項目【１４０－２】国際貢献としてのJICAの取組についてでありますが、委員からは、

「特に進捗している」の判断根拠である研修成果について、具体的に示されたいとのご意

見を頂いております。法人からは、主には、研修内容のみならず、研修システムそのもの

も学び、自国での人材養成に活用するにいたっている点、帰国後、研修生が太陽光発電を

行うプロジェクトを立ち上げてきたという実績もあり、計画以上の成果が出ているもので

あるとして、法人として「特に進捗している」と評価しているとの回答でございます。 

 

項目【１５３－２】附属病院の肝疾患診療連携ネットワークの拡充等につきましては、

委員からは、「特に進捗している」の判断根拠のうち、肝疾患に関する研修会を６回開催

したとされている点について、当初達成水準が「３回以上」とされているので、６回の開

催は予定どおりと受け取れるのではないか、とのご指摘を頂いております。法人からは、

達成水準には、医療者向け研修会を年３回以上開催するとございますが、予定は３回とい

うことであったため、これを上回る６回の開催を実施したことから、法人として「特に進

捗している」と評価しているとの回答でございます。 

 

項目【２１３－１】安全の確保等に関する措置の部分で、防災訓練や防災管理体制の整

備についてでございますが、委員からは、東日本大震災への対応をもって「特に進捗して

いる」と評価しているが、今回のような突発的な事態への対応は、計画の進捗とは別の次

元でとらえることではないか、というご指摘を頂いております。法人からは、委員ご指摘

のとおりでございますが、東日本大震災への対応については、ほかに記載するべきところ

がなく、こちらに記載したものですが、東日本大震災への対応をもって「特に進捗してい

る」と評価したのではなく、全学的な危機管理規定の制定などの、計画を上回る成果をも

って、「特に進捗している」と評価したとの回答でございます。 

 

その他の部分についてのご説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

その他ですので、いろいろな事項が挙げられておりますが、何かございますか。 

 

（堀委員） 

【１０７】都市問題研究の次年度継続可否の評価ですが、これは評価委員会などを組織

しておられるのでしょうか。 

 

（宮野副学長） 

都市問題研究については、都市問題研究運営委員会という委員会を構成しておりまして、

5名の委員がそれぞれ一票ずつもちまして4段階評価を行いますが、ABCDのうち最下位のD

になりますと、次年度継続を認めないということになっております。 

 

（松岡委員長） 

【１１９】について、受講者数が大きく減少しておりますが、ただ一方で、講座の質の
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向上でカバーできているからという法人回答がありますが、人数の減少を補うほどの向上

ができているのかどうかということが問題となるかと思います。 

 

（宮野副学長） 

補足させてください。専門家講座につきましては、本学でいろんな講座を開設している

中で特異な講座でございまして、現役の教員ではなくてOBによる講座です。教員に限らず

卒業生の方にも講座を開設していただいておりまして、実際に仕事に取り組んでいただい

ている方によるまさに専門的な内容でございまして、位置づけとしては非常に重要なもの

であると考えております。 

特に２２年度からは受講生だけでなく講師の先生方にもアンケートをお願いいたしまし

て、講義をする中で感じられたことも含めて今後改善していかなければならないと考えて

おります。他の講座に比べると比較的若い３０代４０代の方にも受講していただいている

のもこの講座の特徴であり、そういう意味でも今後もこの講座を開設していきたいという

ふうに思っております。 

 

（堀委員） 

どうして、受講者が減ってきているのですか？ 

 

（宮野副学長） 

有料化が関係したのかもしれないですが、先だってこの委員会がたまたまありましてご

意見を伺っておりますと、周知不足もあるのではないかというご指摘を頂きました。講師

の感想としては、現役学生の参加がないということで、学部内での周知もして、学生に聞

かせたい内容もあるので、努力してほしいという意見もありました。周知だけが原因では

ないかとは思いますが、改善策としては非常に有効なご指摘をいただいたかと考えており

ます。 

 

（音田委員） 

回数の減少とありますが、前年度と比べてどのくらい減りましたか？ 

 

（宮野副学長） 

今、正確な数字は持ち合わせておりませんが、記憶では、三分の二くらいになったので

はないかと思います。一部の分野の負担が大きかったということもあって、全体を２，３

回にならすかたちで整理したと聞いております。 

 

（音田委員） 

では受講者数が三分の二になるのはやむをえないということですかね。 

 

（片山委員） 

受講者のアンケートの結果を重視して、講師が悪いとか内容が悪い場合は入れ替えを検

討するのも現実的ではないかと思います。有料化だけが原因ではないと思います。最近、

有料化している講座が多いですよね。 
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（堀委員） 

競合する講座が民間ベースでたくさん出てきたので、特色が減ってきているんではない

かというようにも思います。 

 

（楠本委員） 

民間は宣伝が活発ですから、さらわれているということもあるでしょう。大学でされる

場合はそれだけ質の高いものを上手にやっていかれたらよいと思います。受講者が減った

ということではありますが、内容が充実しているのであれば、「進捗している」でよいの

ではないでしょうか。 

 

（種田委員） 

質問なのですが、以前は学生が多かったのですか。 

 

（宮野副学長） 

以前から学生はあまり参加していないと思います。 

 

（種田委員） 

講師から、専門的な内容をしているのだから、せっかくだから学生にも聞いてもらいた

いという意見があったということですか。 

 

（片山委員） 

ただ、こういうものは他の市民講座のあり方でもいえますが、対象が違えば教える内容

も全然違ってきますので、せっかくの機会だからといって無理やり一緒にするというのは

講座のやり方としてどうでしょうか。 

 

（楠本委員） 

学生向けの講座は別でありましたよね。有料化して性格が少し変わってきたのなら少し

様子を見ないと判断しにくいですね。 

 

（松岡委員長） 

【１３４－２】については？法人回答にあります「毎年開催されなくてもこれまでの実

績で順調に進捗している」と判断したというのは、22年度の判断として、どうでしょうか。 

 

（音田委員） 

年度計画で「経済団体や官公庁との従来の連携関係を維持促進する」とあって、前段で

例にあげているものの実績がゼロというのはちょっとどうかと思いますが、では、これに

代わるもので取り組んだ実績があるなら聴かせて頂きたいです。 

 

（赤五課長） 

商学部に確認したのですが、取組実績に記載している「情報交換を行うなどの交流」の
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部分について、ご紹介させていただきます。まず、大阪商工会議所との連携につきまして

は、企業経営支援委員会の副委員長として、商学部教員が就任しまして、そこでの活動に

主体的に関与しているということです。 

また、経済団体との連携という観点でいえば、関西ファッション連合と連携協定を結び

まして、22年度でいいますと、プロジェクトゼミナールを共催しているということです。

こうした事例があるので、シンポジウムの開催がなくても、別の面で経済団体との連携を

維持促進できていると評価したということです。 

 

（楠本委員） 

そうすると、取組実績にある件数にはゼロではなく、何か数字をあげられるのですか。 

 

（赤五課長） 

こちらはシンポジウムの開催件数や新規の協定の締結件数などを記載しておりますので、

それとは異なると思います。が、個別の団体との連携の中身としては記載することは可能

ではないかと思います。 

 

（岡野委員） 

そういったことも記載していただければよいのではないでしょうか。 

 

（片山委員） 

そもそも取組実績には新規締結の件数は書かなければならないのでしょうか。おそらく

１８年度あたりは多かったので書いたのでしょうが、新規締結や刊行物の発行は計画上求

められているものでもないですよね。これ以外の他の取組についても取組実績として記載

してよいのではないでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

法人回答の最後をこのように記述しているために判断しづらかったが、そのあたりはも

う少し検討してもよいでしょう。他にはないでしょうか。 

【２１３－１】はいかがでしょうか。大震災対応をどこに記載するか苦労されたようです

が。 

 

（音田委員） 

もし震災対応がなかった場合、それ以外の取組実績だけで「特に進捗している」と判断

できるかというとなかなか難しいように思い、震災対応を含めての判断だったように読み

取れたものですから、意見をしたんです。ですが確かに、法人回答を読みますと、ここに

記載するのはやむをえないかなというようにも思います。対応が素早かったというのは良

いことだと思います。 

 

（岡野委員） 

整備が進んでいた証の一つといえるかもしれません。 
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（宮野副学長） 

補足させて頂いてよろしいでしょうか。 

防災訓練ですが、２１年度はその時間帯に開講している授業の中の一部をモデル化して

訓練したのですが、２２年度からは実際行っている授業の全てを対象とし、授業中の学生

も含めて避難訓練をいたしました。そういう意味では全学的な本格的な実施を昨年度から

始めたということで「特に進捗している」と評価させていただきました。 

 

（音田委員） 

そういったように記載していただいた方がわかりやすいかと思います。 

 

（楠本委員） 

記載はされているのですが、並べて書くのではなく、判断根拠とされたつながりがわか

りやすいように記載していただければよいと思います。 

 

（松岡委員長） 

他にその他の部分でございますか。 

 

それでは、またございましたら後で付け加えることにいたしまして、続きまして、資料

１－２「意見・指摘に当たり議論すべき事項」についても、委員から意見をいただいてお

りますので議論したいと思います。この部分は、２３ページからの「参考資料２ １ 項

目別評価 （２）大項目評価」「各年度終了時の評価手順について」の「特筆すべき点や

課題がある場合に、簡潔な文章により意見を付す」という、この観点から議論を行うとい

うことですね。先程のように個別の項目の評価の妥当性についてではない、ということで

す。先程の小項目評価の中からもいくつか上がってくるのでしょうが、とりあえず、今の

ところ上がっているものについて、ご説明を頂きたいと思います。 

事務局、お願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、資料の14ページをご覧ください。今後、評価にあたりまして、特筆すべき事

項ですとか、課題にあたる事項ではないかという観点で、複数の委員からご意見ご指摘を

いただいているものを中心に、以下、申しますような視点で項目を抽出しております。 

 

項目【18-1】経営学研究科における高度専門職業人教育でありますが、昨年度の業務実

績評価結果において、市大は大阪市にある公立大学である以上、市政、地域に貢献する大

学でなければならず、これまで蓄積してきた研究リソースを市の施策やビジョンに反映さ

せていくような積極的なかかわりが必要であるとのご指摘を頂いているところでございま

す。 

22年度末に策定されました「大阪市経済成長戦略」には関連項目として、高度専門職業

人の育成など、人材育成を中心に、市大の８つの事業が盛り込まれる結果となっておりま

す。都市科学分野研究やシンクタンク機能の充実は、法人としても重点を置くものでござ

いまして、以上の点で、特筆すべき事項に該当するのではないかという観点で項目として
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抽出させていただきました。 

 

次に、項目【34】【38-2】【57-1】【63】【68】キャリア形成支援またインターンシッ

プに関する事項をまとめてご説明いたします。 

昨年度の業務実績評価結果において、学生のキャリア形成支援という観点からもインタ

ーンシップ制度の充実に努められたいとのご指摘を頂いております。大学設置基準におい

て、学生が社会的・職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制整備が新たに盛

り込まれており、学生のキャリア形成支援の重要性が増しているところでございます。 

学生のキャリア形成支援について、大学教育研究センターは、22年度に文部科学省「大

学生の就業力育成支援事業」におきまして「OCUキャリア・デザイン・システムの構築」

が採択されまして、「OCUキャリア発達指標」の開発に向け、議論を進めているところで

ございます。 

インターンシップにつきましては、情報提供の機会を増やしているが、インターンシッ

プの奨励そのものについての見直しの必要性を示唆する法人の回答となっております。キ

ャリア形成支援の総合的観点からも、インターンシップの新たなあり方について議論が必

要と思われますことから、議論頂きたい項目として抽出しております。 

 

項目【139-2】都市文化研究センターにおきます若手研究者の派遣事業でありますが、

昨年度の業務実績評価結果において、外部資金の確保について評価頂いているところであ

ります。若手研究者の育成や支援は、大きな課題であり、先程の（１）法人の自己評価の

妥当性に意見のある事項【81-2】でもございました。そんな中、法人は「組織的な若手研

究者等海外派遣プログラム」という日本学術振興会の事業をはじめとする外部資金の獲得

に努めながら、海外派遣実績を伸ばしたところでございますので、これも特筆すべき事項

に該当するのではないかということで、抽出させていただきました。 

 

項目【206】広報に関する事項ですが、昨年度の業務実績評価結果において、大学の諸

活動を社会によりわかりやすくPRし、大学のプレゼンスを向上させるための広報体制の強

化が急務であるとの指摘を頂いております。法人としても戦略的広報の展開は重点を置く

ものであり、創立１３０周年記念を区切りとして大学のアピールにも努めたところでござ

います。これらの活動も含めまして、特筆すべき事項に該当するのではないかということ

で、項目として抽出しております。 

 

以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。特筆すべき事項あるいは課題があるのではないかという事項に

ついて、いくつか取り上げていただきましたが、何かご意見はありませんか。 

【６８】で、法人回答において、「インターンシップの奨励そのものも見直す時期にき

ている」というように書いてありますが、問題があるからやらないでおこうということを

含んでいるのでしょうか。 

 



 

- 17 - 

（桐山副学長） 

インターンシップと一言で申しましても様々ありまして、それを切り分けて考えなけれ

ばならないのではないかという意味です。たとえば、官公庁や議会のインターンシップは

引き続き積極的にやろうと考えております。あるいは、場合によっては学内でのインター

ンシップについても考えております。 

 

（松岡委員長） 

民間企業のインターンシップについて見直すという意味ですね。 

 

（片山委員） 

補足してよろしいでしょうか。インターンシップについては、事実上、採用に関する広

告宣伝活動に該当するものまでさまざまであり、まさに今、桐山先生がおっしゃったよう

な就職活動の早期化、長期化といったことが問題になった結果、日本経団連としては今年

３月に、大学３年生を対象とする場合は、１２月以前に行うものは、インターンシップと

いう名前は使わないようにするという方針が打ち出されました。 

では、仮に３年生の１２月以前に行う場合、実際には夏休みに行うことが非常に多いの

ですが、これを企業として受ける場合には原則５日間以上とするとか、あるいは、これは

採用活動とは一切関係がないと明記した覚書を交わすといったことを条件とするという方

針です。従って、企業としては、従来のように夏休みに学生を２，３日受け入れるといっ

たような非常に軽い形のインターンシップが非常に受けにくくなったということです。 

一方で、東京の大学ではそういったことをふまえて、３年生対象ではなく、より早い時

期の１，２年生の段階で、大学が自主的に授業の一つの形態であるというかたちをとって、

教育カリキュラムの中にインターンシップをきちんと組み入れるという方策をとる動きが

出てきております。 

 

（松岡委員長） 

私立大学は、既に科目として組み入れるということは割合たくさんやっておられますね。 

 

法人回答のところで、企業はやめて官公庁だけに絞るというように読めましたので、そ

うしてしまうとインターンシップの持っている意味が減少されてしまうのではないかと思

いまして、おたずねしました。 

 

（桐山副学長） 

それに関連して申し上げますと、１５ページに学生のキャリア形成支援の取組を取り上

げております。こちらは学生が自分で入力して自分の活動を記録するものですが、そこに

はインターンシップの活動も入力しまして、大学全体として把握するということも考えて

おりますので、決してインターンシップを大学として否定するというものではございませ

ん。 

 

（松岡委員長） 

他の点はいかがでしょうか。 
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【１３９－２】の３７名の派遣実績は確かにすごいですね。 

あと何か、これからまだ特筆すべき点、あるいは課題となる点も、先程議論した（１）

からも入ってくる可能性がありますね。ここに挙がっているもの以外でも、ありましたら、

ぜひおっしゃっていただければと思います。 

 

（赤五課長） 

【１８－１】「大阪市経済成長戦略」との関係という点で、補足させてください。 

「大阪市経済成長戦略」が今年の３月に策定されたのですが、大学としては、昨年の夏

に、策定されるという情報を入手しまして、大学全体として将来、発展的に充実させてい

く事業の中で、特に人材育成にかかわるものついて、エントリーできる項目をリサーチし

ました。何項目か挙げた中で８事業が盛り込まれております。 

経緯からいいますと、２２年度の取組としては今まで通り粛々とやっている部分もあり

ますが、ただ、取り上げられたことをもちまして、大阪市と一体感をもちまして、今後一

層さらに、その業務が拡充していくことを前提とした大阪市側からの評価だと認識して、

大学としても関連する項目については将来の充実が図られるという観点から、「特に進捗

している」と評価したという経緯です。 

 

（松岡委員長） 

それはついては、特筆すべき点などで、委員会としては触れることが一つ考えられます。 

大学として、業務実績報告書冒頭の概要のところで、その点は触れてはおられません

か？ここに書いておかれるのも一つの考え方かもしれません。 

 

（堀委員） 

COEやGPの採択があったときに、評価コメントに追記することが多いと思いますが、助

成金がつくかつかないかだけの違いと考えて、それらと同じ扱いとして、市の成長戦略の

プロジェクトとして公式に採用されているという評価を行うことはいいのではないでしょ

うか。 

 

（松岡委員長） 

先程の「OCUキャリア・デザイン・システム」の採択と同じように、評価するというこ

とはできるでしょうね。 

 

それでは、時間的にも適当ですので、今日のところは議案１はこのくらいにいたします。

今後、個々の委員にお伺いをいたしまして、第２回を開催し、９月に第３回を行って最終

的に決めるということにします。 

 

次に二つ目の議題で、第二期中期目標（原案）の修正案、法人のほうから、第二期中期

目標期間におけるめざす大学像と、それを踏まえた中期計画の骨子（案）が提示されてお

りますので、まずその点について事務局の方からお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 
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 それでは、資料２５ページをご覧ください。 

 公立大学法人大阪市立大学中期目標（案）と書いている資料です。 

中期目標につきましては、これまで２回の評価委員会でご議論いただきまして、４月

に市の政策部門と大学法人との検討会でございます、創造的連携PTを開催いたしまして、

そこでの議論を反映しまして第二期中期目標（原案）を作成いたしました。これにつき

まして、法人から意見を聴取するとともに、評価委員会のみなさまにもご意見を伺った

ところであります。６月２９日付けで法人から提示されました修正意見と各委員からの

ご意見を踏まえまして、資料の右から２列目の第二期中期目標（原案修正案）というも

のが、今回の資料でございます。本日のご意見を踏まえまして、第二期中期目標（素

案）とし７月下旪からパブリックコメントを実施しまして、必要な修正を行ったうえ、

９月上旪の評価委員会で正式にご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

それでは、資料につきまして、修正箇所を中心にご説明いたします。 

修正箇所には、下線を引いておりますので、適宜ご確認いただきたいと思います。修

正理由の最後に一番右側の欄でございますが、理由に対する意見、修正理由を記載し、

カッコ書きで法人等の記載がありますのは、意見修正の出所であります。 

全体的な修正といたしましては、２６ページは各項目にタイトルを付けるといったも

のです。項目の内容を端的に示すことにより、中期目標の全体の見通しがよくなると考

えています。現在のタイトルにつきましては、まだ提示の段階でありますので、今後項

目の趣旨の内容そったものにしていきたいと考えております。 

また、各項目の文書表現につきまして、目的に相当する内容を文末にもってくる形に

出来るだけ統一しております。これらは、大学側からの修正意見として出てきたものを

修正した部分であります。 

次に具体的な修正箇所について説明いたします。２５ページの前文に戻りたいと思い

ます。前文では、ご意見として冒頭から原案はマイナスイメージから始まるので、ニュ

ートラルもしくはプラスイメージから記載してはというご意見。また、個別の文章表現

につきまして何点か修正提案を頂きました。それを踏まえまして、冒頭部分文章の下線

の個所を修正しております。また、大阪市が市立大学に求めていることを強調すべきと

いう意見と、大阪市だけでなく近畿圏への貢献についても重視するという観点で、質を

より広い概念である都市問題におきかえること、また人材育成や社会貢献において市大

に期待する役割を明確にすべきという意見を踏まえた修正も行っております。それが、

真ん中から終わりの部分の下線を引いた部分です。 

その他、接続詞などの文章につきましても、ご意見いただきました個所については修

正を反映させて頂いております。 

 次２６ページをご覧ください。 

 教育に関する目標でございますが、（２）①の一貫した教育の推進ですが、原案では、

キャリア支援等の具体的な取り組みを入れておりましたが、具体的な取り組みの例ではな

く、それらを包括する言葉を使用することや、また、２７ページの（４）③柔軟な教育体

制の構築と記載している項目で、「各センター等」一般的に何を指しているか分からない

言葉の修正をいたしまして、「学生のメンタルヘルス」など潜在的な需要が多い項目につ

いても織り込んでいます。 
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２８ページをご覧ください。 

２８ページの研究に関する目標、２９ページの社会貢献・産学連携に関する目標でござ

いますが、何点か文章表現の修正をしております。特に、シンクタンク機能の発展に関し

まして、これは研究に関する目標の（１）研究内容①「都市科学」研究等の充実、それか

ら２９ページの（１）地域貢献①シンクタンク機能の強化のところでございますが、法人

から、大阪市だけでなく広く社会に対するシンクタンク機能とすべきと観点で、市民・社

会に対するシンクタンクといった修正提案がございましたが、シンクタンク自体が社会に

おける問題等に対して、調査分析を行い、政府や企業に政策提案を行うものを指している

ことから、特に社会に対する注釈をつける必要がないと考えまして、法人からの修正は反

映しておりません。 

３１ページをご覧ください。 

Ⅲ業務運営の改善及び効率化に関する目標の１組織運営の項目ですが、①組織ガバナン

スの向上としている項目で、法人から「学長のリーダーシップのもと」、また、②組織の

一体的運営の推進では、総合大学の強みを活かした大学運営の文言追加の修正提案がござ

います。 

この部分は、法人とかなり議論した部分でございますが、後退する内容ではないため、

法人の修正提案を採用し、今後は効果的な取り組み事項に向けて、法人側との計画作成を

していきたいと思います。 

また、３２ページの各目標におきましても、何点か文章表現の変更を行っております。 

第二期中期目標（原案）の修正箇所は以上でございます。 

引き続き、大学からご説明を申し上げます。 

 

（松岡委員長） 

 それでは、大学から資料２－２「新・市立大学の使命と行動」と資料２－３「公立大学

法人大阪市立大学中期計画骨子（案）」の説明をお願いします。 

 

（赤五法人運営本部経営戦略担当課長） 

 法人としましては、中期目標の案が示されている中で、まず中期計画そのものを個々に

議論する前に、大学として次の中期目標期間、さらにそれを超えて向こう１０年くらいで

大学をどういう方向を目指すかという所を先に議論し、その議論をまとめて、目標に対す

る意見を述べ、目標に沿った計画を作成するといった手順で作業を進めております。 

 その大学が目指す目標像を、グランドデザインといった形で資料とさせていただきまし

たのが資料２－２「新・市立大学の使命と行動」です。 

 それでは、まず資料２－２の説明を申し上げます。 

 構成といたしましては、第１章では向こう１０年市立大学がどのような使命（ミッショ

ン）にあるのかということを、第２章では、その使命（ミッション）を受けて、市立大学

がどのような行動をするべきであるかというところを、特に「重点３戦略」と表現してお

りますけれども、その重点３戦略をなぜすべきか、あるいは具体的に何をするべきである

かというところを説明しております。さらに、第３章では、そういったことを進めていく

ために、厳しい状況の中で安定的な運営をしていく経営改革の事を触れさせて頂いて、ま

とめとして、将来の大学像を示させて頂いております。 
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 まず、前提としまして、１ページから２ページでございますが、今日よく少子高齢化と

言われておりまして、全国的な状況を見ますと、少子化が進む一方で、大学への進学率が

増えてきている傾向がございますが、２ページをめくっていただきますと、こちらは、大

学で推計した数字でございますが、大阪府下、近畿圏を対象としますと、向こう６年間は

逆に１８歳の人口が増えるという傾向が分かってきました。向こう６年間を過ぎると逆に

激減していくという状況になっており、そういう意味では、次の中期目標は将来１８歳人

口が減っていくことを想定しながら計画をしっかり作っていくことが必要であることが前

提としております。これらを、市立大学が取り巻く状況の指標としています。 

 次に第１章「今、求められる市立大学の使命（ミッション）」でございますが、使命と

はということで、前段に３つの使命を記載させていただいております。２つの大きな視点

がありまして、ひとつは人材育成。人材育成については、二つの観点がありまして、ひと

つは、日本をとりまく国内外の社会情勢を踏まえて広く社会が求める人材の育成。もうひ

とつは、市立大学という観点から、大阪市や関西の社会をリードし地域で活躍する人材を

育成する。それと、研究・地域貢献については、関西圏を視野に入れて都市の施策に貢献

していくということが求められています。 

 その前提としまして、公立大学の試練・宿命として、大学間の中で争う前に、大阪市の

予算の中で、他の施策と競合するなか財源を獲得しなければならないなか、市民や市政に

必要であることの説明責任を果たす必要があるという前提です。 

 人材育成につきまして、４ページ以降に書かして頂いております。 

 まず、どんな人材が求められているかについて、一つ目はよく議論されております、グ

ローバル人材。二つ目は、５ページに記載があります、知識基盤社会を支える「２１世紀

型市民」、こちらは国が平成１７年に、高等教育に関するグランドビジョンを出しており

ますけれども、そこで述べられています「専攻分野の専門性だけでなく、幅広い教養を身

につけ、積極的に社会を支え改善していく資質を有する人材」を２１世紀型市民といい、

そういった人達を育てていく必要があるということになっています。 

 人材育成の三つ目は、社会が求める「主体性」「課題発見力」「発信力」です。今企業

からみれば、主体性や課題発見力が不足している評価があり、特に市大生のイメージは各

種アンケートをとりましても「おとなしい、主体性・発信力が弱い」というのが言われて

おりますので、そういったことを払拭するといった取り組みが求められていると考えられ

ます。 

 次に７ページにいきまして、今述べました３つの人材育成のテーマで育成していくわけ

ですが、具体的にはどういった取り組みが必要かといいますと、一つは、一貫した教育、

二つ目は、グローバル的視点の育成、そしてさらに主体性・発信力の強化、それと広い視

野を持つ人材の育成といった４つの具体性を記載しています。 

 さらに、加えて、どういう成果、「何を習得したか」の「見える」化を進めることによ

って、これまで大学というのは、偏差値・ネームバリューだけで選ばれてきた時代から、

国際的な学業の質が問われておりますので、単に偏差値だけでなく何を得たかで選ばれる

評価を獲得するように取り組んでいきたいと思います。 

 ８ページ以降は、地域貢献あるいは研究の推進の分野でございますが、ここでは、国の

方針でも述べられていますように、公立大学としては、シンクタンクの役割を果たすとい

うことで、これまでシンクタンクの役割はいろいろやってきておりますが、それが全体と
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して俯瞰できていないと指摘されていますので、そういったことについて一元的な形で、

大阪市・関西の都市と関西圏の発展に寄与するようなシンクタンクの役割が必要であると

考えております。 

 ９ページへうつりまして、教育の部分と重なってきますが、地域や大阪圏発展に貢献す

る高度な専門職の育成であったり、③のわかりやすい大学の「知」の発信、先ほども話に

出てきましたが、市民が直接「知」に触れる機会の充実として、系統的でわかりやすい

「知」の発信、こちらも評価委員会でご指摘頂いておりますように、それぞれの分野でい

ろいろやっているけれども、全体として見えないということに対応した形でございます。 

 １０ページには、そういった社会的課題に積極的に取り組む、具体的には、震災後の防

災の研究であったり、特に先端的な次世代エネルギーの研究であったり、こういったこと

を積極的に進め、やっている地域貢献が「見える」大学を目指していきたいと考え、最終

的には、市民にとって頼りになるという評価を獲得したいと思います。 

 １１ページは、そういう大学の使命を進めていくために、大学の持っている特徴は非常

に効果的ということを示しております。大学の特徴として３つあげております、「コンパ

クトな総合大学」、「少人数教育」、「都市を学問創造の場ととらえる」こういった３点

がございますけども、例えば、求める人材育成に対しては、少人数教育によって主体性・

発信力の強化が図られ、様々な分野の学生がコンパクトなキャンパスで交流することによ

り視野の広い人材の育成に役立つ、あるいは地域貢献に関しまして、複合的な都市の課題

に対して、迅速に総合的に取り組める機動性があることや、都市に集約される課題を様々

な面から研究し、アプローチできるという強みがございます。 

 そういう使命を受けまして、重点３戦略、これは、昨年夏の評価委員会で学長のほうが

申し上げておりました、今後３つの戦略をたて、ひとつには、１２ページにありますけど

も、第１点目として、大阪市のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究でなぜ必要

かですが、何度も申し上げますので省略させていただきますが、こういう社会の要請があ

るということ。あと、何をするのかということは、少し大きい黒丸の事項は重点的に取り

組んでいこうとしている項目です。特に、全学的なシンクタンク窓口の設置であったり、

理系と文系の垣根を越えた「都市科学」研究であったり、先端技術と地域産業振興に軸足

を置いた産学連携というのを進めてまいります。 

 １３ページにつきましては、都市科学分野を中心とした大学の今後の研究の方向性を述

べております。特に都市科学ということで、文系・理系が融合した形で、既存の研究をさ

らに発展する可能性とともに特に、先端的な分野や、社会が求める研究については、精力

的に取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、１４ページですが、専門性の高い社会人の育成でございますが、なぜ必要かは、

先ほど使命の所でお話いたしましたが、先ほども議論がありましたが、４番目の大阪市の

「経済成長戦略」で求められている地域や社会で活躍する専門性の高い社会人を育成する

ためといったことを特記させていただいております。 

 １５ページの何をするのかですが、特に大学院教育改革を推進し、「総合大学」のメリ

ットを活かした「広い視野と高い専門性」をもつ人材の育成をし、中等教育の教育をこれ

まで以上に強化し、各学部で行われております高大連携窓口の一本化についても考えてい

きたいと思います。 

 １６ページに移りまして、三つ目の重点戦略であります国際力の強化でございますが、
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企業をはじめ様々な分野で求められている「グローバル人材」を育成するため様々な施策

を展開していきたい。特に何をするのかで書いておりますけども、各レベルに応じた英語

による教育の充実、グローバルコースの設置、それと海外の大学との研究者交流の拠点化

（ハブ化）といった施策を進めていきたいと考えております。 

 １７ページには、今申しました３点の重点戦略を分かりやすく効果的に進めていくため

に、ひとつは学長のリーダーシップの強化による一体的な大学運営と、大学の中身の見え

る化つまり、情報の集約と的確な広報の発信を中心とした取り組みが必要であると考えて

おります。 

 このように一体感と各学部の融合といったことが、次の中期目標のキーワードになって

くるのではないかと思っております。 

 第３章に移りまして、ここでは始めに申し上げましたとおり、大学を支えていく６つの

経営改革を記載しております。 

 まず、一番目はより効率的な運営を行うために、運営の効率化ですけども、サポートセ

ンターの充実あるいは、全学的な業務実態調査を実施するといったことを考えております。 

 また、２番目の組織を支える人材の育成ですが、人材の育成、職員の育成については、

大阪市へ多くのベテラン職員が帰っていくなかで、非常に大きな問題となっておりますの

で、例えば法人固有の制度あるいは、他大学との人事交流等を積極的に推進して、教員の

情報を的確に発信できる能力をもった職員の育成などに努めてまいりたいと思っておりま

す。 

 １９ページでございますが、先ほども申し上げました「融合」というのは一つのキーワ

ードでありまして、研究科の枠を超えた融合等によりまして、総合大学のメリットを活か

した教育を効果的に進める施策をやっていきたいと考えております。 

 ４番目に財務基盤の安定化でございますが、最先端技術の活用による産学連携の推進や、

７月には東京に情報拠点を設置しました。そういったものを活用して、外部資金獲得を進

めるとともに環境対策を進めまして、管理的経費の節減に努めてまいりたいと思います。 

 ２０ページの５番目でございますが、自立した運営を高めるために、公立大学法人の制

約の撤廃あるいは、今大阪市の間で第１期では未整理となっております退職金・施設整備

費等の整理、市大をとりまく様々なステークホルダーとの連携強化をあげております。 

 最後に「安心」して活動に推進できる「安全」な大学づくりということで、耐震改修こ

れもずっと問題になっておりますが、その計画的な実施や、国際交流の為の安全対策等の

充実を考えております。 

 そういったことを踏まえまして、まとめとして２１ページから書いておりますけども、

使命（ミッション）を果たすために、重点戦略（アクション）を進めます。そのバックヤ

ード要因として、安定した自律した経営基盤の形成を図りながら、２１ページの重点プロ

ジェクトを進めて、１０年後の市大の姿を書いておりますが、高度な教育や先進的で卓越

した研究を推進し、積極的に入学したい大学に選ばれ、社会が求める人材育成の成果が見

える大学、都市の諸課題の解決に向けて積極的に取り組み、大阪市を核とした関西圏の発

展や国際化をリードする大学と考えておりまして、この部分がお示ししております、中期

目標の骨子であり、本体資料の２５ページに戻って頂きまして、中期目標の前文の下から

数行目あたりに、大学の意見として、大学の目標像をここに入れて欲しいとして１０年後

の市大の姿を具体的に記載する案にしております。 
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 最後２３ページでございますが、これはこういったことを踏まえて、将来の市大の姿を

記載しておりまして、日本・アジアはもとより世界に拡がる大学であったり、研究の分野

におきましては、関西から日本経済の発展を支え人類の幸福を追求する大学であり、最後

には、将来の２１世紀「知識基盤社会」と言われておりますけども、それを牽引する開か

れた大学、こういったことを大学として目指していきたいと思っております。 

 以上が、中期目標を策定するにあたりましての考えでして、それを踏まえて本体資料の

２－３の３３ページをご覧ください。ここには、検討しております中期計画の骨子（案）

を具体的に示させて頂いておりますので、重点的な所を説明させていただきます。 

 まず、１入試広報でございますが、入試広報については、高校からも重点的に強化する

べきといった声がありまして、戦略的に入試広報できる体制の整備を行います。 

また、２入試制度の改善につきましても、様々な分析を取り込んで改善していきます。 

３留学生の確保につきましては、留学生計画の策定であったり、優秀な学生の確保に取

り組んでいきます。 

４人材育成方針等の発信については、アドミッションポリシーの作成、６学士課程教育

では、カリキュラムポリシーの策定を記載しております。７大学院教育につきましては、

大学院教育のあり方検討と、それに基づく改革の実施。例えば、全学的な共通教育であっ

たり、研究科との単位互換等の検討をしてまいりたいと思います。 

８若手研究者養成等については、その一環として、若手研究者の育成等に取り組んでい

きます。 

１０社会人教育は、成長戦略に掲載しております、文学部が行っている人材育成プログ

ラムを実施していくということです。 

 続いて３４ページですが、学長の重点戦略にも入っておりますが、１１高度専門社会人

の育成については、都市創造研究科における高度専門的職業人の育成。 

１２中学・高校との教育連携については、すでに咲くやこの花高校であったり、来年度

開設いたします大阪ビジネスフロンティア高校との連携の強化等、高校との教育面でのこ

れまで以上の連携をしていきたいと思います。 

１４外国語教育の充実では、グローバル人材を育成するための新設のコースの設置につ

いて記載させて頂いております。 

 ２０戦略的な教育実践のための体制整備については、大学の教育方針が国の方針と一致

するように、大教センターを中心とした教育を研究・検討するセクションと法人運営部分

との効果的な連携を検討しております。 

 ３５ページに移りまして、２２学生サポートセンターについては、サポートセンターの

機能検証と学生支援の充実、さらに２３学生の留学支援では、留学相談窓口の設置や留学

ガイダンスや留学をしたい学生への支援。 

２４学生への経済的支援では、新たな奨学金制度や学生への経済的支援の強化や、市大

独自の奨学金制度を構築していきたいと考えております。 

 ２６学生のメンタルヘルスでは、学生のメンタルヘルスが非常にクローズアップされて

おり、単に学生への支援だけでなく、教員に対する学生への対応方法等についての支援と

いうことも検討してまいりたいと思います。 

 ２８都市科学等の重点研究では、「都市防災研究」をはじめとした様々な都市科学の研

究等が重点戦略のひとつでございます。 
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 続いて３６ページですが、３１国際交流の促進ということで、全学的な国際交流拠点の

形成や、すでに様々な国際連携組織がございますがそういったことを中核としたハブ化を

図っていきたいと思います。 

 さらに、３２戦略的研究経費では、経費の抜本的な見直し、それと３３若手研究者支援

等では、先ほども話題になりましたけども、男女共同参画の理念を踏まえた環境整備等を

図ってまいりたいです。 

 ３５研究成果の公表では、データベースの充実を図るとともに、英語による情報発信の

強化、さらに３６シンクタンク拠点では、大阪市や他の自治体のシンクタンク機能を強化

するため、シンクタンク窓口の設置を考えております。 

 ３９大阪市立の研究機関との連携促進では、大阪市の研究部門との充実連携を強化する

ために、大阪市との創造的連携PTの活性化を図っていきたいと考えております。 

 ３７ページへ移りまして、ここでは地域連携、４６（仮称）地域連携センターですが、

大阪市のシンクタンク機能強化であったり、高大連携窓口の一本化であったり、さらに公

開講座等を集約しまして、市民大学として打ち出していきたいと考えておりますが、そう

いったことのすべての機能を地域連携センター（仮称）という名前のセクションを構築し

まして、そこと広報との連携により大学の地域貢献活動の「見える化」の促進につなげた

いと思います。 

 ４７・４８は産学連携でございますが、特に最先端分野の産学連携を文系・理系それぞ

れの分野で進めてまいります。 

 ３８ページでございますが、５１地域産業との連携も公立大学としての大きな役割でご

ざいますので、地域産業との連携についても記載しております。 

 それから病院の関係でございますが、５８あたりに今回の震災を受けまして、危機管理

能力の高い医師の育成であったり、あるいは５９市民への健康支援では、病院だけでなく、

市民へのヘルスケアサービスの実施を考えております。 

 ６１病院経営の改善では、病床利用率８０％以上をめざした円滑な病院運営について記

載しております。 

 ６３・６４あたりは、組織運営に関わる部分ですが、６３では、学内情報の集約をする

ことによって一体的な運営を図っていくこと。６４では、複合的な教育研究活動をするた

めの組織あるいは、その支援体制を構築することとしています。 

 ６６業務のあり方検討については、全学的な業務調査を実施するあるいは、施設の利用

実態調査を行い、空き部屋の有効活用を実施することとしています。 

 ６９職員の育成では、人材育成特に職員の育成でございますが、専門性の高い人材の育

成やシステムの構築であったり、他大学との人事交流も行っていきたいと考えております。 

 ４０ページに移りまして、７０公立大学法人の制約緩和の取り組みとしまして、現在東

京に拠点を設けておりますので、そこを中心とした活動あるいは、他大学との連携。７１

研究系外部資金の獲得では、目標額３０億円に設定した研究系外部資金の獲得でございま

す。 

 ７４エコキャンパスの推進では、大学として今年の夏のエネルギー戦略に基づいた改革

を進めております。それをまとめて、作成したいと思いますので、現在は調整中となって

おります。 

 ４１ページに移りまして、８４耐震化の推進では、安全管理の面で平成27年度を目途と
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した大学施設の耐震改修。 

 ８５国際交流の安全対策では、海外渡航者へのマニュアルの作成を進めてまいりたいと

思います。 

 ４２ページでございますが、８９市大サポーター戦略では、市大のステークホルダー等

を継続的な支援を求めていくための「市大サポーター制度」の構築。既に事務局は立ちあ

がっております。 

 ９０卒業留学生組織では、卒業された留学生のネットワーク化により、大学支援を継続

してやっていただくような組織を目指しております。 

 以上が現在検討を進めております中期計画の状況でございます。内容的に、今までの２

００数十個以上の項目を９０項目にまとめましたので、何項目かでひとつの項目になって

おりますので、非常に重点的な項目と濃淡がございますが、特に重点的な項目を中心に記

載して、メリハリのある中期計画にし、また、具体性のないものは、できるだけ年度計画

で表現を加えていきたいと大学では考えております。 

 現在、骨子（案）を各学部・研究科等に提示いたしまして、この夏をかけて議論頂きい

ろんな意見を吸い上げるという状態をとっておりまして、この骨子（案）につきましては、

たたき台という形でご了解いただきたいと思います。７月から８月にかけて、各学部等の

議論を踏まえ、９月には中期計画の素案として文章化して策定していきたいと思います。 

 ８月に評価委員会がございますので、一旦７月末で各学部からの意見等を集約し、８月

の評価委員会の段階では、各学部等の意見を踏まえた骨子（案）をベースに大学と意見交

換という形をとっていただければと考えております。よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

 はい。ありがとうございます。 

 ８月１２日に各学部の意見を反映したものを議論し、９月にもう一度評価委員会を開催

し、最終的には中期計画について２月に評価委員会を開催しますので、その間何度か議論

いただく機会はあります。中期目標の内容は９月の評価委員会で決めることになりますの

で、少し余裕はあると思います。今日初めて出てきた資料もありますが、時間を２０～３

０分、なるべく多くならない形で議論していきたいと思います。 

目標の修正の部分と計画の部分とあまり順番という形ではなく、質問・ご意見等あれば

議論しておきたいと思います。ご自由にご発言頂ければと思います。 

 

（堀委員） 

 今日のご提示を見せていただきまして、非常にいい方向に向かっていると私は思います。 

 従来、独法化してこういう計画を作る際は、だいたい各大学共通のパターンで作り、ど

うしていいか分からない時は、他大学の状況をみて、コピーをしようとしてきたと思いま

す。ところが、第２期になってもう少し本当のミッションとやり方を考えてやろうという

機運がでてきていると私は思います。 

 それで、コピーでなく独自の特色を出すということに重点をおいてやるという姿勢がで

てきているので、私個人としては好ましい方向だと思います。 

 ミッションというのは評価をするうえで、非常に大切で、そんなに変わるものではなく、

第二期中期計画期間で大学として何をやるか、というのは戦略になってくると思います。
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３つの重点戦略と書いておられるので、こういったやり方は賛成ですが、なぜそれが出て

きたのかという、ミッションとの間の理由付けがあまりはっきりしないのです。 

 私は「Doの科学」と言っていますが、アクションをすることにおける科学のあり方を考

える必要があります。これまで方法論が確立していないので、今後確立させないといけな

いのですが、まずミッションがあって現況の評価がないと、次の行動は決まりません。ミ

ッションが既に達成していたら、それを継続するだけでいいわけで、新たに何も戦略はい

らないのです。 

 そうすると、まず現況を把握しなければならないのです。ミッションとの間にどれくら

いのギャップがあるのかを測って、それを縮めていくという作業が努力になるわけですが、

それでは、ギャップの大きいものから行動するかどうかは戦略で、幼い子に初めから「エ

ベレストに登れ」などというのはよくないので、ギャップが大きいから行動するのではな

く、現況の把握、ギャップの把握、それに必要性とタイミングを考慮して、明日からいく

かを戦略的に決めるための議論が本当は欲しいと思います。 

 今、市大は、例えば、グローバル、国際化が非常に遅れているので、そこを重点的にや

らないといけないといった表現がないのです。 

 自分の欠点というのは、書きにくいですが、ものの考え方としてそういうものがないと、

いけないんじゃないかと思います。なぜその戦略が出てきたかという拠り所ですね。 

 それから、重点項目を考えていくうえでの必要性、考え方を議論できる機会などあった

ほうがいいのではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

 それでは、後でまとめて答えていただくとしまして、まず各委員の方の意見を聞きたい

と思います。 

 私の方からですが、答えはいりませんが、大学憲章を作られたとありますが、大学憲章

を作られてこれが出てきたということは、いいと思います。説明としては、大学憲章との

関係がどうなっているのかなという点が気になりました。 

 それから、細かい点になりますが、いくつか目指すべきところで、「コンパクトな総合

大学」がでてきていますが、「コンパクトな総合大学」に何がこめられているのか、少人

数教育の選択と集中は何か関係してそうだと思いますが、そのあたりが中身がどうなって

いるのかと思いました。 

 それから、高度専門職教育、大学院の評価がありますが、博士課程の学生が平成１８年

度の７３４名から６４４名となっていて人数が減り続けているのは大変問題だと思います。

それについて、どうお考えかお聞きしたいと思います。 

 それと同じようなことですが、全体としての教員の数が平成１８年度８３０人から７１

０人に減っています。これは、博士課程の人数よりもっと減っています。それをどう考え

てどうしていくかお伺いしたいと思います。 

 

（楠本委員） 

資料がなぜできたのか、があるとわかりやすいですね。 

 

（堀委員） 
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 今委員長が言われた教員の問題ですが、これは大学のリソースの問題で、先ほど私が申

し上げました「DOの科学」で何に相当するかというと、現状でどうであるか、ミッション

はどうであるかという可観測性であると言えます。観測できないと制御できません。唐突

ですが、例えば、室温を２８度に設定しようとすると、今現在何度であるかを知る必要が

あります。もう一つは可制御性があります。温度の調節ならヒータがあるのかどうか。リ

ソースは、十分な教員がいるのか、また施設があるのか、それが可制御性なのです。制御

できないことを言ってもダメなので、今おっしゃったのは、ちゃんとそれをやるだけのリ

ソースの確保ができているのか、という問題ですね。 

 

（楠本委員） 

 教員の数というのは、大学として議論されるということを遠慮されているのではという

気がします。 

 

（浅五本部長） 

 これは内部で、まだまだ議論しなければならないことですが、今、堀先生、松岡先生が

おっしゃいました、ミッションの観点ですが、大学憲章はもっと長期的な普遍的なものと

して作ったつもりです。 

新しい６年間をどういう風に目指すかというのは、明らかにする必要があるということ

で、使命としてあげておりますが、これは、６年間の新しい中期目標期間の目指すものと

してできたら、といったものです。これからまだまだ議論しながら、皆様のご意見も聞き

ながら深化させていきたい思いで出しておりまして、聞きづらい点、分かりづらい点があ

りましたら、どんどん言っていただければ、と思います。 

 その中で、私どものほうから問題意識をもっているのは、最初に１８歳の人口の説明が

ありましたが、長期的には学生数が減っていく半面、受験希望者が増えていく、そういう

なかで大学がどうしていくかですが、大阪府の18歳人口が一時的に増えていく時期に、市

大として力を蓄えていくべきである、という考えがありまして、それを使命の中に目指す

姿を織り込んでいきたいと思っています。 

 それに関連しまして、「コンパクトな総合大学」ですが、これはいろんな意味がござい

まして、市立大学の特色がどういったところにあるかを内部でいろいろ議論していくなか

で、１１ページに記載していますが特徴があげられました。市立大学は、杉本町のエリア

の中で、８学部１０研究科があり、阿倍野は別ですが、そういう非常に恵まれた環境にあ

りまして、コンビネーションが取りやすいということで、今地震の関係で、都市防災の研

究をしていますが、全学部の教員が３つのチームに分かれて研究を始めているということ

です。 

 そういう総合大学としての特色を非常に発揮しやすいということと、そういった都市科

学を研究する際に非常に有効であることから、こういった庁舎環境は残していきたいと思

います。 

 先ほど言いました、将来的には学生数が減っていくなかで、大学としてどうしていくか

というのがありまして、そういう意味でコンパクトな総合大学という表現をしております。 

 

（松岡委員長） 
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 他にございませんか？ 

 

（種田委員） 

 『使命と行動』は、最終的にどこかに出るのでしょうか？ 

 

（浅五本部長） 

 これは、発表するというよりも、例えば市会議員の先生方に、考え方について説明をす

る際に使ってまいりますし、いろんな機会で大学の説明をする際にツールとして使ってい

きたいと思っております。 

 

（松岡委員長） 

 大学憲章などとの取扱いをきちんとしておく必要がありますね。 

 

（村上局長） 

 先ほどの、浅五本部長のお話についてですが、ミッションを明らかにしたひとつの意味

は、今公立大学としての存在感が問われている時期でありまして、中期目標自体は、設置

者として大阪市が作るべきものということで、先ほど堀先生からご指摘がありましたが、

弱みだと思っているわけではありませんが、出来ていないから新しく出したというわけで

はなくて、自覚的にこういうことを打ち出そうとして出したというのが心持ちです。課題

を少し整理する必要があるのはご指摘のとおりです。それは、今後作業でやっていかなけ

ればならないと思います。ただ、出来ていないからやるということではなく、そういうの

を自覚的に出したという意味合いでございます。 

 

（楠本委員） 

 それは、感じられると思います。 

 

（村上局長） 

 そういった説明を市民や議会にしていきたいと思っております。 

 

（堀委員） 

 もう一つ申し上げたいのは、第一期中期計画の総括がないことです。 

 通常は、「第一期でこういったことをやりました、だから第二期は」というようなもの

であって、例えば「最初は量でいきました、収支はこれで改善しましたので、第二期は質

で改革していきます」というようなものでないと、中期計画というのは活きてこないわけ

です。ミッションというのは、「まずこうありたい」というのがあって、「だから次の中

期計画ではこういう点に重点をおいて進めよう」という観点が必要だと思います。 

 

（松岡委員長） 

 中期計画はまだ骨子の段階ですが、第二期中期計画の初めの部分に「第一期を振り返っ

て」ということを記載したほうがいいかもしれません。 
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（音田委員） 

 第二期中期目標というのはあと５年ですよね。１０年後はこういう人材を目指すという

のは書いているのですが、じゃあ、あと５年でどこまでいくつもりなのか、その辺がすこ

し見えにくいです。 

 ミッションは非常に素晴らしいと思いますが、中期計画骨子（案）としてこれからまだ

まだ個別にやっていくということですが、具体的に見えてきにくいので、まだ抽象的な表

現というのもありますけど、その辺がどこまでいくのかという問題です。 

 特に人事給与制度では、これは非常に大事な事ですが、新たな人事給与制度の構築であ

ったり、特任制度であったり、大きな計画を盛り込んでいますけれども、なかなかこの辺

は大事な事ですが、難しいかなと思います。 

 

（松岡委員長） 

 中期計画となったら具体的になりますが、それとは別にミッションをまとめられたとい

うことは、非常にいいことです。 

 

（音田委員） 

 中期目標期間において目指す大学像というのとは、少し違うような気がします。 

 

（松岡委員長） 

 それでは、時間も過ぎましたので、まだ、これからいろいろ議論できる機会もあります

ので、今日ここで言えなかったことについては、１２日までに各委員の先生方をお訪ねし

まして、聞きたいと思います。質問・意見等はそれぞれ事務局のほうに個別に提出してく

ださい。 

それでは、本日はこれで閉会いたします。 


