
- 1 - 

平成22年度 第５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３月23日（水）午前10時～11時45分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第10共通会議室 

出席者： 

【委 員】（五十音順） 

松岡委員長、種田委員、岡野委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員 

【大阪市】 

上田行政部長、山内大学支援担当課長、折原総務担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

桐山副学長、宮野副学長、浅井大学運営本部長、 

赤井経営戦略担当課長、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。早朝からお集まりいただきありがとうございます。 

ただいまから、平成22年度 第５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。松岡委員長、議事進行よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

おはようございます。それではよろしくお願いします。 

今回も、前回に引き続き、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。途中で、ご発言を頂くことになると思います。よろしくお願いします。 

 

それでは、本題に入ります。 

前回の評価委員会以降、市と法人とで次期中期目標について議論を深めていただいたこ

とや、現中期目標との対比など、評価委員会から依頼した内容も盛り込んで、「中期目標

骨子（案）」を加筆修正してお配りしております。 

評価委員会として、正式に中期目標（案）に対して意見具申を行いますのは、もう尐し

先になりますが、本日の評価委員会においては、各委員から主要なご意見を賜りたいと思

います。 

 

それでは、議論に入る前に、資料について事務局から説明を受けます。 

資料１－１と、資料１－２につきましては、予め各委員あてに事務局から意見照会がご

ざいました。それを資料１－３として、取りまとめてあります。 

事務局からの意見照会の際に、既に個別内容を聴いておられるかと思いますが、改めて、

一通り「中期目標骨子（案）」の説明をお願いしたいと思います。 

進め方としましては、まず前文、教育と研究に関する目標までを説明し、そこで一度区

切って議論を行い、それから社会貢献から、その他業務運営に関する目標までの説明を行

い、その議論、という形で進めてまいります。 
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それでは、事務局から前半部分についての説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、お手元、Ａ４横、右肩に資料１－１としております「公立大学法人大阪市立

大学中期目標骨子（案）」をご覧ください。 

なお、12ページからの、右肩に資料１－２とあります「『次期中期目標・中期計画にお

いて検討を要する意見・指摘事項』の対応状況」は、市会、設置者、評価委員会における

これまでの議論から、次期中期目標・中期計画において検討を要するものについて、それ

ぞれ中期目標や中期計画への反映状況、大学のコメントを記載しております。 

資料１－１では、丸囲いの数字で、資料１－２の関連する番号を付しております。資料

１－２自体の説明は省略いたしますので、適宜、ご参照くださいますようお願いいたしま

す。また、事前に資料１－１と１－２を各委員に送付し、ご意見を頂いております。23ペ

ージ以降に、資料１－３「中期目標骨子（案）に対する評価委員からの意見等」としてま

とめておりますので、後ほどご議論いただく際に、ご参照ください。 

 

それでは、資料１－１の説明に入ってまいります。 

まず資料１－１の構成ですが、左端の現在の中期目標と、真ん中の新中期目標の間に、

変更理由として、新旧の対比を記載しております。ただ、必ずしも、直接的に対応してい

るものではございませんので、項目の参考としてご確認ください。また、一番右端に、現

時点で法人が想定している、次期中期計画の概要を記載しております。目標の具体化のご

参考としてご覧ください。 

 

それでは１ページをご覧ください。 

中期目標を策定するにあたり、大阪市の市立大学に対する基本的な考え方を、前文とし

て記載しております。 

現中期目標における前文については、法人化と同時期であったため、設立団体である大

阪市と大学との関係があいまいな内容となっております。また、基本的な高等教育機関と

しての大学の役割、使命という内容となっていたため、設立団体である大阪市が、どんな

大学になってほしいか、また、大学がどんな大学になりたいかということが、理解される

記載内容にしたいと考えております。 

そのためには、前半部分に、大学全般を取り巻く環境、その中で大阪市立大学が果たす

べき役割について記載し、後半部分「大阪市立大学は、」以降からは、次期中期目標にお

ける重点項目や、取り組むべき視点など、前回評価委員会において、ご意見をいただきま

したとおり、箇条書きしておりました項目の優先度合いを勘案して記載しております。 

 

２ページをお開きください。 

個別の内容に入ります前に、次期中期目標の全体の構成についてご説明します。 

まず、現中期目標には、主要な項目に“基本方針”がございましたが、新中期目標では、

これを省略しております。理由としましては、前回の評価委員会でもご説明いたしました

が、中期目標は、大学の使命・理想像や目的を実現するための「マイルストーン」的なも

のであり、一定期間後にその達成状況を検証できるよう、より具体的かつ計測可能なもの
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とするため、でございます。 

また、大項目の冒頭の、四角で囲った部分に「具体的な成果を表す指標の検討」という

欄がございますが、中期目標を具体的かつ計測可能なものとするため、列挙しているよう

な内容について、できる限り具体的な成果を求める目標等を設けることを検討していると

ころでございます。 

 

続きまして、教育に関する目標をご説明いたします。 

まず、教育に関する目標全体では、現中期目標から、項目の立て方を大きく変更いたし

ております。 

現中期目標では、学部教育、大学院教育、社会人教育といった対象別の目標に加えまし

て、厳正な成績評価や教育力の向上といった、取組内容別の目標も並列してございました。

結果としまして、現中期目標、中期計画では、よく似た取組が散在し、取組の全体像がつ

かみにくいといった課題がございました。 

次期中期目標では、項目のレベル感を統一し、取組内容で分類することで、項目数を削

減するとともに、教育対象に対する主な取組が、より明確になるようにしております。 

具体的な内容についてご説明いたします。 

“人材育成方針及び学生受入方針”では、アドミッションポリシーに、ディプロマポリ

シーとカリキュラムポリシーを整備し、市大における入学から卒業までの人材育成方針を

明確にするとともに、計画において、分かりやすい情報発信に努めること、としておりま

す。 

 

３ページをご覧ください。 

“教育内容”として５項目を設定しております。 

１つ目と２つ目につきましては、主に学部生を対象として、事前評価において指摘のあ

りました、初年次教育のあり方とキャリア形成支援について、入学から卒業まで一貫した

人材育成を進める取組と、主に大学院生を対象として、重点３項目にもございます高度専

門職の育成や、若手研究者の育成に関する取組を、それぞれ記載しております。 

３つ目につきましては、履修証明制度や社会人向け大学院における社会人教育について、

市の成長戦略にも位置付けられていることから、その強化を図ること、としております。 

４つ目につきましては、これまでの高大連携をさらに進め、中等教育におけるキャリア

教育などについて、「咲くやこの花中学校・高等学校」などとの接続をパイロットケース

とした、人材育成システムの構築について、取り組むこととしています。 

５つ目につきましては、市大が「総合大学」であることのメリットを、学生に実感して

いただけるよう、総合大学の強みを活かした取組を一層充実させることとしております。 

 

次に、“教育の国際化の推進”でございますが、国が提唱している「グローバル人材」

を参考に、グローバル化が進む社会において求められる人物像に沿った人材育成について、

取り組むこととしております。 

 

“教育の推進体制”につきましては、現中期目標、中期計画でも取り組んでまいりまし

た、学位の質の保証、ＦＤ活動などについて、継続した取組をすすめるともに、図書館を
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はじめとする各研究機関、施設の機能の充実について取り組むこととして、３項目を設け

ております。 

 

４ページをお開きください。 

“学生への支援”につきまして、２項目を設けております。 

１つ目は、平成23年度中に学生サポートセンターが開設することに伴い、履修相談や留

学支援、奨学金などの学習環境への支援や、アルバイト紹介などのキャンパスライフへの

支援、ボランティア活動や就職活動への支援までを、サポートセンターにおいて一貫して

行うことになりますので、各種取組の一層の充実を求めております。 

また教育指導など、学生サポートセンター以外で引き続き実施している、学生への支援

内容についても、引き続き充実させていくこととしております。 

教育に関する目標は以上でございます。 

引き続き、研究に関する目標についてご説明いたします。 

 

５ページ目をご覧ください。 

研究に関する目標につきましては、現中期目標において、内容的に地域貢献や産学連携

に記載すべき内容も含まれていましたので、次期中期目標ではこれを整理したうえで、全

５項目を設けております。 

まず“研究内容”としまして、重点３項目のひとつである「都市科学」研究等の充実に

つきまして、事前評価でも指摘のございました、都市研究プラザにおけるグローバルＣＯ

Ｅ事業後の対応も含め、市のシンクタンク機能を発揮していただく観点から各研究活動の

充実を求めております。 

次に“研究における国際化の推進”としまして、留学生や研究者との国際交流をすすめ、

現中期目標で取り組んできた国際シンポジウムや国際協力による先端研究にも、引き続き

取り組むこと、としております。 

また、“研究の推進体制”では、事前評価でも指摘がございましたが、研究者への支援、

とりわけ若手研究者や女性研究者の支援と、研究経費のあり方を再検討すること、また、

公立の大学として、研究活動の公表やその評価制度の構築に努めること、そして、研究科

の枠を超えた、学際的な研究が効果的に推進できるような体制を構築することの、３項目

を設定しております。 

 

研究に関する目標の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

前文と、教育・研究に関する部分を、ご説明いただきました。 

今、説明のあった部分についてご議論いただきたいと思いますが、主として、資料１－

１真ん中の次期中期目標骨子を中心に議論いただきたいと思います。なお、資料１－３と

して委員の皆様からのご意見をまとめてございますが、この中身についてのご発言でも構

いませんし、書いていないことでも構いません。まずは前文から始めたいと思いますが、

資料１－３の記載内容について、資料１－１に反映されているものはあるのでしょうか？ 
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（折原総務担当課長代理） 

先生方から頂いたご意見は、まだ反映されていません。例えば、「ユニバーサル段階」

といった言葉は、やはり分かりにくいかなと思っており、今後分かりやすい表現に改めた

めたいと思いますし、その他の項目も、委員会でのご議論も含めて修正させて頂きます。 

 

（松岡委員長） 

今日の議論を含めてもう一度修正されるということですね。 

それでは、何かございますか？ 

 

（片山委員） 

変更理由のところに大学憲章と書いてありましたので、今回、改めて大学憲章を読み返

したのですが、仮に中期目標が、憲章における中長期の将来の姿のマイルストーンと位置

付けるのであれば、そうしたことをあらかじめはっきり明記されてはどうかな、と思った

ところです。 

実際読みますと、それぞれの項目について目指すべき姿が書かれているので、そういっ

た所をここに何らかの形で反映させてもよいと思います。 

 

（松岡委員長） 

その点は、市としてはどうでしょうか？ 

大学側の視点と、設立団体側の視点で、尐しニュアンスが違う点があるかと思います。 

 

（折原総務担当課長代理） 

前回の委員会の議論におきまして、中期目標の上に大学の使命・理念があって、その下

に目的があり、その下に中期目標があり、その下に中期計画、年度計画といった段階別の

ものをお示しさせて頂いたのですが、皆様おっしゃって頂いたとおり、大学憲章がどのレ

ベルにあるのかと考えたときに、大阪市立大学の使命・理念が書かれていますので、中期

目標については、もう尐し具体的な内容のイメージで作ったのですが、結果としてその中

身が具体的になっていないといった内容かもしれません。一応、大学憲章の下にあるイメ

ージで作らせて頂いております。 

 

（片山委員） 

どちらかと言うと、書いてある文書ではなくて、憲章自体をもっといろんな人に見ても

らったほうがいいのではないかと思います。 

 

（上田行政部長） 

憲章そのものにつきましては、「憲章でこのような事をしている」といった入れ方をす

るのか、あるいは、「憲章を踏まえてこういった事をしていく」といった入れ方をするの

か、本市としての検証の位置づけも含めまして、改めて検討のうえ反映させたいと思いま

す。 
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（松岡委員長） 

前文は、全体として前半と後半に分かれていることもあって、後半の部分は中期目標の

ところの全体になっているということですね。後半の場合の書き方ですが、つながりとか

順序とかがありますので、一番大事なところから書く、というのがひとつで、もうひとつ

は、中期目標は、教育・研究、社会貢献、業務運営、財務、自己評価、広報という順序で

あるので、その中期目標自体の順番を、前文でも考慮したほうが読みやすいと気がします。 

そういう風にするのがいいのか分かりませんけど、ひとつは、そういった考え方がある

のではないでしょうか。例えば、広報で言いますと、前文の真ん中部分に記載されていま

すが、こういうところで出てくるよりも、もっと後ろにあるとか、順番をどうあるべきか

を考えてみてはどうか、と思います。 

前文の順序の考え方としては、どういった考えでしょうか。大事なことから順番に記載

するという考えですか。 

 

（折原総務担当課長代理） 

そうですね。大きく二つの段落に分かれています。市立大学の中期目標なのですが、市

大のことを突然言うのではなく、市立大学が、日本全体の中の一つの大学として今どうい

う状態にあるのかを、最初の段落で記載しています。その後で、市立大学のことを記載し

ています。その中は、重要な順番で、この間片山先生がおっしゃっておりました優先度合

いや重要度、読みやすさを考えて記載させていただきました。 

 

（松岡委員長） 

なるほど。中期目標の順番よりも、重要性だけで記載したほうがいいのかもしれません

ね。 

他に前文のところは、いかがでしょうか？ 

 

（種田委員） 

資料１－３の「ユニバーサル段階」の個所はいいのでしょうか？ 

 

（松岡委員長） 

それは、事務局で後ほど工夫する、ということでした。 

 

（音田委員） 

文章の内容が分かりにくいと指摘したのですが、「大学教育はユニバーサル段階に達

し・・・」と最初にきますよね。これを誰が読むのかにもよりますが、分かりやすい表現

ではないと思いました。主語、述語というのもありますし、全体のつながりも、もう尐し

検討されてみてはどうでしょうか？書いていることは正しいことばかりですが。 

 

（折原総務担当課長代理） 

前文は非常に重要な意味をもっていますし、社会に対するメッセージであると思ってい

ます。出来るだけ、皆様のご意見をいただき、どういった内容が良いか検討いたします。 
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（音田委員） 

最初は、全体の状況を書いておられて、大阪市の財政状況があり、大阪市立大学は、と

つながっているのですが、真ん中の部分は「大阪市立大学は、」とつないでいったほうが

いいのかなと思います。 

 

（松岡委員長） 

はい、他にいかがでしょうか？ 

それでは、教育に入りますが、全体としては「教育・研究の質の向上等の目標」の中に

教育・研究それぞれがあるといった形になっています。ここではとりあえず、教育と研究

とに区切りましょう。 

資料１－３に記載がありますが、いかがでしょうか？ 

 

（岡野委員） 

アドミッションポリシーに関してですが、２ページ目の、次期中期目標骨子のところに

アドミッションポリシー・ディプロマポリシ―があります。その右のところにカリキュラ

ムポリシーが出てきています。それからその３ページ目の、次期中期目標骨子の教育課程

方針で、カリキュラムポリシーがあります。 

順番としては、アドミッションポリシーは、どのような受験生を受け入れるかですよね。

ディプロマポリシーは、その学生をどこまで鍛え上げて卒業させるかで、この基準を満た

さなければ卒業させないということですよね。その方法として、カリキュラムポリシーが

あります。目標を達するために、どのようなカリキュラムを組んで、どのような教育をし

ていくかということですよね。 

そういった位置づけからしますと、２ページの下の部分で「アドミッションポリシーに

加え、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを示し」の順番で引っ掛かってしまい

ました。むしろ、ここのところが大きなくくりとしたら、ここにカリキュラムポリシーを

入れず、方法として３ページの教育の推進体制に入れるのか、もし２ページに入れられる

のならば、カリキュラムポリシーは後ろでしょう、ということを感じました。 

大学で教えているのは分かりますが、位置づけというものを一般的に示されるのであれ

ばそのような位置づけ、どのような学生を受け入れ、どのように教育し、そのための方法

がカリキュラムポリシーだということを分かりやすく明記されたらいいかなと思いました。 

入れ方ですが、今思いついた方法で２つあるかなと思います。どのように入れるかはま

た、それぞれお考え頂けたらと思います。 

今、文部科学省が学部毎にアドミッションポリシーを作りなさいと言ってきていますの

で、これは大事だと思います。 

 

（松岡委員長） 

そこら辺りを整理して頂ければ。 

あと、ジョイント・ディグリー制度については？ 

 

（岡野委員） 

それも私からの意見でございます。 
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「総合大学の強みを活かした…」というところで、文系から理系までいろんな学部を育

てられているということであれば、どの学部に入学してきた学生も、市立大学で研究され

ている講義を幅広く受けることができる機会を与えるのが市立大学の強みだと思います。 

例えば、いくつかの大学では、主専攻として入りながら副専攻を選択し、指定されたカ

リキュラムをいくつか受講すると、副専攻として認定するシステムをしている大学があり

ます。短い期間で両方の学部を取らせる大学もあります。どこの大学も、おそらく単純な

選択科目という形で他学部の単位をとることはやっていらっしゃいますが、それはある一

定まとまりを取ればいいということにすることによって、ある程度単位の読み換えもして、

それによって、例えば、最短４年でダブル・ディグリー、３年間である学部の一つの取り、

残りの１年間で他の学部の学位もとるといったようにできると思います。 

総合大学なら、幅広い学位を取ることができるので、市立大学の強みだと思います。可

能性をもっていらっしゃいますので、積極的にされてはどうでしょうか。 

 

（山内課長） 

総合大学の強みを活かした取組については、実際、大学でどのようなことができるかに

ついて、法人からご発言お願いします。 

 

（桐山副学長） 

今、岡野委員がおっしゃった通り、大学でも検討を開始しておりまして、副専攻の可能

性という、例えば商学部と法学部の関係ですとか、場合によっては、理系の工学部の方が

商学部の経営コースを取って副専攻にするということは、検討を始めております。 

 

（松岡委員長） 

私の大学もこれをやろうとしたのですが、オーストラリアがこれについては活発ですが、

日本の場合はダブル・ディグリー、ジョイント・ディグリーを４年で取ろうということは、

すごく難しい。それと、文部科学省が厳しい条件を言ってきます。実際には、私どももや

ろうと思ったのですが、難しいと判断しました。 

 

（岡野委員） 

早期卒業と組み合わせる方法もありますね。 

 

（松岡委員長） 

全体の制度として、とりやすいようにしないといけませんね。関西学院大学では、どの

程度出ておられますか？ 

 

（岡野委員） 

実際は、本当に数えるほどです。ダブル・ディグリーのハードルはかなり高いと思いま

すが、尐なくとも、副専攻については、やりやすいと思います。 

 

（種田委員） 

対外的な証明は出るのでしょうか？ 
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（岡野委員） 

証明はございます。 

単位をいくつか取れば副専攻として認定し、履歴書等に書くこともできます。 

大阪大学は、大学院で副専攻をしています。それも理系があればこそですが、大学院み

たいに専攻が特化した場合、どんな副専攻かなと思ったのですが、コミュニケーションデ

ザインなど、例えば医学部の学生であれば、医者になれば患者とどのようなコミュニケー

ションをとるかを念頭において、何単位かを余分にとると副専攻として書ける。 

その中でどんな科目があるかというと、いろんな分野の科目があります。例えば、全く

専攻を知らない、その分野においては素人である受講生に、自分の専攻内容をどのように

説明するか、そういうことをする科目があります。理系の学生は、その担当する先生は元

大阪外大の外国語を教えている先生で、その先生にも分かるように自分の専攻内容をプレ

ゼンテーションします。そういったことから、大学院でも副専攻はありえるんだな、と思

いました。なので、総合大学であればこその可能性ではないか、と思います。 

 

（松岡委員長） 

大学院の教養科目みたいですね。 

 

（岡野委員） 

でも、副専攻と主専攻といった形で書けるようです。 

 

（松岡委員長） 

ダブル・ディグリーが出来たらいいですけど、ちょっと難しいですかね。 

 

（岡野委員） 

尐なくとも、私どもの大学は申請が通っていますので、不可能ではありません。 

 

（堀委員） 

大阪大学の医学部では、ＭＤとＰｈＤのダブル・ディグリーを設けて、１年早く医学博

士を取れるようにしました。ところが、あまり人気がありませんでした。ひとつは、論文

だけでＰｈＤの取得が可能で、ダブル・ディグリーでなければ出来ないということではな

かったので、あまり人気が無かったようです。色々なケースがありますので。 

 

（岡野委員） 

合う学生とそうでない学生がありますね。 

学生が入学するときに、高校生の段階で、どの学部に行こうという情報があまりなくて、

例えば、経済学部へ行ってしまったけど、法学部に、かなりおもしろそうな科目があるな

ぁ、とか感じているような学生を拾い上げるメリットもありますね。 

 

（松岡委員長） 

はい。それは、それくらいにしまして、教育のところ他にありますでしょうか？ 
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それでは、またあとで戻るとして、研究ではいかがでしょうか？ 

堀先生いかがでしょうか？ 

 

（堀委員） 

そうですね。 

大阪市立大学の強み・特色が都市科学だったら、一流という看板を出して頂きたいとい

うのがありました。強みを目標に掲げるのは簡単ですが。「都市科学研究とは何ぞや」と

言うことが、我々にも分かるような内容の構築をやらないといけないのかなと思います。

「都市科学」という言葉は独り歩きしますが、一体何をしたら都市科学として行けるのか

といった構築を出してほしいなというのがありますね。 

例えば、震災であっても、都市科学ならではの危機管理という一つ大事な要因がありま

す。それだけではないですが、例えば、都市部を巻き込む震災があった時に、メディアで

市大の先生が大活躍している、というようなのが見たいですね。危機管理だけではありま

せんが、色々な分野でそういった事を発揮していただきたいと思います。 

 

（楠本委員） 

特徴というのは、何かを目指して取組み、それがだんだん出来てきた時に見えてくるも

のですね。それを目標として、先取りして書く、ということでしょうか。 

確かに、震災という分野はこれから注目される分野ではありますね。 

 

（松岡委員長） 

他にいかがでしょうか？ 

 

（楠本委員） 

よろしいでしょうか。 

国際交流の話ですけども、国際交流の活性化を推進するとよく言われており、国際交流

プラザを設置されると伺いましたが、市立大学の中に国際交流を推進するような組織を作

るというお考えですか。 

大学によっては、大学と連携して連携大学を作ったり、よその国の都市にオフィスを作

ったりしていますが、それはお金がたくさんかかりそうで、どうかということも感じます

が、どういうものをお考えですか。 

 

（宮野副学長） 

私からご説明いたします。 

国際交流につきましては、これまで学内に都市研究プラザという研究組織がございまし

て、そこを中心に海外の拠点を８つほど形成しておりまして、今後、海外拠点を作り、そ

のネットワーク化をさらに拡大していきたいと思っています。 

平行しまして、ここ一年、国の予算を頂きまして、若手研究者の海外派遣プログラムを、

昨年度２件、今年度１件を獲得し、そこでも同じように海外の大学の拠点との交流をして、

そこでは、ネットワーク化とハブ化を考えておりまして、本学が拠点となることを目指し
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ていくことを考えております。 

それとは別に、国際交流プラザにつきましては、まだこれは形になっているものではあ

りませんが、学内で言いますと留学生が来ておりますし、それから日本人学生が海外に行

く時に情報を獲得したり、交流の場のようなスペースを作って行きたいということで、具

体的な内容は、既に動いているのですが、それの集合的な空間を作って行きたいといった

イメージです。 

 

（楠本委員） 

市立大学は、医学部を除いて杉本町の学舎に集まっておりますしね。ひとつ作られると

有効に使えると思います。 

 

（松岡委員長） 

国際化の推進体制にある「市立大学における国際交流拠点の整備し」というのは、市立

大学にあるものだけでなくて、海外の拠点も整備するということですか。 

 

（宮野副学長） 

はい。海外拠点と連携して、ということです。 

 

（松岡委員長） 

海外拠点で特に、大阪からみると都市研究などで参考になったり、優秀な留学生を集め

る拠点となったりというところはございますか。具体的には今どこかありますか。 

 

（宮野副学長） 

都市研究プラザとしては、アジア圏が多いです。 

 

（松岡委員長） 

右に「国際センターを中心とした」とありますが、国際センターは市立大学の中にある

のですか。 

 

（宮野副学長） 

国際センターについてですが、大学の組織としては、学長直属の組織で国際化戦略本部

があり、そこで本学の国際化を推進しています。その下に国際センターというセンターを

設け、教員がセンター長でおりまして、そこで国際戦略を企画推進しています。そのよう

な組織です。 

一方、先ほどご質問のございました海外拠点としては、都市研究プラザでは、ソウル・

上海・ロサンゼルス・台北・香港・メルボルン・オックスフォード・ジョグジャカルタ・

バンコクの計９拠点を作りまして、若手研究者を派遣したり、地元の若手研究者をそこに

集めて交流したりといったことをしています。 

 

（松岡委員長） 

あと、そうですね、研究に関する目標の中で「こういう分野でもＣＯＥを目指す」とい
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うことまで入れるのは難しいでしょうか？ 

 

（宮野副学長） 

文部科学省に先日、このあとに推進されるプログラムについて相談に行った時に聞いて

きたのですが、グローバルＣＯＥについてはこれで終了だというお話がございまして、ど

ちらかと言うと、今後は、これまでの研究資金の場合でも教育的な要素も入ってきている

状況でございましたので、グローバル人材の育成のような研究資金に変わっていく可能性

が高いと考えております。 

そういう意味では、グローバルＣＯＥを獲得した都市研究プラザの研究は、これまでの

研究は間違った方向ではなくて、今後それをさらに発展し、別の分野でも理学研究科のほ

うでも若手研究者育成のための海外拠点作りをしていますので、そういったところと、先

ほど出ておりました都市科学もそうですが、どちらかと言うとこれまで文系・理系を別々

にいろんな問題に取り組んでいたのを融合する形で、海外へ派遣していけたらと思います。 

 

（松岡委員長） 

他にございませんか？ 

 

（堀委員） 

国際化ですが、市大の特色を国際化の中でどう出していくか、今グローバル人材とおっ

しゃっていましたが、そういうキーワードはすごくいいと思います。グローバル人材のた

めに、資金の問題もありますが、現在海外拠点をたくさん持っているので、尐なくとも教

員あるいは一部の学生は「必ず３年間の間に海外拠点との共同の研究をやらなければなら

ない」くらいの、言い換えれば、市大の全体の姿勢の中である部分義務付けるぐらいの特

色を出していくとか、他大学でないような取り組みをしていかないといけないと思います。 

資金の問題はありますが、売り物になるようなものをやって頂けると、非常に市民にも

訴えるところは大きいのではないかと思います。言葉だけの「グローバル人材」では、何

をしているかわかりません。英語の教育をするというのはどこの大学でもしていて、卒業

生が全て英語を話せるかと言うとそうではないような人材育成を進めているというのは、

ちょっと寂しいですね。 

 

（松岡委員長） 

その関係で言いますと、ディベートに近いもので、ネゴシエーションがありますね。ち

ょうど今、学園都市にある国際高等研究所で「交渉学の可能性」という研究グループを立

ち上げまして、私が研究代表者としてやっておりますが、この間は「外交交渉の要諦」と

いうことで、前の外務事務次官だった薮中三十二さんをお招きしましたが、ネゴシエーシ

ョンというのは、グローバル人材にとって非常に大切です。国際ビジネスでも、外交交渉

でも必要ですが、まだ、取り組んでいるところはあまり多くない。そういう意味では、総

合的で国際的でもあるので、ディベートもいいですが、ネゴシエーションも、そういう点

では非常に良いと思います。 
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（種田委員） 

それは、クラスで英語とかを教えるのではなくて、特殊な科目として持つ、ということ

ですか？ 

 

（松岡委員長） 

そうです。わりとすぐできますよ。私も専門以外で交渉学を教えています。英文による

ネゴシエーション、というのもやっています。そういうことをお考えになると、どこまで

具体化されるかということもありますが、先ほどのグローバル人材における市大の特徴に

なると思います。 

 

（堀委員） 

若者に欠けている、と言われている資質の一つですので。 

「国際化」という特色を出していくには、やはりそういうものが必要ですね。 

 

（松岡委員長） 

はい、また、戻ってもいいと思いますが、それではこのあたりで、前半の部分は終わり

にしまして、後半の説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

ご説明いたします。６ページをお開きください。 

社会貢献に関する目標につきましては、地域貢献に関する目標と、産学連携に関する目

標に分けてございます。産学連携につきましては、次期中期目標期間において、取組をい

っそう強化する観点から、独立したカテゴリーとしてございます。 

 

それでは、地域貢献における、具体的な取組内容についてご説明します。 

１つ目と２つ目につきましては、市の設置する大学として、また、市内唯一の総合大学

として、市の施策立案にも積極的に関与し、市のシンクタンク機能を担うこと、及び、博

物館協会が管理する市立の博物館をはじめ、市の研究機関や病院等との連携を進めること

により、研究成果を市民へ還元することについて、それぞれ項目を設けております。 

３つ目から５つ目につきましては、公開講座や高大連携などの、各種地域貢献活動につ

いて、引き続き取組を推進するとともに、事前評価でも指摘いただいておりますが、個別

に取り組んできたことによる重複感などを解消し、大学の方針と一体なって推進できるよ

う、広報戦略との連携も含めて、地域貢献に関する体制の整備を求める項目を設けており

ます。 

なお、４つ目の目標では、これまでの高大連携の取組に加え、この間、生活科学部で取

り組んでいますＱＯＬプロモーター育成プログラムのノウハウを活用し、小学校、中学校

において、サービス・ラーニングの手法を導入する取組を進めることを検討しております。 

 

続きまして、７ページをご覧ください。 

産学連携における、具体的な取組内容についてご説明します。 

産学連携につきましては、市や市会において、積極的な取組を求めてきたことから、次
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期中期目標では、独立したカテゴリーを設けております。 

具体的には、理系の学部を中心としつつも、文系の学部も参加して構成している複合先

端研究機構で研究している人工光合成をはじめとする、最先端の研究について、関連企業

との共同研究をすすめることや、金融機関の協力を得て中小企業との研究開発を進めるこ

と、中小企業の人材育成についての連携を行うことなど、地域産業活性化のための取組を

進めることとしております。 

 

次に、“国際化の推進に関する目標”についてご説明いたします。 

国際化の推進、国際力の強化につきましては、次期中期目標における重点３項目の一つ

として位置付けておりますが、個々の目標につきましては、先にご説明しました、教育に

関する目標、研究に関する目標のそれぞれにおいて掲げておりますことから、ここには

（再掲）としております。 

また、国際化の推進にあたり、国際交流拠点の整備を図ることも掲げております。 

 

８ページをお開きください。 

附属病院に関する目標についてご説明いたします。 

附属病院につきましては、医学部の教育機関であるとともに、市民に安全かつ質の高い

医療を提供する場でございます。そのため、目標におきましても、これまでの取組を引き

続き充実させていくとともに、附属病院は、その財政規模から、大学法人の運営に大きな

インパクトを与えますので、その経営の効率化をさらに進め、安定経営に努めることとし

ております。 

 

９ページに参ります。業務運営の改善及び効率化に関する目標でございます。 

まず、“大学組織の活性化及び効率化”でございます。 

１つ目は、事前評価において指摘もございましたが、８学部10研究科を擁する市立大学

を、一定の目標に導くためには、何よりも、理事長兼学長のリーダーシップが必要であり、

それが十分発揮できる経営環境の整備が必須であるということで、目標を設けております。 

また、大学の目指す方向に沿った、教職員の理解と取組が無ければ、学長のリーダーシ

ップも十分に活かされないという観点で、学部・研究科の運営についても、その自主性は

尊重しつつも、大学運営と一体となって取り組める環境整備を、２つ目の目標としており

ます。 

なお、２つ目の目標につきましては、大学法人より対案として修正案が出てきておりま

す。これにつきましては、後ほど議論の中でご意見を賜りたいと考えております。 

次に、“人材育成”でございます。 

学生サポートセンターの稼働に伴い、これまで各学部に常駐していた職員が、センター

に集約されることとなります。そのため、今後は、教員と職員の役割分担にとらわれず、

連携を一層深め、専門性を備えた職員の人材育成に一層取り組む、としております。また、

課長級職員への年俸制の導入や、独自の評価制度の導入など、現中期目標期間中にも、新

しい人事・給与制度を構築してまいりましたが、引き続き、組織を活性化させる観点から、

法人化のメリットをさらに活かした制度構築に取り組むこと、としております。 

“自律運営の改善”についてご説明いたします。 
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一つ目につきましては、法人化後５年を過ぎまして、国立大学法人との違いが次第に明

らかになってまいりました。主に地方独立行政法人法の規定による制約でございますが、

自律運営という観点で、特に国立大学法人と異なる点としまして、長期借入が禁止されて

いることや、大学発ベンチャー等へ出資できないこと等を、制約と認識しております。市

として、法改正も含めて必要な働きかけを行ってまいりますが、大学においても、特区申

請や加盟する公立大学協会、大学間連携などを通じて、公立大学法人の制約について、そ

の解消に向けた取組を進めることとしております。 

二つ目では、図書館や理学部附属植物園につきまして、その活用について検討を行って、

所管施設の効果的な運営を図ること、としております。 

 

10ページをお開きください。 

財務内容の改善に関する目標でございます。 

ここでは、３項目を目標として設定しておりますが、寄附金の獲得をはじめ、外部資金

の確保に努めるともに、経費節減や資産の有効活用により効率的に運営すること、として

おります。 

また、一つ目の目標でございますが、運営費交付金の確保について、何らかの数値目標

を設定することを検討しております。 

 

続きまして、自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標についてご説明します。 

“点検と評価”では、大学で取り組んできた各施策の効果検証や、教員の評価、学長に

よる部局評価など、自己点検や評価活動を改革のインセンティブにつなげていくこと、と

しております。 

“情報公開と広報”では、事前評価でご指摘いただいておりますが、日常的な取組も含

めて、大学の取組を戦略的にＰＲし、市民や地域における市大のプレゼンスの向上を図る

観点から、目標を記載しております。 

また、“情報管理”では、大学においてもＩＴ化を推進していくとともに、それに伴っ

て、情報セキュリティについても合わせて取り組んでいくこととしております。 

 

11ページをご覧ください。 

最後のカテゴリーになりますが、その他業務運営に関する目標でございます。 

ここでは、法令順守に努めることや、大学や附属病院において、化学物質の適正な管理

をはじめとする危機管理体制を強化することなど、現中期目標から引き続き取り組んでい

ただく目標に加え、大学間連携をいっそう強化し、人的交流や提携事業に取り組むこと、

また、今年度、「ふるさと納税」でご協力いただきましたが、ＯＢ組織等とのネットワー

クを強化し、市大のサポーターとなっていただく取組を進めることを目標として掲げてお

ります。 

 

ご説明は以上でございます。よろしくご議論お願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 
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教育、研究以外の分野ということで、色々テーマがございます。議論していただく際に

は、分野を区切らず、また、資料１－３でお出しいただいている意見に限らず、それ以外

のものでも結構ですので、ご自由に議論いただければと思います。 

 

（片山委員） 

よろしいでしょうか。 

前文でも申し上げましたが、次期中期目標骨子に書かれていることが、大学憲章にも書

かれている、という項目が多く見受けられます。例えば、９ページの「学長のリーダーシ

ップを発揮し、組織ガバナンス向上のための経営組織を構築する。」とよく似た内容が、

大学憲章における「業務運営」の所に書かれています。また、次のページの財務基盤の強

化の所も、財源の拡大と外部資金の受け入れ、ということについては、大学憲章に書かれ

ています。さらに、情報セキュリティについても、情報セキュリティを整備して情報を適

切に管理する、ということは、大学憲章に書かれています。 

とすると、大学憲章に書かれていることを踏まえて、中期目標として何をやるか、につ

いて、踏み込んで書く必要があるのではないでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

はい。事務局から、いかがでしょうか？ 

先ほども申し上げましたが、大学が大学憲章を策定していて、今回は、市としての目標

を策定して、それを受けて大学が計画を策定します。それからしますと、相互の関係とし

ては、どのように考えればいいのでしょうか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

できますれば、片山委員の仰って頂いたように、より具体的な、踏み込んだ内容にした

い、計測可能な内容にしたい、という思いがございます。 

学長のリーダーシップの所も、右側の中期計画骨子の欄にございますが、大学において、

学長裁量経費や、それを実現するための仕組みについてご検討いただいております。これ

らを目標へスライドさせた方がいいのかどうか、ということですが、大学憲章と重複して

いるということは認識しておりますので、このあたりの所は、本来であればより踏み込ん

だ内容にしたいと思っております。 

 

（松岡委員長） 

具体化するとなると、個別化するということと、数値化がどの程度できるか、といった

ことと絡んでくるのではないかと思います。 

 

（片山委員） 

必ずしも数値化しなければならないということではないと思います。「経営組織のあり

方を検討する」でもいいのではないかと思います。トップダウンとボトムアップの適切な

バランスを検討する、というようなことでもいいのではないかと思います。現状をいじる

ことが、必ずしも良いとは限りませんので。 
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（松岡委員長） 

ほかにいかがでしょうか？ 

 

（堀委員） 

目標全体に関わる話ですが、全般的に95点や100点を目指そうとなると、現実的には非

常に難しいことだと思います。となると、それぞれの項目の中に特色、目玉のようなもの

を設定すると、目標として非常にクリアーになるのではないかと思います。 

社会貢献でみますと、一番大きいのが、大阪市のシンクタンク機能だと思います。具体

的には、市の施策に市大のブレーンが反映されている、ということを目指していただきた

い。既に今も取り組んでおられると思いますが、まだまだ見えてこない。これはちょっと

行き過ぎている例えですが、大阪市は大阪市立大学が牛耳っている、という批判が出るく

らいであってもいいのではないでしょうか。 

尐なくとも、市大のプレゼンスというものがそこに見えてくるのではないでしょうか。 

もう一つは「都市型」ということで、情報の使い方や管理について、市大の特色が出せ

ないでしょうか。「都市型」というのは、情報のマニピュレーションというようなことが、

大きなウェイトを占めてくると思います。従来型のコミュニケーションツールではなくて、

例えば、ＯＢとのコミュニケーションに“フェイスブック”を活用するとか、情報社会で

のコミュニティーを率先して作っていく、そういう他の大学がまだやっていないような取

組をやってみてはどうでしょうか。 

それと、広報にしてもいろんなやり方があります。例えば、地下鉄の吊広告で「この制

度は、市大からの提言で出来ています。」というのがあってもいいですし、市大からのア

イデアでこう変わった、ということが市民に分かるようにすると、プレゼンス、ブランド

力が上がっていくと思います。 

極めて具体的な例を挙げましたが、打ち出していく内容を重点化する、全てに85点、90

点を狙うのは非常に難しいので、「今回の中期目標では、ここに重点を置いてやっていき

ます。」というものがあると、いいのではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

他にいかがでしょうか？ 

シンクタンクについては、種田委員もご意見を頂いていると伺っておりますが？ 

 

（種田委員） 

はい。私が感じましたのは、市の方向性が分からないまま、大学が考えを巡らすのは非

常に非効率なので、当然、市の情報は大学に入っている、と思っていましたら、どうもそ

うではないということでした。 

市に対して提言を行うのであれば、相互に人的な交流をして、情報をタイムリーにもら

えた方が、よりいいものができるのではないかと思います。今、大阪市のシンクタンク機

能を発揮すると言いながら、なかなかそれがうまくいっていないのであれば、そもそも情

報が入っていないからではないでしょうか。 

外から見ると、市と市大は一体に見えますが、市内部では、市大でなく阪大などに声を

掛けたりしているということも聞きますと、まず、市と市大とで相互に交流されて、相互
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に情報を出し合うというか、そういう事がスムーズになった方が、物事がうまく進むので

はないかと感じます。 

 

（堀委員） 

市が基本構想などを策定される際に、市大のブレーンとの話し合いとか、ヒントを得る

とか、そういう仕組みはあるのでしょうか？ 

 

（上田行政部長） 

個別に審議会などに参画いただいていることは多々ございますが、組織として市大に何

かお伺いするというようなシステムにはなっておりません。 

 

（宮野副学長） 

私の方からよろしいでしょうか。 

シンクタンク機能につきましては、ご指摘の中にもございますが、市のブレーンとして

の施策の提言については、個別には、大学の教員で何人か携わっている者もおります。 

ただ、今お話にもありましたように、先ほど市の立場をご説明いただいて初めて分かっ

たことでございますが、例えば、こういう相談をしたいが、どの先生に伺ったらいいのか、

ということが見えていない。これは、我々として、どの教員がどういう研究をしているか、

ということの情報発信の不十分さということですので、今改善をしつつあります。 

そういうことで、個別には市の施策形成に携わってきていますけれども、大学として、

組織として出来ていない、ということですので、シンクタンク機能を高めるための窓口を

大学につくりまして、市がこういうことを誰か教えてもらえないかということになれば、

その窓口にまず仰っていただいて、大学の方で適任な教員を紹介する、そういった体制づ

くりをしてまいりたいと考えております。 

これまでなかなか、そういった情報発信が十分できていなかった、ということが反省事

項としてございます。 

 

（片山委員） 

丁度、偶然ですが、昨日、三重大学がシンクタンク構想に関してプレスリリースをして

おりまして、それがまさに、自治体に対して大学が窓口を一元化して、情報発信や提言を

していくということでした。 

 

（楠本委員） 

ヨーロッパの大学では、都市経営に非常に積極的に関与しておりますし。 

 

（宮野副学長） 

これまでも、福祉の分野やまちづくりなど、割と個別には関与させていただいておりま

すが。 

 

（楠本委員） 

それでは、大学としてのプレゼンスがなかなか上がりませんね。 
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（片山委員） 

すいません。関係してくることだと思いますが、よろしいでしょうか。 

10ページに「運営費交付金の数値目標の検討」というのが、さらりと一行入っていまし

て、これが非常に重いテーマだと思います。 

そもそも、運営費交付金をカットする根拠は、大学の自主的な運営への裁量拡大という

ことですから、それと「自律運営の改善」というものをセットで、本来は議論されるべき

ものだと思います。それと同時に、シンクタンク機能というものを、大学がボランティア

として、大阪市に対して貢献する、という精神論だけがあるのではなく、きちんと「貢献

には対価を支払う」ということが、この交付金の議論とセットで議論されるべきではない

かと思います。 

 

（宮野副学長） 

ありがとうございます。 

 

（松岡委員長） 

運営費交付金の所は、どういう形で目標に織り込むか、という点が大事だと思います。

今の段階で、差し支えのない範囲で、色々難しいことがおありかと思いますが、どうお考

えでしょうか？ 

 

（上田行政部長） 

とりあえず、入れさせていただいている状況でございますが、ひとつは、市において、

運営費交付金の数値目標を検討すべし、という声がございます。その中で、財政基盤を強

化するという観点から、どういう形で入れていくのか、中期目標の中で決めていくのか、

あるいは、中期目標を決めていく段階で、一定、予算的なことも決めていく必要がござい

ますので、その段階で議論してしまうのか、ここは尐し、委員の皆様のご意見もお伺いし

たいと思っております。 

 

（松岡委員長） 

まだ、未確定の部分が色々あるということですね。 

 

（片山委員） 

数値を書くかどうかは別にして「運営費交付金を検討するに当たっては、○○を考慮し

つつ…」というような記載にして、○○に、例えば、法人としての運営の裁量の拡大や、

シンクタンクとしての地域貢献を踏まえつつ、など、そんな書き方にするだけでも、これ

だけを取り出して議論されることを防ぐという意味では有用かと思います。 

 

（松岡委員長） 

考慮すべき要素を入れるわけですね。 
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（堀委員） 

運営費交付金のあり方の検討、というのは、大阪市立大学の存続を維持するための「助

け舟」である、と考えるべきです。 

一つの考え方として、「請負」があるかと思います。 

大阪市から、学生を育てる人材育成、大阪市に対する施策の提言、あるいは、具体的な

行政のアクションを請け負う。委託ですね。それに対してこれだけの対価をサポートして

ください、ということになると、市大の意識も変わってきます。市のサポートする方の意

識も変わります。意識改革になると思いますが、ネゴシエーションで交付金を獲得してく

る、ということになります。「昨年はこれだけのことをやったので、今年はサポートを強

化してもらって、さらに充実させたい」というような、そういう意識が今はあまりない、

というのが本音だろうと思います。 

 

（種田委員） 

どこの大学でも、そこまでは思っていないだろうと思います。 

 

（堀委員） 

そうかもしれません。ですが、もっとその意識を強くしていかないといけないと思いま

す。 

余談になってしまいますが、私は大阪大学から府立病院機構にいきましたが、府の５病

院は、いずれも機能が特化しています。府立成人病センターであれば、がんにかなり特化

している。都道府県におけるがんの拠点病院です。ですから、がんに関しては、大学の附

属病院よりも位置づけが上になります。それぞれ、５病院は普通の病院が診療しない患者

を診る、ということを、府から負託されている。大学の附属病院にいたときには感じませ

んでしたが、府立病院機構のこのあり方は「いいな」と感じています。 

なので、例えば「インフルエンザが発生したら、この病院が頑張らないといけない」と

いうような意識が非常に高い。単なる市民病院ではない、という意識がありまして、市大

が都市型の大学を目指しておられるのであれば、大阪市に対してどういう貢献ができるか

という意識を、もう尐し強く持つ、これは国立大学とは一味違う、大阪市立大学の存在理

由が出せるし、そういうものが市民にも分かりやすいのではないかと思います。方向性と

しては、そういうことを感じます。 

 

（松岡委員長） 

「総合」と「特化」のバランスだと思いますね。 

 

（堀委員） 

そうですね。そのとおりですね。 

 

（松岡委員長） 

それから、９ページの所の、大学組織の活性化及び効率化の所で、市案と法人案が出て

いた所がございました。気になるところですが、全学として「学長のリーダーシップを発

揮し、組織ガバナンス向上のための経営組織を構築する」というのは、まとまっているよ
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うですが、次の市案と法人案を見ますと、市案には項目が２つ含まれているようですが、

市案も法人案も、「複合的な教育・研究を効果的に推進するための柔軟な組織運営を行

う」というのは、両方にあって、ここは違っていないようです。 

従って、前半と後半は関連していますけれども、これを切り離して別の項目にする。そ

うして、違っている部分をどうするか、ということですが、非常に似通っていて、どこが

違っているかということが分かりにくい。以前の案では、「各学部・研究科における執行

体制の確立」となっていまして、それがこういう形になって出てきているのだろうと思い

ます。 

そこで、２つの案の違いを分かりやすくするために、市案と法人案のねらっている所の

違いなどを、法人から説明いただきたいと思います。 

 

（桐山副学長） 

はい。先ほど、片山委員がお話しされていたことと重なるかもしれませんが、大学の活

動というのは、ボトムアップがあって活性化してくるのだと思います。その中での中心と

いうのは、教員個人でありますが、学部・研究科の活動がどれだけ活発になるかというこ

とを考えますと、そこには、やはり自主性や自律性を最大限尊重する必要があるかと思い

ます。 

市案の表現ですと、尊重するけれども最終的には上で決める、ということで、研究科に

とっては、かなり大きなプレッシャーがあると思います。そこで、基本的な方向性は同じ

方向を向いていけば、問題は無いわけですので、ネゴシエーションということになるかも

しれませんが、市案の前半部分は、一つ前の項目の「学長のリーダーシップを発揮し、」

という所で、ほぼ含まれるのではないか、と考えます。 

我々法人で考えていますのは、学部・研究科の壁を出来るだけ低くし、風通しを良くし

たい、そのために柔軟な組織運営を行う、それを重視する、ということで考えたものです。

市案ですと、どうしても研究科からの抵抗が大きくなることが予想されます。そうすると、

活性化どころか、対立が前面に出てきてしまうのではないか、という危険性を感じており

ます。 

 

（松岡委員長） 

「学長のリーダーシップを発揮し」という部分は、全学的な組織ガバナンスということ

で、体制のことも入っておりますが、体制はともかくとして、学部・研究科における管理

運営をきちんとする、というニュアンスのことを、全学における学長のリーダーシップと

は別に実施する必要があるのではないか、という趣旨をどう表わすべきか、ということだ

と思いますが。 

市からはいかがでしょうか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

はい。今年度、事前評価を実施いただいた際にも議論がございましたが、中期計画では

全学としての取組を掲げているものの、各学部・研究科が独自に取組を進めたことで、結

果として全学としての取組の内容が変質してしまった、という項目が散見されました。 

そういったことを踏まえまして、これから、学長のリーダーシップを発揮いただいて、



- 22 - 

大阪市に貢献する大学として一体となって頑張っていただきたい、ということを考えます

と、やはり、学長のリーダーシップを支える学部・研究科のあり方というものが、欠かせ

ないのではないかと考えております。 

大阪市としては、学部・研究科がどのようにリーダーシップを支えていくかということ

に関しては、市大において検討いただくべきことと考えておりますし、体制を変えるべし

という趣旨でもございません。大学運営を一体的に進める観点で学部・研究科を運営して

いただきたいということは申しますが、それを具体的にどう進めていくのかという点につ

いては、大学の自主性にお任せしたいと考えております。 

 

（松岡委員長） 

「学部・研究科の自主性を尊重しつつも、」の“も”を取れば、そういうニュアンスが

出るのではないでしょうか。 

これを踏まえて、市と大学とで議論いただきましょう。 

他にございませんか？ 

 

人材育成に関連しまして、９ページの人材育成という項目に入るのかどうか分かりませ

んが、教員のサバティカル制度は、これも大事な制度だと思いますが、現状どうなってい

て、次期中期目標期間で何かご検討いただいていることはあるのでしょうか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

サバティカル制度は、制度としてはできておりますが、運用や実態につきましては、こ

れからという状況です。 

 

（松岡委員長） 

今の情勢からすると、なかなか制度を利用しにくいのかも知れませんが、そういう制度

などで、教員に尐しやる気を感じていただく必要があると思います。 

 

（桐山副学長） 

私の把握している範囲で申しあげますと、数名、制度利用者がございます。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

平成22年度の業務実績報告に上がってまいりますので、平成23年度の評価委員会でご報

告できると思います。 

 

（松岡委員長） 

スタートはいつからですか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

平成21年度に制度を構築いたしまして、平成22年度からスタートです。 
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（松岡委員長） 

どの程度利用されているかですね。退職不補充などで、定員が減っているということで

すので、一定期間とはいえ、抜けるのは大変かもしれませんが、お互いさまということで

すし、また実績が出ましたら教えてください。 

 

（片山委員） 

人材育成という項目は、よく見ると職員だけが対象なんですね。 

 

（松岡委員長） 

冒頭は「教職員が」ということですが、これは主として職員ということですか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

主としては、職員についての目標でございます。 

 

（松岡委員長） 

ということは、教員のサバティカル制度などは、どこに入っているのかわからないです

ね。 

 

（楠本委員） 

「職員」というのは、大阪市立大学に採用された職員の資質を高めて、大学のためにな

るようにする、という意味ですね。 

 

（山内大学支援担当課長） 

そうでございます。 

 

（松岡委員長） 

専門性というのは、就職担当とか、広報担当とか、そういう能力を高める、ということ

を指しているんでしょうか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

23年度には、学生サポートセンターができまして、基本的には各研究科に居た職員が、

センターへ集約されていくことになりますので、各先生方がどのような研究をされている

か、あるいは、情報発信や地域連携をする際に、いわゆるコーディネーター的な能力を発

揮できる職員を育成しないと、研究科の取組が十分に活かされないのではないか、という

ことから、こういった記載にしております。 

 

（松岡委員長） 

なるほど。 

それから、資料１－３で、法人から追加意見というのがございましたね。 
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（山内大学支援担当課長） 

はい、24ページをご覧ください。 

具体的な成果を表す指標の検討に際して「数ある指標のうちの一つのみを取り上げるべ

きでない」という法人の意見がございました。それについて、具体的にどんな指標が適切

と考えているのか、というご質問をいただいておりまして、法人から追加意見を頂きまし

たので、今回の資料に記載してございます。 

 

（松岡委員長） 

これについて、法人からご説明いただけますか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

例示いただいたのが病床利用率ということでしたので、ここに記載されているようにご

回答しておりますが、目標としては「病院の安定的な経営」が一番の目標となってござい

ますので、それをダイレクトに表現するような数値化が、目標レベルではより適切なので

はないか、ということを申し上げております。 

例えば、経営の収益率であるとか、何が適しているのかということはこれから検討して

まいりますが、目標のレベルでは、ひとつの手段の指標ではなくて、全体をとらえるよう

な指標が適していると考えております。 

計画レベルでは、その指標の達成を説明するような、もう尐し具体的な指標を設けてい

くことになると思います。 

 

（楠本委員） 

数値目標というのは、どういう数値を掲げるかということもあって、難しいですね。 

 

（堀委員） 

目標としては、健全な運営というのを目標にされればいいと思います。具体的にそれを

達成するために、計画の所で、病床利用率を上げるとか、もっとほかの指標を掲げるとか、

検討されればいいと思います。 

計画については、それぞれの教職員が目指すべき数値目標ですね。目標の所は、組織全

体として目指すべき目標ということで、そういうレベル分けをしていただくのは、良いと

思います。 

 

（片山委員） 

ここは、指標としては、経営目標だけでいいのでしょうか。例えば、地域拠点であると

か、地域医療に関する目標とかは要らないのでしょうか？ 

 

（堀委員） 

あれもこれもしっかりとやっていくというのは、現実的にはできないと思います。例え

ば、お金を使わないで最高の医療をせよ、と求められたら、医者を無給で働かせない限り、

実現できないわけです。 
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（片山委員） 

イメージとしましては「地域の病院との病院連携について現状を維持する」とか、病院

の中の経営効率化以外の指標についても、検討できるのではないかと感じます。 

 

（堀委員） 

どれだけのメリハリをつくって、次期中期計画で何を一番の主題にするか、ということ

を検討されればいいのではないでしょうか。 

と言いますのは、また私事で恐縮ですが、府立病院が独法化する前は、大きな赤字を抱

えておりました。65億円ほどの債務があったのですが、独法化したら、５年間でそれを返

済できてしまいました。むしろ、剰余金が出てどう活用しようかというくらいになりまし

た。それを見た府から、交付金を減らされてしまいましたけれども。 

そうしますと、２期計画からは、収支の改善というのはメインテーマにならなくて、収

支を改善したので、それはこのまま続けていけばいいということで、２期計画は、医療の

内容や質にシフトしました。 

 

（片山委員） 

コスト増になりますね。 

 

（堀委員） 

そうですね。つまり、初めから質も高く、収益も黒字に、あれもこれもとやってしまう

と、身動きが取れなくなってしまいます。なので、１期はこれがメインテーマ、それが達

成できれば、２期はこれをメインテーマにしましょう、という考え方で良いのではないで

しょうか。 

 

（片山委員） 

そういう観点では、市大付属病院の１期と２期はどうでしょうか？ 

 

（種田委員） 

収支については、今もそんなに悪くはありません。２期も引き続き収支にこだわって、

もっと良くする、とするのか、収支は現状を維持すればいいということであれば、地域連

携とか、もっと他のことに取り組むことも可能だと思います。 

 

（堀委員） 

つまらないことを申し上げることになりますが、病床利用率を上げようと思うと、他の

病院が何をしているかというと、土・日は実質的な医療ができませんので、治療の終わっ

た患者さんは金曜日に帰りたいわけです。それを月曜日に血液検査をして退院を決めまし

ょうということで、月曜日まで引っ張るわけです。実質は何もしないのですが、月曜日の

午前中に採血をして退院していただいて、午後に別の患者さんを入院させます。そうする

と、月曜日は２人分カウントできるわけです。そんなことをしないと、95％なんていう数

字は達成できないわけです。 

それはおかしい、患者さんのためにやっているわけではない、と私はいつも申していま
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す。患者さんからすれば、金曜日に退院して、土日はご自宅で過ごしていただいて、次の

患者さんについては、ゆとりを持って入院していただく、というのが、患者さんのためだ

と思うんですが、数値目標にこだわりだすと、そうなってしまう恐れがあります。 

そんなことをしないと赤字に転落するような医療制度であれば、それは制度が間違って

いるわけで、それに合わせる必要は全くないと思います。 

むやみに数値目標を設定してしまって、それが独り歩きしてしまうと、そういう事態が

起こるということを言いたいのです。なので、目標には「健全な医療、経営」ということ

を掲げていただいて、計画で数値目標をされればいいと思います。 

 

（松岡委員長） 

はい、だいたい予定しました内容はこれくらいでしょうか。 

他に、どの分野でも構いませんので、特にご指摘いただきたい所がございましたら、お

伺いします。いかがでしょうか？ 

大学からも、何かございませんか？ 

 

（桐山副学長） 

一つだけよろしいでしょうか。前文の所ですが、先ほどご説明いただいてだいたい趣旨

は理解しているつもりですが、第３段落で、「大学が社会から隔絶された特殊な組織であ

った時代もあるが」ということについて、これ自身は理解できるのですが、第２期の中期

目標でこれを書かれると、これまでの市大の努力が至らなかったのかもしれませんが、市

大が時代遅れの大学であるかのように映りますので、できればこれは削っていただきたい

と思います。 

 

（松岡委員長） 

はい。他にいかがでしょうか？ 

無いようでしたら、事務局から今後の予定を説明いただいて終わりにしましょうか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

資料最後、25ページのスケジュールをご覧ください。 

本日、評価委員会で中期目標骨子（案）を議論いただきまして、意見をいただきました。

これを元に、大学とも意見交換をしながら、中期目標素案を策定してまいります。年度が

変わって、４月以降になりますが、それを大学に提示いたしまして、大学の中でも機関に

諮っていただいて意見を取りまとめていただく予定です。並行しまして、市の中でも市長

まで説明を行ってまいります。 

評価委員会では、５月末頃の評価委員会におきまして、中期目標素案にご意見をいただ

きまして、それから市民対象のパブリック・コメントを７月中には実施したいと考えてお

ります。それらを踏まえまして、できましたら、９月～10月にございます市会において議

論のうえ、議決を頂きたいと考えております。評価委員会では、市会における議論の前、

９月頃に実施いたします評価委員会において、中期目標に対して、正式に意見を頂く予定

としております。 

中期目標について議決を頂きましたら、大学において中期計画の策定を本格的に実施い
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ただき、評価委員会でも中期計画についてご意見を賜りながら、23年度中に中期計画案に

ついて、評価委員会における意見を踏まえまして、市が認可するというスケジュールにな

っております。 

以上、23年度の大まかなスケジュールについてのご説明でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

５月の開催について、また事務局から日程調整をお願いします。 

それでは、長時間お疲れさまでした。これで終了いたします。 


