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■評価委員会として大学から意見聴取する事項 

 聴取項目・内容 聴取項目に対する法人回答 

【中期計画の策定に向けて】 

１ 

『「新・市立大学」の使命と行動』として、第二期中期計画期

間の先を見通した、非常に意欲的なビジョンをお示しいただいた

が、その背景となる現中期計画期間の取組や課題分析との関連性

についてお聞かせいただきたい。 

また今後、どのように第二期中期計画に織り込まれていく予定

か、あわせてお聞かせいただきたい。 

 

・現中期計画に関しては第3段階（検証期）であり、平成22年度にはそれまでの4年間の取組み

実績の検証とともに評価を行なった。 

・第二期の中期計画策定へ向けては、現計画の検証とともに、本学の入試や就職等の現状分

析、近い将来の社会経済状況や高等教育を取り巻く状況等の情勢分析も踏まえて、今求められ

る使命やその使命を果たしていくための重点戦略を検討し、中期目標にも反映されるよう大阪

市に対しても表明してきた。 

・第二期中期計画においては、この重点戦略に沿ったプロジェクトを重点項目として織り込み

計画の具体化を図っていく。 

※今後の使命に関する現計画での到達点(実績)及び各重点項目における現状と課題認識につい

ては、資料２－２「第二期中期計画重点プロジェクト」に記載している。 

２ 

自治体が設置している公立大学として、国立大学や私立大学と

は異なる特色を、より積極的に打ち出していくことが重要である

と考える。 

市大であれば、重点３戦略の一つに掲げられている「大阪市の

シンクタンク」としての機能を発揮していくことが、市大として

の特色を出すにふさわしいと考えられる。シンクタンクとしての

機能の内容や「都市科学」とは具体的にどういったものか、ま

た、今後、どのように取組を進めていくのかなど、考え方をお聞

かせいただきたい。 

 

・シンクタンクとしての役割の取組みは、これまでも市の各種審議会への参画や市の部局や研

究機関との共同研究、受託研究といった形で各部局で個別に行われてきたが、大学として一層

推進するための体制の強化を図ることとしている。 

・第二期中期計画においては、こういったシンクタンク機能の窓口だけでなく、高大連携の一

元的な窓口や公開講座等の集約を図る機能も併せ持つ「（仮称）地域連携センター」を計画期

間初期にも設置すべくワーキングチームで、センターの組織のあり方、機能等について検討を

行っている。 

・市民生活、都市経済、まちづくりなど都市課題には様々な側面があり、都市の諸課題が文

系、理系の分野を超えた複合的なアプローチが必要な課題が多いことから、「都市科学」とし

て横断的な研究を進めることとしている。(今般着手した「都市防災」研究はその一例である) 

・本学は、研究者が相集い複合的な「都市科学」研究の推進には極めて効果的に対応できるコ

ンパクトな総合大学であると考えている。 

３ 

重点３戦略の一つに掲げられている「国際力の強化」を図るた

めに留学生の受入増員を掲げられており、重要であると考える。

今後の展開も含めて、次の４点についてお聞かせいただきたい。 

 

・本学では、単に留学生数を増やすことを目的としているのではなく、本学が求める留学生像

について調査分析したうえで留学生受け入れ計画を策定し、その計画に基づき、より多くの

「優秀な留学生」を確保していきたいと考えている。 
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 聴取項目・内容 聴取項目に対する法人回答 

（１）退学率等も含めた、留学生の卒業実績について 

（２）留学生の卒業後の状況について 

（３）留学生の受入人数を増やした場合の対応策について 

（４）英語だけですべて履修できるコースを設けるなど、教育に

関する取組について 

 

 

（１） 

＜留学生卒業者数（3月卒業）＞ 

平成20年度 58名（学士12,修士35,博士11） 

平成21年度 74名（学士12,修士53,博士9） 

平成22年度 78名（学士20,修士47,博士11） 

＜退学・除籍の状況＞ 

在籍者数(5/1)  退学者数    除籍者数 

平成20年度    298       5       4 

平成21年度    301       10       3 

平成22年度    320        7       4 

 

（２）母国に戻り進学・就職するほか、引続き日本に滞在して勉学を続ける者も多い。最近の

傾向としては日本での就職を希望する学生も多く、平成22年度は、楽天、パナソニック、ダイ

セル工業、三井物産等の優良企業にも就職している。また、日本企業に就職し母国等海外支店

の勤務となる者もいる。 

＜学部4回生、Ｍ２、Ｄ３ 進路調査  （各年度3月時点）＞ 

       離日  国内(進学等) 国内(就職) 国内(求職中) その他 

平成20年度    13          10           21           5           47 

平成21年度     7          20           15          19           23 

平成22年度    31          10           35           6           35 

 

（３）今後策定する留学生計画に基づき、住宅の確保、日本語教育、就職支援、留学生相談な

どを充実させていく。 

 

（４）第二期中期計画期間内に、共通教育、専門教育、大学院教育における外国語による授業

の導入・拡充を図るとともに、英語を中心とした「グローバル人材」育成のためのコースの設

置についても検討を開始する予定である。 
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 聴取項目・内容 聴取項目に対する法人回答 

４ 

大学院教育改革に関連して、大学の研究活動を支える役割も担

っている後期博士課程の学生が減尐している（H18:743名⇒

H22:644名）ことや、非常勤講師や特任教員の活用を掲げられてい

ることは理解するが、教員についても一貫して減尐している

（H18:830名⇒H22:712名）ことについて、大学としてどう認識さ

れているか、対応策を検討されているのであれば、あわせてお聞

かせいただきたい。 

・後期博士課程の学生の減尐は全国的な傾向であるが、これは不況の影響での負担増や将来の

就職への不安が増大していることが原因であると考えられる。本学ではこれに加えて教員削減

により若手教員の採用が尐なく教員構成の空洞化が生じていることも将来不安として博士課程

進学の原因となっている。 

・学生数の減尐は、研究者養成の機能の根幹に関わるものであり、日本の将来にとっても、大

学にとっても深刻な影響が懸念される。 

・出口での採用が充実しないままむやみに後期博士課程の学生数を増やすということは考えが

たいが、研究者志望の優秀な学生を如何にしてひきつけるかという課題は残り、前期博士課程

を含めて、大学院が全体としてより魅力のあるものになるための方策・努力が必要である。 

・このため、第二期中期計画においては、現在の大学院教育のあり方全体を見直し改善を図っ

ていくこととしているが、特に若手研究者育成の視点から学位取得後のキャリア・パスの整備

などの環境整備も図っていきたい。 

・教員数については、これまで全学的に取り組んできた教員20%削減方針に基づき、退職不補充

を原則としてきたため大幅に減尐している。 

・こういった削減に対応するために特任教員や非常勤教員などを活用してきているが、専任教

員の減尐により、学習指導等のきめ細かい教育支援の低下や教員の事務負担、組織的な研究力

の低下、管理運営業務負担などが増加している。 

・第二期中期計画においては、こういった事態を改善するために、現行の特任制度の改善や、

若手研究者の確保など組織の活性化を図っていく改革に取り組んでいく。 

 

５ 

大阪府の18歳人口の予測において、第二期中期計画は将来の18

歳人口の減尐を考慮に入れた策定が必要とされているが、学習指

導要領が平成20年３月に改定され、小学校においては今年度か

ら、いわゆる「脱ゆとり教育」が実施されている。高等学校では

平成25年度入学生から実施される予定であるが、来年度から一部

前倒しで実施される内容もある。 

第二期中期計画の策定に際しては、18歳人口の推移に加えて、

初年次教育など入学生を対象とした取組の再構築や、高大連携の

・「脱ゆとり教育」の視点から、指導要領は改訂されたが、｢生きる力｣の育成という基本的な

コンセプトは変わっていない。授業時間の増加によって、学習内容が増加した、という点が違

いであり、新入生を対象にした初年次教育について、現在行っているものについての検証・改

善は考えているが、指導要領の変更に伴う変更は、当面考えていない。 

・高大連携については、高校側との協議を通じて行うべきことと考えているので、高校側の意

見を踏まえたうえで再検討をおこなうことはありうる。 
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 聴取項目・内容 聴取項目に対する法人回答 

あり方の再検討にも影響を与えるものと考えるが、この点につい

てどのように認識されているかお聞かせいただきたい。 

 

６ 

研究成果の公表や広報、産学連携、経済団体や官公庁との連携

など、現中期計画における「連携」を目的とした取組について

は、その目標設定や成果が分かりにくいと感じる。 

第二期中期計画においても、引き続き取り組まれるものと考え

るが、その目標設定や進捗状況の公表などについて、どのような

目標を設定し、どのような形で単年度ごとの成果を示すことが適

切と考えておられるのかお聞かせいただきたい。 

・大学の活動を明確化しわかりやすく発信するためにも、より具体的な年度計画等の策定が求

められている。 

・しかしながら、経済団体や官公庁など関係先との連携により実施していく事項については、

相手先の方針変更や予算の状況等により当初計画の達成が不十分となってしまう事例も見受け

られる。また、外部資金の獲得可否によりその成果に大きく差が生じることもある。 

・こういった事項については、今後とも年度計画検討時点において十分調整・精査を行なうと

ともに、結果については、当初計画内容のみにこだわらず、趣旨の合う実績についても集約し

業務実績報告書に記載し、総合的に計画達成水準の趣旨に照らした評価判断を行なっていきた

い。 

７ 

総合大学のメリットを活かした教育研究を効果的に進めるため

に、研究科の枠を超えた融合と、大学が目指す人材育成を全学的

に進める教育体制の構築を挙げておられるが、これらの現状はど

う認識され、また具体的にどう取り組まれるのか。 

（「新・市立大学」の使命と行動 p19より） 

・研究科の枠を超えた研究組織としては、これまでも都市問題を国際的に展開する「都市研究

プラザ」や理系横断的に都市環境問題を研究する「複合先端研究機構」を設置し、本学の特徴

である複合的な都市課題の研究を進めてきた。 

・今後は、こういった新たな研究組織を設置するだけでなく、「(仮称)地域連携センター」に

おいて調整機能を発揮しシンクタンクとして求められる複合的な研究プロジェクト体制を柔軟

に構築するなど、総合大学のメリットを活かした効果的な対応を行なっていく。 

・教育については、「大学教育研究センター」を設置し、大学教育を分析・研究し各学部の教

育方針に対し助言を行なっている。 

・今後はセンターと各学部との一層の連携強化を図り一貫した教育を推進していく。あわせて

国の高等教育政策動向や社会が求める人材育成に柔軟に対応するために、教育推進本部と法人

経営戦略部門との連携を強化するとともに、組織が効果的に機能するようそのあり方について

も検討していく。 

 



平成２２年度財務諸表の概要について

（単位：億円）

キャッシュフロー計算書 貸借対照表 損益計算書 行政サービス実施コスト計算書

資産 負債
1163 306

固定資産
支出 期首残高 1015 資産見返負債 経常費用 経常収益 費用 行政サービス

716 (土地) 170 464 481 464 実施コスト
385 長期寄附金債務 179

91 (建物) 30 教育経費 運営費交付金
収入 422 長期借入金 15 収益　　　　   132

674 (工具器具備品) 14 研究経費 資産見返負債
43 長期リース債務 22 戻入　　　　　　  9

(図書) 2 診療経費
137 運営費交付金債務 148

(その他) 3 人件費
28 未払金 242

51 一般管理費
その他 15 運営費交付金外

36 その他 収益　　　　 340 自己収入等
22 (学生納付金)

52
(附属病院収益)

流動資産 純資産 254 損益外減価 337
148 857 (受託研究・事業 償却　28

(未収附属病院収入) 資本金 等収益)　　　  13 引当外賞与見込
46 982 (寄附金収益) 0

(その他) 資本剰余金 6 引当外退職
28 -192 (その他) 給付見込   8

期末残高 (現金預金) 15
利益剰余金 当期総利益　18 機会費用　　     16

49 74 67 （内経常利益　17） 目的積立金取崩　     1

※別途定期預金　25 ※利益剰余金内訳
　・目的積立金：49
　・当期総利益：18
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