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平成 22 年度第２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 22 年８月 13 日（金）13 時 30 分～15 時 30 分 

場 所：大阪市立大学 学術情報総合センター10 階 大会議室 

出席者： 

【委 員】（五十音順） 

松岡委員長、種田委員、片山委員、楠本委員、堀委員、 

＊岡野委員、音田委員は欠席 

【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 ほか 

【公立大学法人大阪市立大学】 

西澤理事長兼学長、柏木副理事長、桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長、 

安本理事、原理事兼病院長、西川調査役、浅井大学運営本部長、 

石田法人運営本部事務部長、藤井医学部・附属病院運営本部事務部長 ほか 

 

○開会 

（上田行政部長） 

本日は、残暑厳しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成 22 年度第２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。まず、簡単ではございますが、ご出席の皆様のご紹介いたします。 

 

《委員長以下、委員の紹介と、理事長兼学長以下、理事の紹介を行う。》 

 

それでは早速ですが、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） 

それでは始めます。 

本日の評価委員会は、初めて、杉本町の大学にお邪魔しまして、開催すること

になりました。大変すばらしい会場を使用させていただきまして、ありがとうござ

います。また開催にあたり、準備等ご配慮いただきまして、ありがとうございます。

西澤理事長ほか、役員のみなさんにご出席いただき、また、たくさんの教職員のみ

なさんにお集まりいただいております。今日は、忌憚ない議論が行えればと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げます。 

それでは、議事に入ります。本日の議題は４つございます。１番目が「評価にあ

たっての意見聴取について」でございまして、だいたい 80 分程度をかけまして、

２番目が「平成 21 年度評価結果（案）について」で 20 分程度、３番目が「事前評

価について」、４番目が「平成 21 年度の財務諸表について」と、それぞれ 10 分程

度で、全体として２時間程度を予定しております。 

議題の１つめにつきましては、平成 21 年度の業務実績報告書が５月末に大阪市

立大学から提出され、この間、評価委員会の作業部会にて３回にわたって、評価に
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ついて検討を行ってまいりました。本日は、委員会として評価結果をまとめていく

にあたって、大学から意見聴取を行い、ディスカッションを行いたいと思います。 

次に、議題の２つめですが、本日までの検討内容を元に、「平成 21 年度業務実

績に関する評価結果」の原案を作成しています。本日の意見聴取を踏まえまして、

さらに修正を行う箇所があると思いますが、これについても本日の議題として取り

扱ってまいります。 

また、６年間の中期目標期間のうち４年間の評価について、これまで厳密に分

けてはおりませんでしたが、中期目標期間の評価（事前評価）についても、議題の

３つめとしまして、簡潔に触れておきます。 

後に議題の４つめとしまして、財務諸表についてですが、こちらも６月末に

提出いただいて、既に委員の皆様のお手元に届いているかと思います。財務諸表の

承認と剰余金繰越については、市長に対し本委員会が意見を述べることとなってお

ります。本日は、時間の都合もございますので、内容の説明を簡潔に受けるにとど

めたいと思います。 

以上のような段取りで進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

それでは、議題１「評価にあたっての意見聴取」に入ってまいります。 

まず、資料１－２「評価委員会として大学から意見聴取する事項」でございま

すが、この内容は、これまでの作業部会での議論を踏まえまして、委員会として取

りまとめたものでございます。はじめに、大学の方からご説明を受けたいと思いま

すので、どうかよろしくお願いします。 

 

（西澤理事兼学長） 

本日はご多忙の中、また猛暑の中、杉本キャンパスまでお越しいただきましてあ

りがとうございます。改めまして、平成 22 年４月１日より大阪市立大学の理事長

兼学長を拝命いたしました西澤でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

法人を代表いたしまして、ひとことご挨拶申し上げます。 

委員の方々におかれましては、平素から大阪市立大学の運営に対しまして何かと

ご配慮賜り、この場をお借りしまして厚くお礼を申し上げます。また、この度は大

変ご多忙の中、当法人の業務について細部に亘って精査いただきましたこと、改め

てお礼申し上げます。さて、本学は平成 18 年４月から法人化されまして、法人と

して自立した運営を進めて参りました。より効果的な運営体制の構築に邁進して参

りましたが、現体制を維持しつつ、法人としての自立性、機動性といったメリット

を 大限発揮して、公正かつ効率的・効果的な運営を進めて参りたいと思っており

ます。また、現在の中期目標も既に５年目に入っておりまして、本年はこれまでの

成果を検証すると共に、平成 24 年度からの第２期中期目標・中期計画を検討する、

非常に重要な時期に入ってきたと思います。 

これまで本学は都市大阪を基盤として、市民と共に歩んで来たという歴史、建学

の精神がございますし、市民にとって誇りとなる大学を目指してきておりますけれ

ども、新たな目標・計画につきましては、全教職員一丸となって、都市と市民に貢

献する新たな大阪市立大学の姿を示していかなければならないと考えております。
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委員の皆様には、なにとぞ忌憚のないご意見を賜り、後日ご報告いただきます評価

結果を尊重いたしまして、本学の改善に活かして参りたいと考えておりますので、

どうぞなにとぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、事前にいただいております 12 項目につきまして、それぞれ簡単に法

人の見解を申し上げたいと思います。まず、法人全般に関わる事項について、私か

らご説明申し上げます。その後に、個別の事項につきましては担当の理事よりそれ

ぞれご説明申し上げます。若干、資料と言葉が異なる所もございますが、趣旨は同

じでございますので、ご了承ください。 

 

まず①でございますが、次期中期計画の策定にあたってどのような大学を目指す

のか、簡単なイメージで、できれば３つくらいのキャッチフレーズでというご質問

でございます。 

全体的なことを先に申し上げますが、法人化しまして５年目を迎えております。

現在の中期計画は本学が法人化という新たな運営形態を円滑に進めるための、いわ

ば創生期の計画であると考えております。しかしながら、これから策定しなければ

ならない第２期の中期目標・計画というのは、いよいよ法人化のメリットを十分に

発揮して、大学の充実を目指す重要なものであって、今後の本学が目指す新たな姿

を明確にしていかなければならないと思います。本学は今年創立 130 周年を迎えま

す。この長きに亘って先輩諸氏が築かれて参りました歴史・伝統、一方では、本学

は大阪市民の気概と活力によって支えられてきた伝統がございます。今後これらの

伝統を継承し、より一層市民に開かれた、あるいは市民と共に歩む大学として、魅

力ある活力あふれる都市型総合大学あるいは、都市と市民に貢献する新たな大阪市

立大学を目指したいと考えております。 

このような本学の背景を踏まえましてお答えしたいと思いますが、３つのキャッ

チフレーズということですので、私なりのイメージをお話したいと思います。 

一つめは、都市科学分野の人材育成とシンクタンク機能、あるいは、中身としま

しては文系理系の融合研究の促進といったことでございます。二つめは、高度専門

職を目指す社会人教育、三つめは、国際力の強化、という言葉で表現したいと思い

ます。 

初の都市科学分野の人材育成とシンクタンク機能でございますけれども、理系

と文系の融合研究によりまして、新たな都市科学分野、これは私どもで申しますと、

都市研究プラザでの都市再生プログラムですとか、ホームレスとか生活保護問題、

あるいは複合先端研究機構での環境・エネルギー、ヒートアイランド調査と環境再

生、大阪市の地盤と防災といった具体的なプログラムを組んでおります、こういっ

たジャンル、あるいはさらには将来的にはサービス工学といったようなことにも及

ぶのではないかと考えておりますけれども、こういった都市科学分野を発展させ、

都市大阪の文化・経済・市民生活全体にわたり、広く特色のある都市研究と教育を

推進して、蓄積されてきたデータを分析して政策提言を行い、都市大阪の発展と市

民に貢献できる大学を目指したい、ということがまず一つめでございます。 

二つめは、高度専門職を目指す社会人教育でございます。都市型総合大学として、

大阪市立大学としての使命を再認識しまして、より市民に身近で市民に求められる
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教育の場としての大学を目指し、高度専門職を目指す社会人の人材育成に取り組み

たいと考えております。 

３つめは国際力の強化ということでございますが、国際都市大阪を背景とした大

学として、世界に通じる実学を推進するために、初期教育からの国際化、特に１回

生２回生の教育の国際化、授業の英語化ということになろうと思いますが、その推

進、あるいは留学生の受入や留学についても、全学的な国際交流支援体制の強化な

どによる国際的な教育研究機能を強化したい。これは私だけのイメージで話してお

りましてまだ充分に学内に諮っておりませんけれども、イメージとしましては、イ

ンターナショナルユニバーシティといったものも想定しております。 

これはあくまで私の今後の大学のイメージとしてお話ししましたけれども、次期

の中期目標・計画の策定にあたりましては、10 年後の大阪の姿を見据えて、エビ

デンスの高い目標・計画を策定し、全学を上げて取り組みたいと考えております。 

 

次に②でございます。各学部・研究科の自主性と、全学的な一貫性のある取組の

バランスということでございますけれども、法人化後の規則的に申しますと、中期

目標・計画及び地方独立行政法人法により役員会で決議を行うものとしては、市長

の認可や承認を得なければならない項目、予算・決算に関する項目、組織の設置・

廃止の事項、その他役員会で定める重要事項ということでありまして、教育研究に

関すること、教員の人事、教育課程の編成などは教育研究評議会で審議することに

なっております。 

ＧＰＡ制度につきましては、その有効性を認めて拡充を図っていくということを

中期計画にも記載しておりまして、従来から導入されていた商学部に加えて、経済

学部や工学部でも導入が決定されていますけれども、導入については各学部の特性

に応じて可否を決めていくというのが現状でございます。教員評価や全学共通教育

など全学的な方針の検討が必要な事項につきましては、学長の全学的な意向の下に

全学委員会を設置して審議し、教育研究評議会で審議決定しております。各学部・

研究科の特性・自主性を尊重しつつも、法人として大学を一体感を持って運営して

いくことは極めて重要であると認識しております。重要な評議会での審議を元に、

学長のリーダーシップのもと、教職員が一体となった大学運営に取り組んでいきた

い、と考えております。 

 

少し後ろになりますが、⑩でございます。「はばたけ夢基金」の使途でございま

す。今年は本学の源流であります大阪商業講習所の開設から 130 周年という大きな

節目にあたっております。これを記念して昨年の 10 月に「はばたけ夢基金」の寄

付募集を開始し、今年度に限りまして、大阪市の承認を得てふるさと納税制度も活

用して、本学に支援いただくことになりました。 

「はばたけ夢基金」につきましては、その使途は、寄付獲得活動にご協力いただ

いております同窓会代表にも加わっていただいている「はばたけ夢基金」運営委員

会において決定することになっております。今後、使途も含めて、寄附者から大学

へ意見をいただけるような仕組みを活用いたしまして、歴史の一コマを築いてこら

れました卒業生の声を大学運営に反映して行きたいと考えておりますが、使途とし

て具体的には、昨今の厳しい経済状況を踏まえまして、安心して勉学に励んでいた
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だくための奨学金などが理解を得やすいと考えております。また、施設面では、大

学のアメニティの充実と安全を目指した環境整備ということも配慮しておりまして、

現在は国際交流会館、あるいは学生会館などの意見をいただいております。いずれ

に致しましても、使途としましてはお寄せいただいたご意見を参考にしつつ、今後

の大学の目指す方向性も踏まえ、より効果的に活用したいと考えております。 

 

⑪でございます。広報のあり方ということでございます。大阪市立大学のアイデ

ンティティを明確に打ち出していくことが、大学のブランド力を高めることに繋が

るということは認識しております。そのためには、大学の強みであり特徴である、

都市型総合大学であるという種々の実例をメディアを通して情報提供していきたい

と考えております。例えば、創立 130 周年記念事業として「市大中之島講座」を市

役所市議会の特別委員会室で開講し、1 回目は法学研究科の阿部教授による「地方

分権と大都市制度」を、２回目はこの９月に都市研究プラザの水内教授によります

「生活保護を取り巻く現状と都市再生」３回目以降は「水辺からの都市再生」や

「抗疲労について」等のテーマの講座を予定しておりまして、そのような大学の行

事そのものが、広報として意義があると理解しております。 

大学を取り巻くステークホルダーは正に多様でございまして、それぞれに対して

必要な情報を如何にタイムリーに分かりやすく提供するかが大事だろうと考えてお

ります。また、本学は大阪市を設置者とする公立大学であり、その特色からも市

民・地域への発信はさらに強化すべき課題であると捉えております。そのために今

春、学外から広報担当課長を採用したところで、今後は情報の集約と一元化を図っ

て効果的な広報活動が行えるような広報の組織体制、その仕組みの再構築をしたい

と考えております。 

 

後の⑫でございます。教員の人事方針でございます。平成 18 年度から公立大

学法人となりまして、法人としての自主的・自立的な機能を活かして日々変化する

環境に即応した経営を展開することができるよう一体的な大学運営を致したいと考

えてきております。財政面では学長裁量経費を設定し、必要性や緊急性に鑑み、全

学的な視野からの戦略的予算配分を行ってきております。一方教員人事に関しまし

ては、本学の場合、教員人事委員会のような人事面における全学的な方針を検討・

策定する組織自体は、現在の所有しておりません。 

ご指摘いただきました人事面における部局の枠組みを超えた学長裁量枠なりを別

途設けることについては、学長自らのリーダーシップを持って新しい多様な社会の

ニーズに積極的に対応することができると共に、大学運営を進めるための有効な手

法の一つであると考えております。しかしながら、一方で財政事情の厳しい中、裁

量枠を設けるための新たな人件費の財源を確保することが、非常に難しい状況にあ

ると思います。けれども、裁量枠については、今後、資金獲得の方策を講じて考え

て参りたいと思います。 

 

以上、私から全体的なご質問に対する回答でございます。 
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（桐山理事兼副学長） 

教育担当副学長の桐山です。私からは③～⑤についてご説明いたします。 

③の初年次教育に関しまして、初年次セミナーの導入効果であるとか、これを必

修にするかどうか、あるいは、今後コマ数を増やしていくのかどうかについて、意

見をいただいております。 

この初年次セミナーと申しますのは、いわゆる初年次教育プログラムのひとつで

あると位置づけていまして、元々は平成 16 年度から「１回生セミナー」として開

講してきまして、それを平成 20 年度に発展させて「初年次セミナー」としました。

この間、各学部、特に文科系の学部において、１年生の全員を対象にした基礎演習

であるとか、ゼミが開講されるようになりまして、そこで文献検索であるとか、レ

ポートの書き方といったスキルアップ教育が展開されるようになりました。そこで、

「初年次セミナー」では、より学習意欲のある学生に対して、幅広い、発展的な学

びを促進することに重点を置くことになっております。 

具体的にどういうことを行っているかと申しますと、学生自らが課題を設定して、

資料を読み込み、プレゼンテーションをするということに加えまして、様々な学部

から学生が集まっていますので、そうした点を利用した、幅広い知識の獲得という

ことも目指しております。 

このセミナーの効果についてでございますが、今年の１月に大学教育研究センタ

ーが発行しました「大学教育」という紀要の中に、アンケート結果を基にした報告

書がございます。これによりますと、学生の満足度はもちろん高いわけですけれど

も、４月と７月の受講の開始と終わりにアンケートをしておりますが、受講の 初

は、基礎演習と同じようなスキルアップを目的として入ってきた学生が、次第に自

分自身の学問的な問題意識を高めるのに役立ったというアンケート結果がでている

ということからみますと、かなり私たちが考えているようなセミナーのあり方とい

うことで、有効性が示されているのではないかと思います。 

そういう意味で、各学部開講の、いわゆる基礎固めとしての基礎演習、発展的な

初年次セミナーというのが有機的に連携して初年次教育の効果を高めているのでは

ないかと考えております。従いまして、発展的な学習を目的としますので、初年次

セミナーについて全学生に必修とすることは考えておりません。コマ数の増加に関

しましても、学長が若干示唆しておりますけれども、１～２年生の国際力の強化と

いう点で、１～２年生の間での英語教育というものも視野に入れておりますので、

他の科目との兼ね合いも考慮して、次期の中期計画で道筋を付けることにしたいと

考えております。 

 

④の成績評価制度につきまして、全学統一にＧＰＡ制度を導入するのか否かにつ

いてどういう判断かというお訊ねですが、確かに中期計画では、成績評価をより厳

正かつ客観的にするためにＧＰＡ制度を拡大するとしております。本学でも、研究

科ごとに導入の検討を行ってきたところでございます。その結果と致しまして、商

学部を筆頭としまして、経済学部、工学部などでも導入されることになりました。

基本的には、確実に拡大していると言えるのではないかと思います。 

他方で、検討する中で、例えば医学部や看護学科では、実習時間を以て単位を認

定するという、実習科目的なものがかなり多いとなりますと、単位を認定するか否
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かという部分だけで判断されますので、ＧＰＡの五段階評価は馴染まないのではな

いかということも真剣に検討する中でわかってまいりましたので、そういう所では

やってもあまり意味がない、ということで、全学統一的に導入することはございま

せん。 

そこで我々としては、年度計画にもありますように、ＧＰＡ制度「等」としまし

て、むしろ本来の趣旨である「厳正かつ客観的な成績評価制度を構築する」という

ことに努力する、その一つとしてＧＰＡ制度がある、という形で進めて参りたいと

考えております。 

 

⑤の社会人教育、特に就労学生支援の充実ということで、長期履修学生制度及び

履修証明制度についてどうなっているかということでございます。 

長期履修学生制度につきましては、平成 20 年７月に全学のポリシーとして、長

期履修学生制度の規程を作成しました。それに基づきまして、法、文、工、生活科

学、医、看護と多くの研究科で導入されております。実際に適用され始めた研究科

もございます。ただ、創造都市研究科などでは、当初から社会人に対して２年間で

学位を与えるという観点でプログラムを構成している所もあり、必ずしも長期履修

学生制度とマッチしない、あるいはこれを認めるとあまりにも学生が増えすぎてキ

ャパシティが持たないのではないかというような場合もありますので、研究科の特

性についても一定程度配慮する必要がございます。従って、標準を設定しておきま

して、それにどうしても合わないという場合は例外を認めるという形で進めており

ます。 

それから、履修証明制度につきましては、文系横断的な「大阪学コース」と「国

際学コース」を検討してまいりまして、既に教育研究評議会でも基本的な合意を得

ております。ところが、実施準備段階でそれぞれのコースの受講者が科目選択する

幅が狭いのではないかということで、これは 120 時間以上の履修で履修証明を出す

という制度になっておりますけれども、我々が準備している科目の幅が狭いのでは

ないかということと、「国際学コース」では、実は私が担当している科目が２つご

ざいまして、副学長になってしまいまして専任が居ない科目が出てきたハプニング

的なこともございまして、正直なところ、実施に若干の困難をきたしている状況で

ございます。ただ、履修証明制度につきましては「大阪学コース」や「国際学コー

ス」は、教養を深めるというコースになっておりますけれども、より専門性の高い

資格取得、あるいは、例えば大阪観光に強いツアーコンダクターの人材養成という

ような、キャリアアップを目指す社会人を対象とするもの、先ほど学長が申し上げ

た２つめのキーワードに合致するようなもの、そういうものも視野に入れた履修証

明制度がふさわしいのではないか、という意見もかなり多く出されております。こ

の点、次期の中期計画で他の公開講座との関係なども視野に入れて再検討を始めて

いるところでございます。 

 

以上で私からの説明を終わります。 

 

（宮野理事兼副学長） 

続きまして、研究担当副学長の宮野でございます。私からは⑥～⑧の３項目につ
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いてご説明いたします。 

 

⑥でございますが、特別研究経費及び競争的外部資金に関するものでございまし

て、主に３つのご質問・ご指摘をいただいております。 

まずそのうちの一つめですが、特別研究経費の財源確保、あるいは委託研究の受

注が見込みにくい分野への対応についてのご質問・ご指摘でございます。これにつ

きましては、従来から本学では戦略的研究経費がございまして、外部資金を目指す

重点研究、あるいは都市問題研究のような枠を設けまして、重点的な研究資金の配

分を行っておりますが、外部資金の獲得の実現性を高めるという目的で、今年度い

くつかの改定を行っております。具体的には、重点研究につきましては、研究科の

枠を越えた共同研究をすること、あるいは、近年外部資金などで主にキーワード的

に用いられている若手研究者あるいは女性研究者の育成を、重点研究でもキーワー

ドとしております。あるいは、採択された場合には、２年目までに外部資金に応募

しない場合には３年目以降の継続を認めないといったような新たなハードルを設け

まして、外部資金獲得の実を高めることを行っております。また、基礎的な文系研

究への新たな戦略的研究経費の費目設置については検討を開始しておりまして、受

注が見込みにくい委託研究などの対応を考えております。 

２番目の競争的外部資金獲得についての大学としての基本方針・スタンスはいか

がかということ、あるいは特に教育分野・学生支援分野はどうかというご質問・ご

指摘でございますが、この点につきましては、平成 21 年度計画から、文科省科研

費獲得について、専任教員に占める申請率の目標を定めて獲得に努めてきている所

でございます。また、大型の外部資金は複数の研究科の共同申請の形を取らないと、

近年、困難になってきていると考えられておりますために、戦略的研究経費配分で

も先ほど申しましたようにそのことを条件としまして、競争的研究資金獲得の実を

高める努力を致しております。また、教育・学生支援分野につきましては、現代Ｇ

Ｐ、あるいは大学院ＧＰなどで多数の取組がこれまで行われてきておりますが、近

年の研究の外部資金では、研究目的の資金の中に、若手研究者や女性研究者の育成

が求められてきておりまして、研究・教育を一体化して資金獲得を目指す必要があ

ると考えております。そのために、本学では少し遅れておりましたが、ポスドクな

どの若手研究者が海外へ出かけていって研究活動をする場合の支援の仕組みにつき

まして構築をしております。 

３番目でございます。外部資金終了後の支援についてでございます。ＣＯＥ、あ

るいはグローバルＣＯＥにつきましては、期間終了後も大学としての支援を重点研

究経費、あるいは学長裁量経費で支援を行ってきております。しかしながら、これ

らは基本的には、外部資金で形成されました拠点でその後も外部資金獲得に向けて

努力することが条件になろうかと思います。一方、ＧＰのような教育的な支援につ

きましても、特色となる教育体制への支援事業費として、外部資金終了後のプログ

ラムへ支援を行ってきております。 

 

⑦の都市研究プラザにつきましてですが、都市研究プラザのグローバルＣＯＥ終

了後のあり方についてのご質問でございます。都市研究プラザはグローバルＣＯＥ

の事業の中で、現場プラザや海外サブセンターの活動の中で、都市研究の拠点を形
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成して参りました。今年度には、エルゼビア社から国際ジャーナルＣＣＳ（Cities, 

Culture & Society）の発刊を行い、その基盤を確固たるものへとしております。

また、この国際ジャーナルＣＣＳの学術的基盤になります国際学会の創設も目指し

ております。さらに、本学の大阪市へのシンクタンク機能の強化並びにブレーン機

能を担う拠点の一つとしても位置づけております。 

こういった都市研究プラザのグローバルＣＯＥ以後の財源確保については、正に

ご指摘の通り喫緊の課題でございますが、プラザメンバーによります科研の獲得が

これまで活発に行われております。今後も申請を継続すると共に、ＪＳＣＳ日本学

術振興会等の大型の外部資金獲得を含めた対応を行っている所でございます。具体

的には現在、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラムに２件、都市研

究プラザから応募しております。また今後は、先ほど申しました国際ジャーナルＣ

ＣＳの出版収益、あるいは学会費の補填などが見込まれております。これらの状況

を見て大学からも積極的に支援を行う所存でございます。 

 

⑧の地域貢献のあり方についてでございます。まず 1 点目ですが、様々な地域貢

献の活動が行われているけれども、教員がモチベーションを持てる支援体制が必要

ではないか、というご指摘でございます。この点につきましては、これまで行われ

ております公開講座のあり方を検討するほか、今後、本格実施していきます教員活

動点検評価におきまして、地域貢献活動を評価の項目に入れることによって、モチ

ベーションを高める取組を行って参りたいと考えております。 

また、２点目ですが、履修証明制度と公開講座の連携を図ってはどうかというご

指摘でございます。これにつきましては、桐山副学長からもご説明申し上げました

が、履修証明制度は、講習や授業科目によって体系的に編成し、120 時間以上の履

修を必要とするため、個人の興味関心に合わせて、受講者のニーズに合わせた内容

としております公開講座とは、若干馴染みにくいところがあるのではないかと考え

ておりまして、今後、精査が必要と考えております。 

３点目の地域貢献に関わる部署が非常に多くて、バラバラに取り組んでいる印象

があるというご指摘でございます。これにつきまして、大学の基本方針は地域貢献

推進本部というところで策定しております。今年度から、地域貢献推進本部長と文

化交流センター所長を私が兼ねることになりました。従いまして、地域貢献推進本

部と文化交流センターの関係が、従来よりは明確になって参りました。今後は地域

貢献推進本部が中心となって、関係部署との情報共有をはかり、連携を深めていき

たいと考えております。 

 

私からのご説明は以上でございます。 

 

（原理事兼病院長） 

⑨の附属病院の経営について、私からお答えいたします。管理会計システムと、

病床利用率の２点ございます。 

まずはじめに、管理会計システムでございますが、この件につきましては、数年

前より当病院の戦略会議でしばしば議論してきたところでございますが、人件費部

門の整理がまだつきませんでしたので、このような形で推移しておりますけれども、
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今年度中に稼働させて、管理会計システムに移行していきたいと考えております。 

病床利用率についてでございますが、ご指摘の通り少し悪くなってございますが、

平成 19 年度に看護師配置を７対１に移行するときに、看護師不足で２病棟を閉鎖

した、つまり 90 床閉鎖したこと、さらに翌 20 年度には、救急病棟をセンター化す

るための大幅な改修工事で、救急病棟を 21 年 7 月まで閉鎖したこと等が影響して

おります。その他に、ハード面でございますが、当病院は 992 床の病院としては外

科系に必要な手術室の稼働が 10 室と少なく、入院したとしても手術治療がすぐで

きないという悩みがございます。ちなみに、科によっては、手術待ちが３ヶ月ある

いは８ヶ月という難問を抱えております。従って、２つある外来手術室のひとつを、

全身麻酔対応手術室に改築し、外科治療の拡大を図って参りたいと考えております。

それから、６人床の病室が 36 室ございまして、これらは 17 年前の造りでいずれも

非常に狭く使い勝手の悪いうえ、患者さんからも評判が悪いので、順次４人床部屋

に移行中でございます。以上、２つのハード面の改築をはかり病床利用率をさらに

上げていきたいと考えております。以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

どうもありがとうございます。 

私どもが作業部会で検討しましたときに、大学のトップの方から、特に 12 項目

について意見をお伺いしたいということになりまして、それぞれお答えいただきま

した。 

これから各委員より、今のご説明を踏まえてコメントしていただく、あるいは、

場合によっては今のご説明を受けて、さらに質問していただく、もしくはそれ以外

のこともございましたら、順次、コメントをお願いしたいと思います。 

それでは、楠本委員からお願いします。 

 

（楠本委員） 

実績報告を読ませていただきまして、この大学の一番大きな問題でもある、大規

模な予算の削減、定員の削減という厳しい状況の中で、それぞれすいぶん努力され

ておられる様子が感じられました。 

色んなことがございますが、地域貢献、高等学校との連携など、これからの大学

の発展につながることだろうと思います。今まで教育と研究をやっておれば良かっ

たのが、それに加えて地域貢献も重視されて、ずいぶん努力されておられるという

点は高く評価したいと思っておりますが、皆さん疲れてきておられるのではないか

という懸念もございます。それを、先ほどご説明にもありましたが、大学全体で効

率的に行いたいということであったので、そういう方向でおやりになられるのであ

ればいいかなと思いました。 

それから、個別の部局の取組につきましては、我々そこまではなかなか拝見でき

ませんでしたけれども、いくつかの取組について、やや足並みが揃っていないよう

に感じたところが割と多かったもので、それが先ほどの質問へとつながっておりま

す。大阪市大は今までも、各部局の個性があるということが一つの特徴であって、

その中でも大学としての統一について、中でも教育と研究と地域貢献それぞれの各

推進本部を組織されて、それがこれからだんだん機能していくのだと思いますが、
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統一すべき所は統一されていったほうが、外から見たときも分かりやすいのではな

いかと思います。 

 

また、初年次セミナーにつきましては大変面白い取組であると思います。これが、

「専門を超えた学問分野に触れさせる」という狙いで、成功しているというお話を

先ほどいただきましたが、これを、初年次ではなく、もう少し後でもあったらいい

のではないかなと感じました。大変個別の話になってしまいましたが、少し具体的

な点ですが、こういったことを踏まえましてご説明をいただければと思います。 

 

（桐山理事兼副学長） 

初年次セミナーの「学部を越えた学生の集まり」についての 後のご意見につ

きましては現在検討しておりまして、やはり４年次等の上級生になった時に改めて

実施すると「もっと他の分野を勉強しておけば良かった」といった形で、どんどん

問題意識が高まるのではないかということで、来年度以降にひとつふたつはできる

のではないかと検討をしております。 

 

（堀委員） 

今、初年次セミナーという話題が出ましたが、評価委員会での議論では、セミナ

ーに参加している学生が少ないのではないかという意見がございました。 

全学的な取組であって非常にユニークであるということは理解しておりますが、

実際どのくらいの希望があって、学生さんの希望に大学としてどの程度沿えている

のか、それを充足しているのかどうか、ということが見えにくいという議論がござ

いましたので、そのあたりのことについて、ご説明いただけますでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

実際には、だいたい１年生の１割程度が受講しております。セミナーは９つあ

りますが、時間帯によりまして希望する学生が多い場合には、やむを得ず抽選とな

っている現状でございます。意欲のある学生に対してコマ数が少ないという、若干

の問題点を抱えてございますが、態勢にしてはまずまずの成果が上がって我々とし

ては頑張っていると考えております。 

 

（堀委員） 

学習意欲のある学生の能力を高める、ということでは非常にヒットしている取組

であると思いますが、初年次全体のレベルアップですとか、カバーできているのか

どうかという点について、もう少し補足いただけますでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

基本的には、各学部で全学生を対象にして基礎演習を実施しております。これ

は文系など比較的学生の人数に比べて教員数が少ない学部でやっている取組でござ

いますが、そこで基礎的な訓練を実施し、意欲を高めております。そもそも入学時

からさらに上を目指そうという意欲的な学生に対して初年次セミナーを用意してい

るという風にしております。 
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（楠本委員） 

教員の態勢として、これ以上コマ数を増やすことは難しいということでよろしい

でしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

現状ではそう考えております。 

 

（松岡委員長） 

次に、種田委員にお願いいたします。 

 

（種田委員） 

評価委員会での議論を重ねる中で感じたことで、少し、皆さんの取組の方向と逆

行する内容になるかもしれませんが、今すごく頑張っておられて様々取り組んでお

られますが、限られた資源の中でどこまでやっていくべきなのかということを感じ

ていまして、選択と集中という観点から諦める部分もあってもいいのはないか、諦

める部分が無いと疲れてしまうのではないか、と感じました。 

だからこそ、計画のすべてを同じレベル感でやれない訳で、実施が途中で止まっ

ているようなものも、実はそういう点が影響しているのではないかな、と感じてお

ります。 

そういう目で見させていただいた時、例えば地域貢献にしても、文化センターな

どと協力されて、沢山の公開講座を実施されているのに思ったほどの効果が現れて

いなくて、さらに充実させていくという計画になっていますが、それが大学にとっ

て本当に必要なことなのかどうか、その取組の効果について、また違った尺度で考

えてみてもいいのではないでしょうか。それよりも都市施策の提言を行うとか、よ

り大学としてあるべき姿なのだということになれば、割り切って、そちらに重点を

置いてしまってもいいのではないでしょうか。それもありなのではないかと私は思

います。 

 

附属病院が黒字であるという点につきまして、附属病院は少しでも赤字になると

大学経営にダイレクトに影響してきますので、さらなる黒字化という観点から、例

えば市立病院や他の公立病院と共同調達をされるとか、附属病院に関しては、もっ

とコストダウンの取組がまだまだできるのではないかなと感じました。 

 

後に、この委員会で も意見が出ているものに、広報のあり方がございました。

重要性を理解されているから、広報のプロを招聘されたということだと思いますが、

良いことをやっていても見せ方が悪ければだめで、今までは見せ方が悪かったとし

てもそれなりに学生が集まっていて、結果として何とかなっているという、ある意

味、評価の高い大学なのでしょうけれど、目に見える広報をしていかないといけな

いということであれば、専門家を招いた今こそ対策を打つべきで、具体的にどうい

う広報をされていくのかということが、このお答えでは今ひとつ見えてきませんの

で、具体的にご教示いただければと思います。以上です。 
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（松岡委員長） 

それでは片山委員お願いします。 

 

（片山委員） 

今回、３年間委員を務めさせていただいて、業務実績報告書で見えない部分につ

いて色々補足資料をご提出いただいて分かってまいりました。 

例えばＦＤ活動についても、色んな取組を、それも自発的に取り組んでこられた

ということが分かって、少しずつではありますが、厳しい財政状況の中で、いい方

向に進んでいるという印象をもって、今回の評価を受け止めてまいりました。 

その一方で、やはり常々、特に今回感じていますのは、「もったいない」という

ことで、他大学と比べても、市立大学の取組、研究の蓄積があるのに、残念ながら、

業務実績報告書を見るだけでは伝わってこない。その補足説明を受けることで、よ

うやく「こんなにやってこられたのだ」と思うところもありまして、例えばＦＤ活

動であれば、何年度に何回やって何人集まったという業務実績報告書だけでは、こ

れだけ地道な活動をされてきたということについて全く伝わらない。 

 

そうしたことを広報ということに集約することもできますが、広報部門が長崎の

出島のように取り組むのではなくて、各部門が教育研究の日々の取組をどう見せて

いくかという、見せ方についてもっと工夫することで、共感を得られる部分がかな

りあるのではないかと感じました。 

そこにつながってきますが基金の活動について、先ほど、西澤理事長のご説明で

は、奨学金が理解を得やすいのではないか、それから国際交流と学生会館というこ

とで、主に学生の支援を中心においていらっしゃるかと思いますが、グローバルＣ

ＯＥの所もそうですが、研究について、教員の方々に関わる部分についても基金の

支援の対象に私は含めてもいいのではないかと思います。それが 終的に、大学と

しての選択と集中をはかる時に、例えばそれを内部の資金だけでやろうとすると、

どこからかお金を奪ってどこへ配布するという話になってしまうわけで、そうでは

なくて、それを基金なりを通じて外部から資金を得ることで、集中して強化をはか

りたい部分に外部の方々の協力を得ながらお金を付けていく、という取組もあるの

ではないかと感じた次第です。 

 

（松岡委員長） 

堀委員から病院も含めてお願いします。 

 

（堀委員） 

病院について、原病院長からご説明を受けまして、その実情はよく理解できまし

た。ただ、管理会計システムについてはできるだけ早く構築された方が、各部門の

業務実態が把握しやすくなります。私が大阪大学におりましたときに、臓器別の編

成が行われて、会計の把握ができなくなって、どの部分をどうすればよいかという

施策が出てこなくなって困った経験があります。例えば病院の人件費をどうするか

という点など、どこかで整理を付けられて早いうちに管理会計システムを導入され

ないと、いつまでも曖昧なままになってしまって、改善点が見えづらくなってしま
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いますので、ぜひお願いしたいと思います。 

それから、病床規模に比して手術室が非常に手狭で、10 レーンというのは非常

に手狭です。 初に立て替えられたときの設計を検証されているのではないかと思

いますが、今は 500 床でも 10 レーンという病院がございますので、1,000 床でと

いうことになりますと、収支面でもそのあたりが苦しい材料になってくるのではな

いかと感じます。 

いずれに致しましても、病床利用率というのは収支の中でも一番の指標でして、

測るには一番いい指標でもあります。公立大学附属病院の中でも、やや下位にある

と思われるので、それを上げるためのご努力は続けていただくようにお願いしたい

と思います。 

 

次に、大学のあり方に関しまして、中期計画の途中で大学憲章を作られておられ

ます。これは非常に大事なことであると思いますけれども、大学憲章を作られた経

緯、そして今日お話になられた３つの柱、大きな方向性との関連について、西澤学

長よりご説明いただければと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

大学憲章につきましては直接策定に携わってはございませんが、全体的には前

学長が次期中期目標に向かった憲章ということを考えて、現中期目標が来年で終了

したときにこれまでの流れが中断してはいけないということで、次期中期目標へ繋

ぐために出したものと受け取っております。ですから、具体的なことはそれほど書

いておりませんで、精神的なことがかなり中心になっておりますが、そういった考

え方の中で、どういう風に次のステップを具体的に踏んでいくかという、ひとつの

憲法的なものとして作られたのではないか、と理解しております。 

 

（堀委員） 

今日のご説明の中で、都市型総合大学というものが、ひとつの大きなキーワード

で、私も大変意味があるものだと思います。その中でシンクタンク機能、そしても

うひとつおっしゃった、文理融合研究の促進ということを挙げられておりましたが、

具体的なプロジェクトなどはございますか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

はい。かなりのことはやっておると思いますけれども、例えば、都市再生など

でやっております都市研究プラザでは、どちらかというと文系の人が主になってお

りますけれども理系の人も関与して研究を促進していく、という形を取っておりま

すし、逆に複合先端研究機構では、理系が中心でエネルギー関係や環境関係をやっ

ていますが、そこに文系の人たちも参与していく、という形で、私どもの柱を二つ

という考え方で来ております。どちらにいたしましても、結果として大阪市に提言

できるような施策に繋がるよう研究になるように、と考えております。 

 

（堀委員） 

よくわかりました。評価委員会でも「シンクタンク機能をもっと発揮していただ
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いた方がいいのではないか」という意見がございましたので、ここでお伝えしてお

きたいと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

ありがとうございます。私も同感でございますが、各先生方はかなり多くの審

議会に個人として入っておられるのは事実でございます。皆様のディスカッション

の中にもあったのではないかと思いますが、「シンクタンク機能」というものは本

来あまり表に出てこないもので、「大阪市立大学がこう言ったからこうした。」とい

うことはあまり表現されないものですので、表に出にくい面もあるということをご

承知いただければと思います。かなり関与しているということは間違いないと思っ

ております。 

 

（松岡委員長） 

病院の件につきまして、法人からございますか。 

 

（原理事兼病院長） 

ご意見ありがとうございます。私どもは先ほど申し上げましたように、中期目

標・計画で管理会計システムを導入することを謳っておりますので、やはり早急に

導入していかねばならないと考えております。国立大学は国の方針で直球が通るわ

けですが、公立大学はなかなか色んな意見がございまして、忸怩たる気持ちがあっ

たのも事実でございます。ちなみに、８公立大学のうち４病院で管理会計システム

を導入しておりまして、残りはまだペンディングという状況のようでございます。

参考として申し上げたいと思います。 

手術室はおっしゃるとおりでございまして、私学からこちらに赴任してまいりま

して、「なぜこんなに少ないのか」と思っておる次第でございます。ちなみに、国

立大学の平均は 1,000 床程度ですと 16 レーンで、大阪大学は確か 18 レーンくらい

あったと思います。東京大学は 22 レーンありますし、東京女子医大では 23 レーン

あるので、患者さんを余り待たせずに手術ができるということになっております。

ただ、そうは言ってもハード面はお金のかかることもあってなかなか大幅に改良は

できませんけれども、できるだけ改善に努めてまいりたいと考えております。 

それから、種田委員のおっしゃった共同購入ということは、日経新聞をご覧にな

って国立大学の例をおっしゃっているのだろうと思います。私どもの共同購入は、

大阪市立病院群と市大病院とで２年ほど前から実施しておりましたけれども、初め

のうちはかなり効果がありますが、だんだん業者の方が「これ以上は値を下げられ

ない」ということになりまして、今年度からは、事務方の個別交渉で下げる方が効

果があるということで、元に戻しております。以上でございます。 

 

（柏木副理事長） 

種田委員と片山委員から広報についてお尋ねがありましたので、そのことについ

てご説明いたします。来年の春ぐらいには取り組んでまいりたいと思っております

が、国立大学や私立大学と違いまして、公立大学は何をしているのかということが、

がなかなかわかりにくい点が、設置者との関係でもそうですし、市民との関係でも
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ございます。市立大学の場合は、総合大学でもありますので、余計に「何をしてい

るのか」ということを積極的な発信していかないと納得してもらえないと言うこと

で、ご指摘の通り力を入れていきたいと思っております。今思っておりますのは、

各研究科なり各先生がたが、どんな教育なりどんな研究を、どんな地域貢献をやっ

ているのかということが、なかなか把握しきれていない。また、連携がうまくいっ

ていないのではないかなと思っておりますので、そういったところの教育、研究、

地域貢献のリストのようなものを、年度当初に作り上げる作業をして、情報を効果

的に取りやすい仕組みを作っていきたいと思っております。 

もう 1 点は、発信する相手ですけれども、色々市民向けの方々なり、学生さんな

り、また同じ大学なり、それぞれステークホルダーは沢山ありますので、発信する

対象者にあった手法ということも視野に入れてやっていきたいと思っております。

その中で先ほど西澤理事長からありましたように、国際力強化ということもありま

すので、海外に向けた発信をする場合に外国語による表記もやっていこうと思って

おります。 

そういった点を考えまして、全学的な方向、方針、戦略といった計画を作り上げ

て、早ければ来年の四月からは全学的な仕組みを動かしてまいりたいと考えており

ます。あとやはり励みにもなりますので、各先生方、学生が取り組まれた、新聞と

か雑誌などに掲載されることがあれば、私どものＨＰなどで全学的にお知らせする

ことで、「こんなんやってるんや」「（取組や成果を）ちゃんと取り上げてくれるん

や」ということで、分かりやすく皆さんにお知らせしていく仕組みについても今か

ら考えていきたいと思います。以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

後に私からいくつかコメントと、ひとつ質問をお願いしたいと思います。 

初の①で、学長として新中期計画にあたっての目標を３つのキャッチフレーズ

でと、失礼な言い方になったかもしれません。実は、少し個人的な話になりますが、

私が今の大学で学長になった時、５ヶ年計画の際に「教育力の強い」「学生に対す

る教育支援がきめ細かい」「地域と国際社会に開かれた」大学を目指す、と副題を

付けました。そうすることで、後になって学内で議論します時に、副題に引っかけ

て割合スムーズにいく、もちろんそうでない場合も沢山ありましたが、その経験か

ら、老婆心ながらこの質問を致しました。お答えとしては、キャッチフレーズ的な

面も含みながら、奥行きのあるすばらしいご回答をいただいたと思います。 

それから②で、総合大学で歴史があり、しかもそれぞれ立派な部局がございます

ので、自主性を尊重する、しなければならん、ということはよく分かります。ＧＰ

Ａと長期履修学生制度について、全体としての方針はあるが、個別の所でどうして

もできない部分があるというお話もよく分かります。ただ、他に授業アンケートと

か外部評価とか、あるいはインターンシップとかＦＤとか、それらを見ていますと、

例えば「ＦＤ連絡会」がございましたが、全学的な見地からそういう部門である程

度統一を図ってやっていくという部分が、私の印象としては弱いと、それが今回の

評価の所で少し気になったところでございます。尊重しながらも、全学的に統一す

べき所に力を入れる必要がある時期ではないかな、という印象を持っております。 
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それから、２部の募集停止に伴っていろんな制度を整えたということで、その中

のひとつとして桐山副学長がご説明いただいた履修証明制度でございますが、これ

も、私の大学でもやっておりますが、履修証明をだいたい 200 名くらいに出してお

ります。文部科学省の社会人の学び直しＧＰを獲得して、「英語による奈良観光ガ

イド養成講座」と、私がしております「国際ビジネス法務塾」と２つございます。

社会人対応で、それぞれ 25 人と 15 人という定員で、終わって４年目になりますの

で、大学の費用でやっております。そういう観点からしますと、ひとつはそういう

プログラムに応募するというのもありますが、「大阪学」と「国際学」を文系４学

部で、たくさん科目を用意するというお話でしたが、私どものは２つとも選択無し

の全部必修の 120 時間でございます。また、学部横断型でやりますと制度設計と実

施になかなか時間と調整がかかりますので、私どものは 1 部局で運営委員会におい

て全部決める、としております。そういう風にしますと、社会人の学び直しという

ことで、学長のおっしゃられたように、専門家の育成になりますし、ずっと実施す

るのではなく年限を切るといった形もあり得るのではないか、という気がいたして

おります。 

それから、⑫で教員の人事方針についてお伺いした趣旨ですが、今年度の計画で

も「非常勤講師と特任教員を確保する」ということが入っておりまして、予算が少

なくなって、しかも退任された後の補充がなかなか難しいということから、こうい

う案が出てきて、それはそれとして実績が上がっているということは大変いいこと

だと思います。しかし、全体としての教員の人事、これは難しいことは理解してお

りますが、特任教員の数、場合によっては給与の問題、定年制の問題など、教員の

人事の問題は沢山ございます。個別の案件は各部局で対処しても良いけれども、全

体の教員人事のあり方、予算と人については、大学全体としては非常に大事かと思

います。私も学長になった時に、学長・副学長と各部局長とで教員人事委員会を作

って、全体のものはすべてそこを通しました。個別の人事はそれぞれの部局でお願

いしましたが、なかなか難しいですが、こういうものも必要ではないかと思いまし

てお聞きした次第です。 

 

後にひとつお聞きしたい点ですが、全体としては一番初めの質問にも関係する

と思いますが、報道などを見ておりますと、大阪府立大学との合併の話が出ており

ます。府立大学の方でも新中期計画の策定に際して、この問題についてどういう方

向性を取るかということを考えておられるように聞いております。そういう点につ

いての市立大学のスタンスにつきまして、微妙で難しい内容かもしれませんが、差

し支えのない範囲でかまいませんので、学長のお考えをお伺いしたいと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

全体としてどうするかという話は、今の時点ではかなり一方的な内容ですので、

答えようのない話でございます。 

昨年の６月 11 日に大阪市長が記者会見で「市立大学は市立大学として、府立大

学は府立大学として、より優れた人材育成に向けて、お互いに頑張ってほしい。」

という表現をされております。時間と共に表現は変わるかも知れませんけれども、

そういうお考えだと思います。私どももいわゆる大学の連携ということにつきまし
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ては、かなりのことをやっておりまして、特に府立大学は距離的にも近いですし関

係も深いことから連携を深めてきておりますし、もう一つは、関西大学と府立大学

と私どもとで連携もしております。そういった、かなり密接な関係がございます。

他にも、一橋大学・神戸大学との旧三商大ですとか、医学部を有する公立大学（横

浜市立大学・名古屋市立大学）など連携はたくさんございますけれども、府立大学

とは連携を大切にしていきたいと考えています。 

今、私どもが考えておりますのは、大学そのものの位置というものを考えますと、

他の大都市にも市立大学はございますが、特に大阪には、他から見ますとより狭い

面積に非常に多い人口、事業所、従業員、あるいは関わっている人々がたくさんお

られるわけでして、経済や文化、医療というものが集積した場所であります。そう

いう環境で、大阪市立大学は総合大学として実績を積んできている、という自負心

があります。ですから、本来の大学の目的は真理の探究や学問の創造があるわけで

すけれども、それ以外の部分として、都市大阪の課題に対してシンクタンク的に研

究する、このため文系・理系の研究科の枠を超えたプロジェクトを推進することを

私は「都市科学」という表現で、これからやるべきだと考えております。 

それ以外に次期中期目標においては、大学としての高度専門職をめざす社会人の

育成であるとか、大学の国際化をかなり強く謳っていこうと考えています。市内に

ある総合大学としてやっていくという自負が我々にはあり、大阪市立大学の置かれ

た立場を考えれば「総合大学として使命を果たしていきたい」とお答えしたいと思

っております。 

 

（松岡委員長） 

はい、どうもありがとうございます。 

それでは、後の議題もございますので、議題１はこれくらいにいたします。 

 

議題２は、これまでの議論と関連してまいりますが、「平成 21 年度業務実績に

関する評価結果」の原案の検討でございます。まず始めに、事務局より本日までの

検討内容を元に調整いただいた原案を説明いただきまして、それから先ほどまでの

議論を含めて、内容の検討を行ってまいりたいと思います。 

それでは、事務局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、本体資料９ページをお開きください。 

資料２－１「平成 21 年度 公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価

結果」といたしまして、この間の作業部会での委員の皆様の議論を踏まえまして、

原案として取りまとめたものでございます。内容を簡潔にご説明申し上げます。 

12 ページをお開きください。全体的評価につきましては、平成 21 年度の業務実

績に関して、全体的には「順調に進捗している」として一定の評価をしております。

また、昨年度の全体的評価における意見指摘事項でありました、自己評価方法、適

切な計画設定についての指摘に関して、学内で改善に取り組まれたことを評価する

ものであると記載しております。また、項目別評価における主な取り組みのなかの

主要事項として、新たな社会人教育の展開、外部資金確保、学生サポートセンター
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の設置について記載いたしました。 

一方、全体的評価における指摘事項としまして、種々の取り組みに関して、市立

大学のポリシーを確立した上で一貫性を持って遂行に努めることや、公立大学の役

割を踏まえ地域貢献に関してのマナジメント強化、大阪市政へ貢献する大学として

の取り組み及び、市大のプレゼンスを向上させるための広報戦略などについて記載

しております。 

15 ページからの各項目別評価の主な取組事項につきましては、法人化後４年目

の実施、達成時期の 終年度であることを踏まえ、新たな取り組みの成果に加えま

して、これまでの継続的な取組の蓄積や新規要素を中心に記載をしております。な

お表現につきましては、昨年の評価結果に沿いまして、箇条書きでなるべく簡潔に

記載いたしてございます。 

また、意見・指摘事項につきましては、これまで各委員からいただきましたご意

見を中心に記載するように整理しております。本日の意見交換を踏まえまして、今

後修正を加えますが、現段階での評価結果への織り込み内容といたしまして、 

先ほどご議論いただきました意見聴取の 12 項目につきましては、まず、①②の

大学運営に関する内容につきまして「法人としてのガバナンス」としまして 13 ペ

ージの中ほどより下の「各項目における意見・指摘事項については」以降の段落に

記載しております。 

③初年次教育、④成績評価制度、⑤社会人教育等につきましては、15 ページか

ら 16 ページにかけて、それぞれ「初年次教育の更なる充実」「適切な成績評価制度

の実施」「履修証明制度の実施」として記載しております。 

⑥特別研究経費のあり方等、⑦都市研究プラザにつきましては、17 ページに

「特別研究経費の財源確保」「都市研究プラザの今後の対応、若手研究者の支援」

として記載しております。 

⑧地域貢献のあり方につきましては、「地域貢献推進本部のマネジメント強化」

としまして、全体的評価の 13 から 14 ページにかけての段落に加え、18 ページ上

に「公開講座の充実を含む、大学としての地域貢献のあり方の確立」として記載し

ております。 

⑨附属病院の経営につきましては、19 ページで「財務基盤の更なる強化」とし

て記載しております。 

⑩はばたけ夢基金につきましては、20 ページで、その活用充実として記載して

おります。 

⑪広報のあり方につきましては、「市大のプレゼンスを向上させる広報戦略」と

いう観点で全体的評価の 14 ページ中ほどの段落に加え、22 ページで「広報の充

実」として記載しております。 

⑫教員の人事方針につきましては、21 ページにおいてその前提となる「教員の

業績評価制度の確立」として、記載いたしております。 

詳細な説明は省略させていただきましたが、以上が評価結果原案の概要でござい

ます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。ただいま、事務局より原案の説明がありました。 
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「平成 21 年度業務実績に関する評価結果」の原案につきましては、評価委員会

として、これまでの作業部会で検討してきたところを、主な取組実績や意見指摘事

項としてお示ししております。 

先ほどの大学からの意見をお伺いした部分も含まれておりますが、それ以外の

部分にもつきまして、委員会として取りまとめたものでございます。 

先ほどの内容も踏まえまして、特にこの点について、委員の皆さんからご発言

ございましたら、お願いいたします。 

 

特にございませんでしょうか？ 

法人から、現時点でご質問など何かございましたら、この機会にどうぞお願い

いたします。 

 

（西澤理事長兼学長） 

ひとつよろしいでしょうか。 

資料 20 ページの「はばたけ夢基金」の意見・指摘事項の所、「学長裁量経費の財

源を求めるなどの基金の活用を検討されたい。」という部分でございますが、これ

につきましては、今の時点では考えておりませんで、全体として何か検討をしてい

きたいと考えておりますので、現状とは合わないのではないかと感じております。 

 

（松岡委員長） 

はい、わかりました。それでは、今のご発言を踏まえて表現を調整させていた

だきます。 

 

それでは、本日の議論を踏まえて、事務局は原案の修正を行っていただくとと

もに、あらためて原案について、文書にて大学と調整していただきたいと考えてお

ります。次回の９月８日の作業部会までに修正したものを委員の皆様にご提示させ

ていただきます。 

 

それでは、議題３に移りたいと思います。 

議題３は、事前評価についてでございます。これまで、年度評価項目、事前評

価項目とあまり意識せず、分けずに議論してまいりました。本日の 初の議題でも、

双方が入り混じって議論していただいたところでございます。 

先ほど議論していただきました原案については、毎年実施している年度評価に

ついてでございますが、本年はそれに加えまして、６年間の中期目標期間における

事前評価についても実施するとしております。 

その議論の土台としまして、事務局にはこれまでの作業部会での議論から、事

前評価に関わって整理すべき事項を抽出していただいております。 

その説明を事務局からお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、本体資料 32 ページ、33 ページをご覧いただきたいと思います。 

今年度は、年度評価に加えまして、中期目標期間の事前評価を実施することとい
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たしました。そのため、評価委員会とは別に、作業部会をこれまで都合３回開催し

て、業務実績の評価を検討いただいてまいりましたが、その際には年度評価と事前

評価を厳密に区別していたわけではございませんので、今回、これまでの議論の中

から、事前評価を行うに当たって、自己評価の妥当性の確認などを行う必要のある

項目として、15 項目を整理いたしまして、一覧にまとめております。 

例えば、１番「全学共通教育と専門教育の有機的連携」では、中期計画で「平成

22 年度までにカリキュラムの編成と履修モデルの作成」とございますが、取り組

み実績の主なものとしては「初年次セミナー」の実施をもって中期計画を十分に実

施できる見込みとしておりますので、その点についての評価委員会としての確認作

業が必要であること、また 18 番「学術総合情報センターの市民利用制度」では、

市民利用登録者が減少している点や、大学院修了生やはばたけ夢基金寄付者につい

て利用制度を整えたという取組をもって大学では取組完了としていますが、こうし

た観点で中期計画を十分に実施できる見込み（自己評価Ⅲ）としてよいかどうか、

そういった点を検証いただきたいという項目を整理しております。 

合わせて、グレーの色付けをしている部分でございますが、法人評価がⅣとなっ

ている８項目につきましても、確認いただくために整理しております。 

例えば、８番「就職活動支援」では、21 年度評価も現在検討いただいていると

ころではございますが、それを踏まえて、事前評価でも法人のⅣ「中期計画を上回

って実施できる見込み」とすべきかどうか、そういった点を検証いただきたいとい

う項目でございます。 

以上、合計 23 項目を抽出及び整理してございますが、ほとんどの項目は年度評

価において議論の対象となっている項目であり、実際に本日の意見聴取の際にもご

議論いただいた項目も多くございますので、この場で、一つ一つの確認作業は行わ

ず、次回以降に持ち越しをさせていただきたいと考えております。 

具体的には、９月に予定しております第４回作業部会で議論のうえ、９月末の第

３回評価委員会にて年度評価と合わせて事前評価も固めてまいりたいと考えており

ます。本資料につきましても、次回の作業部会までには、書面等によりまして、検

証作業を進めてまいりたいと考えておりますので、ご協力をお願いいたします。 

以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。ただいま、事務局より 32 ページ、33 ページの事

前評価における確認事項 23 項目についてご説明いただきました。 

本日は、 初の議題 1 で中身としましては、大学側からかなりご意見をお伺い

いたしましたし、評価委員会としても作業部会で議論してまいりましたが、先ほど

原案として示しましたのは、平成 21 年度の評価でございまして、事前評価につい

ては、確認事項としてこうして出てきておりますが、原案はこれからでございます。 

本日、この中身まで議論してまいりたいところですが、先ほどの意見交換して

まいりました内容との関連もございますので、次回作業部会までに、各委員のみな

さまと確認を行い、整理してまいります。必要があれば、文書で大学と意見聴取も

行います。 

終的には、第３回評価委員会において固めたいと思います。 
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それでは、議題４「平成 21 年度財務諸表について」に移ります。 

財務諸表につきましては、市長が承認するにあたり、本委員会が意見を述べる

こととなっておりますが、本日は事務局から簡潔に説明を受けることといたしまし

て、詳細については次回の評価委員会で行いたいと思います。 

では、事務局からご説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

委員長、申し訳ございません。先ほどの平成 21 年度評価原案の資料説明の際に、

一部、説明漏れがございましたので、この場でご説明させていただきます。 

 

資料 23 ページからの資料２－２「平成 20 年度業務実績評価における評価委員会

からの意見・指摘事項への対応一覧」でございます。 

これにつきましては、昨年度実施しました、平成 20 年度業務実績評価における

委員会からの意見・指摘事項に関する、公立大学法人の取組をまとめたものでござ

います。内容のご説明は時間の関係もありますので省略させていただきますが、昨

年度は大学において、評価結果をＰＤＣＡサイクルとして活用し、全学的に平成

21 年度計画及び中期計画に関する進捗状況調査を実施しております。前述いたし

ましたとおり、全体的評価（資料 12 ページの中ほど）において記載しております。 

 

それでは、資料 34 ページになりますが、平成 21 年度財務諸表につきましてご説

明いたします。 

６月 28 日に大阪市長あて法人から提出のあった財務諸表等を、資料４－１（別

冊２）としてお配りいたしております。 

公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し財政状態や運営状況に関する説

明責任を果たし、自己の状況を客観的に把握するという観点から、財務諸表といた

しまして、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関す

る書類、行政サービス実施コスト計算書の作成が義務付けられています。 

公立大学法人は、事業年度の終了後３月以内に財務諸表を市長に提出することと

されており、市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴いたうえで、承認を行う

こととされています。 

なお、財務諸表の提出にあたって、監事の監査と会計監査人の監査を受けること

が義務付けられており、財務諸表は適正に表示されており、法令に適合している旨、

意見をいただいているところでございます。 

平成 21 年度財務諸表の概要につきまして、本体資料、34 ページの平成 21 年度

財務諸表相関図を中心に説明させていただきます。 

まず、表の左から２番目、貸借対照表からご説明申し上げます。資産の部ですが、

資産の総額は、1,191 億円、うち、土地、建物などの固定資産が 1,039 億円、未収

附属病院収入、現金及び預金などの流動資産が 152 億円ございます。 

負債の部でございますが、負債の総額は、322 億円であり、うち、公立大学法人

の会計独特の処理ですが、固定負債として償却資産を承継・取得した場合に当該資

産の見返として同額を計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、取り崩し
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て収益化する取り扱いとされる資産見返負債が 172 億円ございます。 

また、法人化に際して、移管した基金が長期寄付金となっており、その他、長期

借入金、長期リース債務、流動負債として、運営費交付金債務、未払金などがござ

います 

純資産の部にまいりまして、純資産の部の総額は、869 億円であり、市からの出

資である資本金、資本剰余金のほか、利益剰余金が 53 億円ございまして、このう

ち、当期総利益は 16 億円となっております。 

なお、当事業年度より、固定資産の減損に係る地方独立行政法人会計基準を適用

しています。 

減損会計の対象となる、法人が保有する有形固定資産、及び無形固定資産に対し

て、法人が減損の兆候がないかを判定し、認識すれば減損の測定を行い、会計処理

しております。平成 21 年度においては、無形固定資産の電話加入権のみが該当し、

64 万円の減損処理をしており、これにより資本剰余金は 64 万円減少しています。 

次に、表の左から３番目、損益計算書をご説明申し上げます。 

経常費用の総額は、460 億円であり、教育経費、研究経費、病院の診療経費、人

件費などがございます。 

経常収益の総額は、477 億円であり、大阪市からの運営費交付金収益、減価償却

処理により費用が発生する都度、負債から取り崩して収益化する取り扱いにより、

発生する収益でございます資産見返負債戻入、運営費交付金外の収益、いわゆる法

人の自己収入である授業料、入学金、検定料といった学生納付金や、附属病院の診

療収入、企業などとの受託研究、共同研究に関する収益がございます。 

以上から、経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、17 億円となってお

り、臨時利益と臨時損失を含めた当期総利益は 16 億円となっています。 

経常利益の 17 億円の内訳といたしまして、別冊２、資料４－１、財務諸表をご

覧いただきたいと存じます。 

財務諸表の 16 ページに、開示すべきセグメント情報というのがあります。ここ

で大学と附属病院とを分けた形の表現になっておりまして、それぞれ表の下から２

段目に、業務損益、いわゆる経常利益にあたる金額がありまして、大学については

10 億 1,800 万円、附属病院は 6 億 5,600 万円となっております。 

大学における主な要因といたしましては、補助金等外部資金の獲得額増により大

きく収益が増加する一方、人件費やその他の経費の削減に努めた結果、10 億 1,800

万円の黒字になっております。 

附属病院につきましては、病床利用率の改善（H20:74.9％→H21:77.9％）に伴う

入院患者数の増加や診療単価の増（入院・外来）などにより診療収益が大きく増加

する一方で、診療経費や人件費など診療費用の増加を極力抑えた結果、6 億 5,600

万円の黒字となっております。 

なお、財務諸表５ページでございますが、利益の処分に関する書類（案）といた

しまして、法人としてはこの 16 億円を次年度以降の事業に充てたいと考えておら

れます。 

本体資料の 後の 34 ページに戻りまして、財務諸表相関図の一番左、法人の資

金の出入りを示すキャッシュフロー計算書ですが、当期の法人支出が 677 億円、収

入が 706 億円であり、期首残高が 62 億円ですので、期末資金残高は 91 億円となり
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ます。 

次に、表の一番右、行政サービス実施コスト計算書をご説明申し上げます。 

企業会計にはない主要表として、行政サービス実施コスト計算書があります。公

立大学法人の業務運営に関しての市民の負担に帰せられる現在及び将来のコストを

表示するものであり、法人の実質的な業務実施コストは、187 億円となっています。 

財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。ただいま、事務局からご説明がありました財務

諸表の内容の詳細につきましては、次回の評価委員会で審議を行いたいと思います。 

 

それでは、ちょうど予定した時間でもございますので、本日の審議はここまで

といたしたいと思います。 

次回は、作業部会を一度行いまして、評価委員会を９月３０日（木）９時３０

分から、市役所中之島庁舎で実施いたします。 

 

それでは、これで本日の審議は終了いたします。皆様、長時間ありがとうござ

いました。 


