
平成２１年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 

 

日 時 平成 21 年８月 28 日（金）10 時～12 時 20 分 

場 所 大阪市役所 Ｐ１会議室 

出席者 

  【委員】 

   吉川委員長、上野谷委員、片山委員、金森委員、栗原委員、細見委員、松岡委員 

  【大阪市】 

   村上総務局長、稲森行政部長、山本大学支援担当課長、折原総務担当課長代理 

 

○開 会 

（稲森部長） 

 本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠に有難うございます。 

 ただいまから、平成 21年度第２回公立大学法人評価委員会を始めたいと存じます。 

 吉川委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

○議 事 

（吉川委員長） 

 おはようございます。お忙しい中お集まりいただき、有難うございます。 

 ご案内のとおり、本日は議題が３点ございます。 

 まず１つ目の議題として、前回に引き続き、平成 20 年度の業務実績に関する評価に

ついてご議論いただき、できれば、本日の評価委員会で評価結果を取りまとめ、法人に

通知し、市長に報告したいと考えております。 

 次に、法人の財務諸表と剰余金繰越については、市長が承認することとなっており、

承認にあたっては本委員会が意見を述べることとなっております。 

 本日は、この３点につきまして、ご審議をいただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

 

議題１ 平成２０年度業務実績に関する評価の検討について 

（吉川委員長） 

 それでは、初めの議題、前回の委員会でもご議論いただきました、平成 20 年度業務

実績に関する評価につきまして、事務局から資料の説明をお願いします。 

（山本課長） 

 総務局行政部大学支援担当課長の山本でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【資料１－２ 特に進捗とする自己評価の妥当性について】 
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 まず、本体資料の１ページ【資料１－２ 特に進捗とする自己評価の妥当性について】

でございます。 

 前回委員会で自己評価の妥当性についてご議論いただき、その際、自己評価で「特に

進捗」とされております 47 項目につきまして、改めて委員会として確認するというこ

とでありましたので、各委員の皆様にご意見をお伺いし、その中で、自己評価について

疑義があるとのご意見をいただいたものを表にまとめております。資料の中で、赤字で

記載しているものが、「特に進捗」という自己評価に問題があるというご意見です。参

考までに、これらのご意見を反映した場合の評価集計表を 45 ページに添付しています。

また、評価委員会として、「特に進捗」の 47 項目を確認した結果の総括が必要であると

考えられますので、46 ページから 48 ページの資料として添付しております。次に、資

料の一番上に記載していますが、「特に進捗」という 47 項目以外でも、計画と異なる取

組を実施しているものなど、自己評価の妥当性について、委員会として判断すべきでな

いかというご意見をいただいております。そこで、該当する項目をまとめまして、具体

的に申しますと、前回委員会の資料「自己評価の妥当性について」のうち、時間の関係

上議論できなかったものの中から「特に進捗」以外の項目を中心にまとめたものを資料

１－２の別紙という形で添付しております。また、計画の変更の必要性に関するご意見

は緑字で記載しております。 

 これらにつきましては、各項目の自己評価の妥当性及び評価報告書への盛り込み方な

どについてご議論をいただければと考えております。 

 

【資料１－３ 評価結果（案）に対する法人の意見と評価結果への反映（案）】 

 次に、【資料１－３ 評価結果（案）に対する法人の意見と評価結果への反映（案）】、 

本体資料の 15 ページになります。 

 前回委員会でお示しいたしました評価結果（案）につきまして、前回委員会の後に、

委員長名で法人に対しまして評価結果（案）に関するご意見を依頼いたしました。 

 法人から提出されましたご意見及びそれに対する対応案をまとめております。 

 

【資料１－４ これまでの各委員意見等】 

 続きまして、資料の 17 ページ、【資料１－４ これまでの各委員意見等】でございま

す。評価結果（案）に対しまして、各委員のご意見等をまとめたものであります。 

 委員会としての対応（案）につきましては、その内容を、これから説明いたします、

評価結果(案)に反映させております。 

 

【資料１－５ 平成 20 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

（案）】 

 ただいまご説明いたしました、法人からのご意見及び各委員からのご意見を元に事務
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局におきまして、【資料１－５ 平成 20 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（案）】として整理させていただいております。 

 これまでと同様、33 ページに前文として、評価の法的根拠、評価にあたっての考え

方等を明記させていただいております。 

 34 ページにまいりまして、全体的評価でございますが、第１段落の 後に、項目別

評価における「全ての大項目の進捗を確認」しており、「計画の進捗としては、全体と

して概ね順調に進んでいると認められる。」とまとめております。一方で、評価作業上

の基本的な指摘としまして、この間、各委員からご意見のありました、「統一的・客観

的な自己評価の徹底」と「適切な計画の設定」の２項目につきまして、効果的な評価作

業と説明責任の観点から次年度以降の改善を要望するとしております。 

 35 ページ、中ほどにまいりまして、この３年間の「蓄積を新たな取組へのステップ

としてその実践を図り、引き続き中長期的な戦略を持ち、」「機能的・効率的な組織体制

を早期に確立するなど、理事長以下役員・教職員が一体となって、市立大学ならではの

独創的な取組をさらに推進することで、市立大学の存在感、ブランド力を一層発揮して

もらいたい」、また、「『大阪市民に支えられている大学』であることを念頭に、市民・

市政への貢献を積極的に行い、市民の誇りとなる大学づくりを引き続き進められたい」

と、今回の評価を総括した総合的な意見を入れさせていただいております。 

 36 ページ以降の、項目別評価でございます。業務実績報告書に記載されている各項

目の取組の中から代表的なものを「主な取組事項」として取り上げ、続いて、この間の

各委員からのご意見や前回委員会でのご議論等を踏まえた「意見・指摘事項」を挙げて

おります。そして、５つの大項目毎に、 後に四角囲みで、総合的な評価を記載してお

ります。 

 まず、「１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置」につきましては、40 ペー

ジの四角囲みの評価としまして、「教育・研究の特性に配慮し、外形的な進行状況の確

認を行った。全学的及び各学部・研究科での取組により、197 項目中 196 項目について

進捗を確認し、着実に実施及び実施に向けた取組がなされている。今後の教育研究等の

質の向上に向けた成果も多く見受けられることから、計画の進捗としては順調に進んで

いると認められる。」とまとめさせていただいております。 

 「２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置」につきましては、41 ページの四角

囲みの評価としまして、「業務運営の改善及び効率化に関する措置について、機能的・

効率的な組織体制の整備が求められるところであるが、教職員の資質向上に向けた取組

等計画として掲げた11項目中11項目について進捗を確認したことなど総合的に勘案し

た結果、計画の進捗としては順調に進んでいると認められる。」とまとめております。 

 「３ 財務内容の改善に関する措置」につきましては、42 ページの四角囲みの評価

の部分でございますが、「財務内容の改善及び効率化に関する措置については、経費削

減に努め、外部資金獲得努力などにより、昨年度を上回る経常利益をあげている。厳し
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い財政状況の中、引き続き経営努力が求められるが、全学的及び各学部・研究科での取

組により、11 項目中 11 項目について進捗を確認したことから、計画の進捗としては順

調に進んでいると認められる。」とまとめさせていただいております。 

 「４ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項」につきましては、特に、

全体的評価でもご説明しました、統一的・客観的な自己評価の徹底と適切な計画の設定

につきまして、意見・指摘事項に挙げさせていただくとともに、42 ページの四角囲み

の評価においては、「自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する措置については、

全学的及び各学部・研究科での取組により、６項目中６項目について進捗を確認した。

ただし、評価手順に沿った自己評価がなされていないなど、評価作業を行ううえで改善

すべき事項が見受けられた。これらを総合的に勘案した結果、計画の進捗としては概ね

順調に進んでいると認められる。」とまとめております。 

 「その他業務運営に関する事項」につきましては、43 ページの四角囲みの評価とし

まして、「その他業務運営に関する措置については、全学的及び各学部・研究科での取

組により、19 項目中 19 項目について進捗を確認し、着実に実施及び実施に向けた取組

がなされているため、計画の進捗としては順調に進んでいると認められる。」とまとめ

ております。 

 45 ページには評価集計表、46 ページから 48 ページにかけましては、評価委員会とし

て「特に進捗」47 項目を確認した結果を総括した表を添付しております。 

 49 ページから 60 ページにかけましては、ただいまの評価結果（案）につきまして、

前回委員会でお示ししたものから修正等を行った部分を対比させたものでございます

ので、説明は省略いたします。 

 

【資料１－６ 平成２０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

(概要)】 

 次に、【資料１－６ 平成２０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(概要)】ですが、評価結果を市民や関係者等に分かりやすく説明するため、今年

度も、評価結果の概要版を作成させていただきました。内容は、先ほどの評価結果(案)

から主なものを抽出したものでございます。 

 

 平成 20 年度業務実績に関する評価結果についての資料の説明は以上でございます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

（吉川委員長） 

 有難うございました。ただいま、事務局から、資料の説明がありました。 

 終は、資料の１－５にございます「業務実績に関する評価結果」という形に委員会

として評価をまとめるということですが、そのためのプロセスがございます。 

 まず、「自己評価の妥当性」についてですが、多くの委員の先生から異議が出まして、
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前回委員会で議論をさせていただいたところです。そういう議論が、資料１－５の評価

結果の項目別評価でも採り上げられておりますが、「特に進捗している」という項目が

47 項目あるので、妥当性を一度チェックしてみてはどうか、とご提案いただきまして、

確認をさせていただきました。その内容が資料１－２にございまして、47 項目中 14 項

目について「進捗している」が妥当ではないか、というご意見をいただきました。それ

が、資料１－２の右欄に赤字で書いているものでありまして、私も見せていただきまし

たが、各委員のご意見のとおり、「特に進捗している」という内容にはなっていないの

ではないか、という印象を持ちました。 

 もう一度、資料１－２を見ていただきまして、何かご意見がございましたらお伺いし

たいと思います。 

（細見委員） 

 基本的な部分の意見ですが、前回委員会で私の提案で、「特に進捗している」と自己

評価された事項に対して、もう一度確認していただいて、大学から回答が帰ってきた訳

です。その回答について、このようにまとめていただいておりますが、自己評価から「特

に進捗している」の数が減って、評価が厳しくなっています。評価委員会の基本的なス

タンスとしては、自己評価を信頼して、ということではないですが、「自己評価をして

もらって、さらに良くなるように私たちもサポートしましょう」というスタンスだと思

うのです。そう考えますと、評価委員会と法人との良い意味での協力関係を育てていく

ことが一番大切だと思うのです。判断が遊離し、本当のところが見えないということで

あってはいけない。私達も外部の者ですから、あくまでも法人の努力を評価するという

スタンスですので、そのように考えたとき、「特に進捗している」の法人自己評価 47 項

目が 33 項目になるという減り方で、法人と評価委員会とのミスマッチが起きたりしな

いかと思います。 

 それから、教育等に関する事項については、大学の判断を尊重するということで以前

から議論していますので、そのスタンスが定まっているところで、このように大きく評

価が落ちているということをどのように考えていいのかということを不安に思います。 

（吉川委員長） 

 一応、評価委員会の基本的なスタンスとしては、「法人の自己評価を基本にして評価

を行う」ということです。従って、今細見委員がおっしゃったように大学の自己評価を

尊重するという視点に立って評価をする訳ですけれども、今回問題になったのは、自己

評価をするときに、特に教育研究に関する事項は外形的評価を行うことになりますが、

そのときに計画と実績しか我々の許には出てこないのですね。これは金森委員長の時代

からやってきておりますが、その計画と実績を見て、「進捗している」とか「特に進捗

している」という自己評価については、「こういう基準に基づいて評価してください」

と申し上げて、大学もそれを遵守するという約束であったのが、そのルールが守られて

いない、我々が計画と実績を見て「あれっ？」と思う評価をしておられる項目がかなり
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たくさんあったので、「それではもう一度ルールを再確認しないといけない」というこ

とになったと思います。おっしゃるように、評価が変わる項目数が多いときに、大学と

の信頼関係に何らかの齟齬が生じるのではないかというご疑念も持たれると思います

が、そのあたり、金森先生はどう思われますか。 

（金森委員） 

 委員長おっしゃるとおり、「計画というものに則して自己評価をする」という姿勢が

ちょっと緩んでいるような気がしたものですから、私はこれでいいと思います。それと、

終目標をきっちり把握しているのではなくて、途中で何かやったから「進捗」として

いるものが割と多いので、警告を発する意味でもこれでいいのではないかと思います。

「信頼関係」というのは、ある意味十分できあがっていると思いますので、逆にいろん

な意味で感謝されていると思いますね。やはり、大阪市側に立っての評価委員会として

は、独立性というものを示す意味でも私はいいのではないかと思います。 

（吉川委員長） 

 はい、有難うございます。 

（松岡委員） 

 私も細見委員が言われる趣旨、つまり、大学の自己評価に基づいてそれを尊重してい

くのが基本であることは分かりますが、ただ、「各年度終了時の自己評価の評価手順に

ついて」で、どういう場合に「特に進捗している」「進捗している」「おおむね進捗して

いる」「実施にあたって課題がある」という評価をするか、その基準・ポイントをそれ

ぞれ２、３項目ずつ挙げている。その理解が、大学側と我々との間で大分違う。やはり、

当該年度中に実施できなかった場合や、中期計画期間中の実施について計画の設定その

ものに問題がある場合は「実施にあたって課題がある」又は「おおむね進捗している」

とする基準があって、「特に進捗している」として出されている資料から見るとそう判

断する根拠が比較的薄弱であると言わざるを得ない。その場合に後で出してもらった資

料を見てもやはり疑義が残るものですから、評価の考え方に齟齬がある場合には、数の

問題はともかくとして、基本的には独自の立場から判断する必要があるのではないかと

私は思います。 

（上野谷委員） 

 計画が数量目標を立てにくい領域とはっきり立てやすい領域があって、研究の場合は

いくつかサブプログラムなどもあるでしょうけれども、教育に関してはそういう意味で

は特に難しいと思うのですね。しかし、例えば、「各学部・研究科において充実に努め

る」という計画は、不思議な計画ですよね。もし、「５年間に全学部やります」という

目標に対して、５年間の半分くらいの時点で３分の１の学部・研究科はやっていたから

「進捗している」と考えられると、そういう判断根拠があればいいのですが。今松岡先

生がおっしゃったように、こちらから「資料を出してください」と何回言ってもそうで

ないものが出てくるものですから、ある意味できていないのではないかと判断せざるを
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得ないので、「特に進捗している」とはなかなか言いにくいというのが委員の方々の判

断だろうと思います。委員会が求めているものの資料の出し方も、たまにコミュニケー

ションが取れていなくて困ることがあります。 

（吉川委員長） 

 そうですね。聞きたいことに対して返事が来ていない。 

（上野谷委員） 

 そうなんです。そういう意味では、細見委員がおっしゃるように、「これだけやって

いるのに何をやっても委員会で評価されないのなら適当でいい」となっては困るのです

が、多分そうはならないでしょう。ただ、ちょっと話が逸れますが、市大の教員数を見

たら現在 732 人で、私どもが在学していた 40 年ほど前からすれば半分くらいかと思い

ます。その中で、「任期付教員がかなり入った」と言いつつ、実質かなり少ない人数で

業務拡大して、例えば「高校生に出前講義をしろ」と言っても多分難しい。今後計画を

立てられるときに、出前講義を受けた中の８割が対応できたら「進捗している」と考え

るとか、判断基準を示された方が良いのではないでしょうか。全学部が、高等学校から

「出前講義に来てくれ」と言われるとも考えられません。 

（片山委員） 

 結構私もいろいろ意見を書かせていただいて悩んだ部分もあるのですけれども、大学

とこの委員会の認識のギャップも勿論意識することは必要ですが、その先には大学と大

阪市民との認識のギャップが 終的に埋まるということが理想であり、先ほど金森先生

おっしゃった「ワーニング」という言葉は、僭越かもしれないですけれども、そういう

大阪市民と大学とのギャップから、いわゆる「大学なんて要らない」などという極端な

声が上がる前に、こちらとしてはなるべく「ワーニング」を発して「ここは改善してお

いた方が良いのではないか」とか、例えば教育の中身に関しても、教育の見せ方、報告

の仕方、今上野谷先生がおっしゃった資料の出し方、そういう改善を求めるということ

もこの委員会の役割のひとつではないかという認識を持って評価に当たらせてもらっ

ています。 

（吉川委員長） 

 そのとおりですね。栗原先生はいかがでしょうか。 

（栗原委員） 

 そうですね。他の先生方のご意見を伺ってそのとおりだと思いました。今後の評価の

目安もあるかもしれませんし、そういう方向でいいのではないかと思います。 

（細見委員） 

 例えば、資料１－２の上から２番目のオープンキャンパスの問題ですが、これは参加

者数が減っているということになっています。学生自身の数が少ないので、オープンキ

ャンパスの参加者数はどこでも減っていると思います。大学間で取合いをやっている中

で、市立大学だけが急にすごく上がれば「特に進捗している」と言えるのか。それから、
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８ページの府立大図書館との相互利用の調整について、市立図書館との連携は出来たけ

れども、府立大学との相互利用は非常にギャップがあるということで「特に進捗してい

る」ということにはならないという判断になっていますね。相手があることで、客観的

な情勢もあるので、これはなかなか難しいことだと思います。例えば、オープンキャン

パスも市民公開講座も、やっている大学はどこでも苦慮しているのに、「減ったから」

ということで評価を下げるというのはちょっと酷だと思います。 

（吉川委員長） 

 いや、「特に進捗している」という根拠があれば良いのですが、「特に進捗している」

とは言えない。普通に、計画通りにやっておられるから、「進捗している」であるとい

う趣旨でご意見をいただいていると思います。だから、取組自体は、経費を節減し交付

金も減らされている中で、それなりに努力してやっておられるのですけれども、取組と

計画との間の整合性が、法人が考えているのと我々外部の者がチェックしているのとで

ちょっと違いがあるということです。しかもそれは、我々が評価をするときに評価の手

順を、「自己評価であれ評価委員会の外部評価であれ、同じ評価基準でやりましょう」

という申合せをしている訳ですから、そのときに大学が違った自己評価をしているとい

うことにあると考えています。取り組んでおられることは間違いないので、それは評価

することを惜しまない。それで、今の 14 項目に関しては、ちょっと違った評価になる

のではないかと思いますが、もしも、この資料１－２に赤字で挙げてある内容に関しま

して、今、細見委員からご指摘がありましたように、「ちょっと厳し過ぎるのではない

か」ということがあれば、各委員からご意見をお願いしたい。 

（金森委員） 

 細見委員が指摘された、No.111 の学術情報総合センターの相互利用ですけれども、

中期計画の 終目標が「ノウハウを移転する」となっていて、それについて 20 年度計

画は「相互協力事業の調整」と書かれていますが、結果として取組実績でやはりそれが

具体的に表れていない。つまり、学生の図書館利用では、府大からの利用の方が多い。

そういうことを考えたときに、 終目標から考えても、「特に進捗している」と言える

のかということだと思います。 

（吉川委員長） 

 確かに、市大生の利用が非常に少ないですね。 

（金森委員） 

 「学生の利用」というのはいろいろ事情もあるでしょうけれども、もっと大事なこと

は研究利用やいろいろな交流などを 終目標にされているのだろうと思いますが、むし

ろそちらの方も具体的に進んでいないのではないかという印象を受けました。 

 もう法人化して４年目になる訳ですけれども、先ほども申しましたように、こうした

点で大学が目標をどこまで意識しているのかがちょっと分からない。 

（吉川委員長） 
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 私は、今中間地点でもう一度、評価の手順やあり方に関して大学側と評価委員会側と

で意見の刷合せ、再確認をしておくのには良い機会だと思います。ですから、「評価が

違いますよ」ということを評価委員会から提起して、数の問題ではなしに、評価の手順

が違えば評価も異なってくるし、もうひとつは環境が変わっていれば、計画も変える可

能性が当然出てきますが、そのときに計画をそのままにして実績で「特に進捗」という

評価をしているとすれば、それはむしろ計画を変えるべきで、我々としては計画との整

合性から評価しますから、評価も全然違ってくることになりますね。 

（上野谷委員） 

 「特に進捗している」の基準の中に、「成果の質又は量が当初の目標を上回る場合」

があります。今回あるかどうかは分かりませんが、年度計画にその項目は載っていない

けれども、中期計画等の中にそれと同じ方向性が見えていたときの成果の質又は量が上

回る場合は、「特に進捗している」としても良いのではないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 それはそうですね。例えば、「研究成果の充実を図る」という項目で「論文にインパ

クトファクター何点を目指す」という計画があって、結果としてノーベル賞を貰ったと

いうときに、計画と違うから「特に進捗している」としないのではなく、質が極めて良

かったのだから、おっしゃるとおり「特に進捗している」でいいということです。 

 ということで、別にこれは、我々としては大学との信頼関係が損なわれるということ

にはならない、むしろあと３年間、 終的に中期計画の達成度を評価することについて

は大阪市も市民も大きな関心を持っていることだろうと思いますので、そのときに今回

と同じようなことが起こらないように、法人も評価委員会も同じスタンスで評価すると

いうことを刷り合せた方が良いだろうと思います。 

（金森委員） 

 そうですね。それと計画の適当な修正についても、当初の目標が掲げてあって、途中

はいろいろ進行しているということであっても、 終年度になって目標と照らし合わせ

て違うということになったら困ります。 

（吉川委員長） 

 おっしゃるとおりで、例えば、教育に関して教員の数が 20 人も 30 人も減ってそれで

６年前に立てた計画を達成しようとすると、教員数にかなり影響されるような成果、目

標であれば難しいでしょうから、計画を変更することは吝かではないでしょう。 

（金森委員） 

 変更しなければならない理由があれば、明記しておいた方が市民には分かりやすいで

すね。 

（上野谷委員） 

 資料１－２にあるように、オープンキャンパスについて、私学であればその時に、住

宅、環境、健康といった相談を、卒業生、在学生が対応することなどは、何年も前から
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やっていることですので、市立大学の先生方はここ１、２年の他大学の様子をご存知な

いのではないかと思いますね。 

（松岡委員） 

 私も私立大学の学長をしておりましたが、オープンキャンパスの参加者を増やすのは

大の関心事でした。そのために、苦労して回数を増やしてやっています。市立大学の

目標がどうだったのかはよく分かりませんが、少なくとも数が減っているのに、「特に

進捗している」という評価はおかしいと思います。 

（上野谷委員） 

 私学は家族参加をしてもらっていますから、目標を何万人と立てています。しかも高

校生をターゲットにするのではなく、中学生に遊びに来てもらって、地域の方にも知っ

ていただいて、次の世代にアピールしています。大学が優秀な学生を確保するためには、

祖父母、両親に入学を承知してもらわないといけない時代ですからね。市立大学は公立

ですから、オーソドックスな目標を立てればいいのかもしれませんが、「特に進捗して

いる」とするには、そうした点で成果の質、量における戦略が見えないですね。 

 市民はよく見ています。目が肥えている中で、いろいろ取り組んでおられると思いま

すけれども、単に目標に参加者数だけを持ってきて、それで「特に進捗している」とい

うのはどうかと思います。 

（吉川委員長） 

 大学の言い分としては、オープンキャンパスの参加者数が減っているというよりは、

今までやっていない学生参加が得られたから、質的に良かったので「特に進捗している」

としたということだと思いますが。 

（上野谷委員） 

 それは計画にはなかったことでしょうが、今日的に見て「特に進捗している」と判断

する「質」とは思わないですね。10 年前であればそうかもしれませんけれども。 

（吉川委員長） 

 「在校生の意見を取り入れたオープンキャンパスを行う」という計画を立てておけば、

実際にやってみて、更に数が増えれば「特に進捗している」で良いと思います。 

（片山委員） 

 図書館についてですが、コストカットが続くと、被害を蒙るのは図書館ではないかと

思います。教育研究の費用対効果でいうと、部局のセグメント化で図書館が一番メリッ

トの分散している組織なので、活用されているということをアピールしないと、将来先

細りになるのではないかと危惧する面がありますので、指摘させていただきました。 

 実際、アメリカの大学や日本の一流私立大学は、図書館というものを単なる図書のス

ペースということではなく、コミュニケーションスペースとして打ち出すことで有効活

用しているので、もしこの内容で「特に進捗している」のまま留めておいてしまうと、

府大と市大のギャップの分析がなされず、このままになってしまうのではないか、こう
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したことをきっかけに、図書館にどういった利用の仕方があり得るのかということに検

討が進んでほしいという思いがあったので、指摘しました。 

（吉川委員長） 

 今までの評価委員会では、自己評価の妥当性に異議があることについては、項目別評

価で指摘事項として記載するということでやってきましたけれども、今回 14 項目の評

価変更と数が多いので、総論的には、評価の妥当性に関して異議があるので、「評価の

仕方に関してはルールに基づいてやっていただきたい」とした上で、例えば、「こうい

うことで評価委員会として異議がありますよ」ということをそれとは別に示す方が、今

後の大学のためになるのではないかと思います。決してネガティブではなく、ポジティ

ブな意味において、評価報告書本体ではなく別紙という形で添付するという形はいかが

でしょうか。 

（細見委員） 

 前回の評価委員会の議論経過の中で、我々が「特に進捗している」という法人の自己

評価について、「もう一度確認してください」と言ったことに対する対応ということで

すね。 

 資料１－２で、法人から判断根拠を改めて求めて、委員から赤字で書かれた意見、異

議が出ているということは、法人は知っていますが、実際に評価を変えられることは知

らないとすれば、それを法人と話し合う機会は要らないのでしょうか。 

（吉川委員長） 

 ここに出ている評価は評価委員会としての意見ですが、これに対して更に法人が反論

することはできるのでしょうか。 

（山本課長） 

 現段階でも事務レベルではやり取りはしてきておりまして、法人はこの間の委員会の

動きを知っています。今日の議論経過を踏まえまして、評価結果の修正を各委員にお伝

えし、また、法人にもお伝えします。その時に法人から反論が出れば、また委員にお伝

えしまして、対応を決めていただくことになります。 

（吉川委員長） 

 46～48 ページですね。これは添付資料ですが、今後公表されるので、委員意見に対

して、分かりやすい文章にするとか、もう一度各委員のご意見を確認する必要があるの

ではないでしょうか。 

（山本課長） 

 本日、各委員のご意見を賜りましたので、ご意見を踏まえ、より分かりやすい表現に

変えていきたいと考えております。 

（吉川委員長） 

 では、事務局で評価について確認していただき、更に評価委員会の評価結果に含まれ

ていますが、評価手順に関して大学に再度確認していただいて、来年はこうしたことが
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起こらないようにしていただきたいと思います。 

（上野谷委員） 

 別途、評価委員会と法人との間で、委員長・委員長代理とだけでも、また委員会の

後の 30 分間でも結構ですので、意見交換の場を持ってもいいのではないでしょうか。

法人化して４年経って多分齟齬が出ているような気がします。法人管理職以外の教職員

との内部の問題もあるでしょうが、委員会と法人とで意思疎通が若干できていない部分

があるように思いますね。 

 事務局が法人の担当者ときちんと連携を取っていただいていると思いますけれども、

どうしても間接になってしまうと、お互いに伝わっていない場合もあると思います。 

（吉川委員長） 

 自己評価に際して、皆が同じ基準でやるとか、統一性を持たせるよう工夫をやっても

らうとかいう点ですね。 

（山本課長） 

 この間も、法人において周知されておりますが、結果としては評価の基準を守り切れ

ておりませんので、次年度以降徹底していただきたいということについて事務局から法

人にまたお伝えしていきます。 

（松岡委員） 

 自己評価を委員会で修正する場合には、今までそういう修正をやったことがないと、

法人にとっては不意打ちになりますので、評価がおかしいと思われる点については、意

見を聴くことが必要です。今回、前回の委員会で疑義が出たので法人に確認を取って評

価を修正したように、本来やらなければならない部分をきちんとやって、それに対する

異議申立てを認め、 終的に評価を決定していくことになると思います。その際に、手

法やコミュニケーションのやり方について工夫が必要ではないでしょうか。 

 全体としては、今回「特に進捗している」の項目について齟齬があるので、委員会と

しては意見しておく必要があると思います。 

（細見委員） 

 外から見ますと市立大学の評価は高いと思いますが、「評価疲れ」のようなことが大

学内部で起こってしまうと先に進まないので、今回の評価を受けて「これ以上どうした

らいいのか」という不満がそうした疲れに繋がることが懸念されます。もう３回目の評

価なので、委員会と法人のギャップを埋めないといけないのではないでしょうか。 

（松岡委員） 

 あくまでも評価は、「計画に基づいて、それがどれだけ達成されたか、実績がどうか」

ですから。 

（細見委員） 

 資料を見ていて、市立大学は社会福祉士の資格試験が日本で唯一合格率 100％だと知

ったのですが、それはすごいことで、市立大学の評価委員会委員として誇りに思いまし
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た。そういう思いを現場に届けるのが大事ではないでしょうか。評価はシビアにするけ

れども、基本的には法人の自己評価を尊重するというのが、特に教育面では大切なので

は思いますが。 

（吉川委員長） 

 おっしゃるとおりですが、非常に良い大学で、教員も学生も努力して成果を上げてい

ても、評価の方法としては、６年間の中期計画の達成度を自己評価して、法人から資料

として出してきて、評価委員会は外部の目でそれが妥当かどうかということを、できれ

ば市民目線でどうかということを評価するのであって、もしも年度計画と実績が全く違

うのに、「特に進捗している」という自己評価をそのまま評価委員会として認めたら、

「評価委員会はどんな評価をしているのか」が問われることになります。実際に、外部

の市民から言われたときにどう答えるのか、評価委員会そのものの説明責任が問われる

ことになる。評価には妥当性、論理性がなければいけない。計画と全然違うのに「特に

進捗している」とはならないと評価委員会として言うのは別に間違ったことではなく、

我々としてやるべきことであり、これまでは総論的に意見を挙げてきましたけれども、

改善されず、むしろ今年度は悪化したので、この際各論的に指摘させていただいた方が

大学にとってもいいのではないかという視点で申し上げているのです。 

（金森委員） 

 そのとおりだと思います。 

（吉川委員長） 

 それでもって、外部環境も変わっていることも確かであり、法人化の際に作った計画

に基づいてはそのままできない環境になっているかもしれませんが、そのときは計画を

変えていただく方が外部に分かりやすいのではないか。決して、市立大学の評価を低め

ることではなく、敬意を表しているが、評価のあり方についてもう一度評価委員会とし

て今回このような形で指摘させていただくことでよろしいですか。 

（上野谷委員） 

 資料１－２の No.66・67 で弁理士が減っているという数字が挙がっていますが、社会

福祉士や他の国家試験の数字を記載してもいいのではないでしょうか。「何を見せるか」

ということで、医療、保健、福祉をきちんと見せるのなら、国家試験になって 20 年間、

全体で 288 校、養成校を入れたら 400 校ぐらいある中で唯一、市大が 100％合格してい

るところなどを出せばいいのにと思います。公認会計士、公務員も大事ですが、見せ方

で損をしているように思いますね。 

（細見委員） 

 大学自体が実績報告書に記載していないということは、大学自体が力点を置いていな

いということではないですか。それがブランド力になるという認識がないことが問題で

はないでしょうか。 

（松岡委員） 
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 これは推測ですが、多分、大学として資格取得講座を開催しているところだけを記載

しているということではないですか。これとは別に、各学部の国家資格試験の部分があ

るのではないかと思います。それで、計画に記載されていないから、学部で一生懸命や

っている部分について計画に入ってきていないのではないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 それでは、今回の評価についてはこのような方向性でまとめていきたいと考えていま

すがよろしいでしょうか。ただし、できるだけ大学との信頼関係、教員の方々の意欲を

削ぐようなことはないような評価にしていきたいということでよろしくお願いします。 

 次は、今の資料１－２の「特に進捗している」47 項目以外にも、評価の妥当性に疑

義がある項目があり、議論すべきではないかという委員の意見がございました。 

 初に問題点を指摘していただき、前回の評価委員会において網掛けの部分しか議論

できなかったためで、その他の部分についてどうするかということであります。どうい

たしましょうか。 

（松岡委員） 

 資料１－２で、「特に進捗している」以外の項目で疑義が出た 13 項目について個別に

見ていますと、私としては、「特に進捗している」以外にも評価の基準、方法にギャッ

プがある部分があるのではないかと思われますので、基本的には「特に進捗している」

だけを区別し、評価を修正するというのは、全体の取扱いとしてどうかと思います。「特

に進捗している」と同じような内容が、これだけの項目で出てきているので、異議申立

てなどの手続きは必要とは思いますが、他の部分についても評価の手順としては議論し

た方が良いと思います。 

（上野谷委員） 

 具体的にはどういった項目ですか。 

（松岡委員） 

 資料１－２、12～13 ページの項目ですね。特に前回委員会では、「「特に進捗してい

る」はもう一回意見を聴こう」ということで、その他の項目は確認をしないということ

ではなかったように思います。 

（吉川委員長） 

 前回の議論経過を確認しますと、評価委員会としてはこれまで各論的な評価は避けよ

うというスタンスで、総論的に問題点を指摘してきたが、評価委員会と法人との齟齬が

あったので、「特に進捗している」という項目について、一度チェックしてみようとい

うことだったと思います。「特に進捗している」以外の項目については、まだ法人に判

断根拠は求めていないですね。 

（山本課長） 

 はい、その部分については、判断根拠を法人に求めておりません。 

（上野谷委員） 
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 中期計画期間中に、中期計画の達成に向けて課題があるのなら、評価委員会として法

人に言ってあげないといけないとは思いますね。 

（吉川委員長） 

 全体的評価の記載内容で、「統一的・客観的な自己評価のため、再度評価手順につい

て徹底されたい」という指摘をし、今回は一部事例を出して「これだけ評価が違います

よ」と指摘するということにしていますので、これを全部の項目に広げるとすると、こ

れまでの評価委員会のスタンスが全く違ってきてしまうということがあると思います。

その点で、「あまり広げない方がいい」という考え方もあるのではないかと思いますが、

そのあたりはいかがですか。 

（金森委員） 

 全部の項目について評価を変更するのは避けた方がよいと思います。 

 事例を挙げると、専門職大学院については、今の情勢でいうと、設置しない方がいい

と思いますので、計画の変更を明記した方が分かりやすいのではないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 評価に齟齬がある項目が「特に進捗している」の項目だけではないということを、委

員会として評価結果のどこかに記載することはできませんか。 

（山本課長） 

 全体的評価の部分か、項目別評価の自己点検・評価の部分でそういう点を言及するこ

とは可能だと思います。 

（松岡委員） 

 「特に進捗している」の項目は個別を見た、「進捗している」「おおむね進捗している」

の項目についても疑義があるものがあった、ということで良いと思います。 

（吉川委員長） 

 それでは、総論で記載しておいて、各論の部分についても自己点検、評価の部分で改

めて記載しておく、その中で「特に進捗している」の項目は別紙に挙げておいて、その

他の部分についても疑義があるということを簡潔にまとめていただいて各論の部分に

でも記載しておくという方向性にしたいと思います。 

（山本課長） 

 次に、資料１－３について、第 1 回評価委員会において提示した評価結果案について、

法人から意見を聞いたところを整理したものです。例えば、事例を申し上げますと、前

回の評価結果案２ページ下から８行目について、計画と取組実績の関係が判然としない

事項が散見されたと記載しておりましたが、法人からは見受けられたとの修正案、修正

理由が出され、評価委員会の対応としては、法人の修正案を採用するものとするとして

整理しております。こうした内容を取り入れた形で評価結果案として資料１－５を作成

しておりますので、今回は資料１－５の評価結果案でご議論いただければと思います。 

（吉川委員長） 
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 それでは、資料１－５、評価結果案の中身ですが、全体的評価がございまして、これ

まで議論してきました自己評価についての指摘ですが、２ページにあります「(1)統一

的・客観的な自己評価の徹底」の部分に、(2)では、「適切な計画の設定」として、昨年

までなかった意見・指摘ですが、必要に応じて中期計画の変更について挙げさせていた

だき、さらに、業務改編の部分も記載させていただきました。 

（細見委員） 

 ２ページの「(2)適切な計画の設定」で、「定性的な計画」という言葉はちょっと分か

りづらい。 

（山本課長） 

 言い換えれば、「達成水準・目標が定性的で明確でない」ということでしょうか。 

 この背景としては、議会等からの指摘として「数値目標が掲げられる計画についても、

具体的目標が明らかでない」と言われているところです。目標が定性的であり、「量」

が明らかにされていない。数値目標を挙げ得る項目についても明確でない、仮に数値目

標が掲げられない計画であっても、別の形で、具体的、客観的に市民の目から見て分か

りやすい計画を立てるべきである、というのが議会からの指摘であり、この部分につい

ても記載することとしたものです。 

（吉川委員長） 

 「定性的な計画」というと、その他に定量的、非定性的計画があるということになり、

一般的に分かりづらく、「定性的」は削除しても意味は通じるので削除した方が良いと

思います。 

（上野谷委員） 

 どんな計画であっても、より具体的に表現すべきということは言えますし、できる限

り定量化する努力はするけれども、できない部分もあるかもしれない訳ですからこの表

現はどうでしょうか。 

（金森委員） 

 ＣＯＥの審査においても、定量的な評価をあまり重視しない部分もありますので、強

調し過ぎるのもどうかと思います。 

（片山委員） 

 それと、達成水準・目標が明確でないことと、次の「実際」の言葉に続くのが前の文

章と同じ内容でないので、「実際」は「また」の方が良いのではないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 次の項目的評価に移りますが、主な取組事項が、大学の「売り」の部分です。良いと

ころは昨年度に継続して記載しております。 

（金森委員） 

 委員会で議論すべき話ではないですが、第２部の募集停止については、問題は解決し

たのですか。 
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（山本課長） 

 この間、陳情が４回出てまいりまして、議会においても議論されましたが、６月の議

会の場で、陳情につきましては不採択ということでございまして、７月に大学において

出されました選抜要項につきましては、第２部については 22 年度からは募集停止とい

うことが明記されました。 

（吉川委員長） 

 議会の議論として理解が得られ、政治的には解決した、ということですか。 

（村上局長） 

 単に募集停止だけが理解が得られたのではなく、22 年度入学生から夜間の授業時間

帯の６・７限目の開講や長期履修制度を活用し、働きながら卒業可能となるカリキュラ

ムを編成するということで、議会で理解が得られたということです。 

（金森委員） 

 立命館大学が２部を廃止したときに私も関わりましたので経験があるのですが、もう

ひとつの問題として、２部は授業料が安かったということがありますね。その点はどう

でしょうか。 

（村上局長） 

 その問題につきましては、奨学金制度や授業料減免制度の活用充実や長期履修制度の

導入で４年分の授業料を履修を認められた期間に割り振るなどということを考えてい

るということです。 

（上野谷委員） 

 評価委員会の議論ではありませんけれども、個人的には募集停止は残念です。今の産

業構造から考えて、夜間の授業に来ることはできないと思います。 

（村上局長） 

 それは、現在の２部でも同じことです。そこで、新たなカリキュラムにおいては、イ

ンターネット講義などを活用することも検討されているということです。 

（金森委員長） 

 立命館大学のときは、昼夜開講制などをきちんと整備して対応していました。昼夜に

同じ講義を２回しなければならないほどの必要性がなかったので、徐々に意義が薄れて

いったのですが、発足時はいろいろな対応を考えていたものです。 

（村上局長） 

 実際に正社員として働いておられる方のニーズにあったやり方を市大としても求め

ていっているということです。旧来型の２部では今日的なニーズを拾えないのは明らか

ですので、具体的な要望として、働きながら学びたいニーズがどの程度、どこにあるの

か、きちんと踏まえて対応して欲しいと大学には申しております。 

（吉川委員長） 

 よろしいでしょうか。 
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 続いて、研究、社会貢献、附属病院に関する措置とありまして、教育研究等の質の向

上を達成するための措置の評価としては、枠で囲んだ部分に記載しておりますとおり、

「197 項目中、196 項目について進捗を確認し」としております。この「196 項目」に

は、先ほど評価を修正した 14 項目は入っているのですか。 

（山本課長） 

 ここで言います「196 項目」は、「特に進捗している」「進捗している」に「おおむね

進捗している」の項目を合わせた数字を記載しておりますので、先ほどの 14 項目につ

いて「特に進捗している」を「進捗している」に変更しても進捗は進捗ですので、この

数字は変わらないです。 

（吉川委員長） 

 了解しました。 

 教育研究活動に関しては、「進捗は順調に進んでいる」という結論でございます。 

 業務運営の改善及び効率化に関する措置の部分で、取組事項では、キャリアスタッフ

制度の導入、意見・指摘事項として、国際支援・学生支援に対応する組織体制、大学院

生の確保、法人職員の研修制度のさらなる充実を挙げさせていただいております。評価

は、「11 項目中、11 項目が進捗している」ということでこれも「順調に進んでいる」と

いうことです。 

 財務内容の改善に関する措置にも、主な取組事項と意見・指摘事項がありまして、先

生方から頂いているご指摘を盛り込ませていただいております。附属病院については、

今年は黒字であったようですが、「安定的経営を引き続き進められたい」と意見させて

いただいております。これも「11 項目中、11 項目について進捗を確認した」ことから

「順調に進んでいる」という評価でございます。 

 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項については、意見・指摘事項の中

に先ほど言いました、各論的な意見をもう少し加えるということであります。それで、

評価は、「６項目中、６項目の進捗を確認した」けれども、「概ね順調に進捗している」

ということで評価を若干下げているということですね。 

（山本課長） 

 先ほどのようなご指摘の事項もありましたので、「概ね」ということにさせていただ

いております。 

（吉川委員長） 

 その他業務運営に関する事項で、主な取組事項が大学憲章、キャンパス整備計画、大

学間連携、意見・指摘事項が大学ホームページについてでありまして、評価としては、

「19 項目中、19 項目の進捗を確認」し、「順調に進んでいる」ということです。 

 次は、先ほど言いました、評価別集計表でございまして、「特に進捗している」が法

人自己評価では 47 項目であったのが、評価委員会で 33 項目になっており、その分「進

捗している」が評価委員会の分増えているということであります。 
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（上野谷委員） 

 表現の問題ですが、公開されるとしたら、43 ページの「ステークホルダー」の説明

を入れた方が良いでしょう。市民から見ればすごく難しい言葉です。 

（細見委員） 

 41 ページですが、財務内容の改善に関する措置の一番下、「新産業創生研究センター

はコーディネート機能を発揮し、大阪産業創造館・金融機関等と連携し」とありますが、

ここで「金融機関等」が入った理由は何でしょうか。法人の取組実績を見たら分かる内

容でしょうか。 

（山本課長） 

 金融機関を入れましたのは、法人の取組実績にも記載されていますが、この間大学で

は、池田銀行、大阪市信用金庫と外部資金獲得・産学連携に関わりまして新たな連携を

進めているところであります。20 年度はその手始めとして、企画案なり計画を提示し

て徐々に進めていこうというところでありまして、21 年度以降は、その計画の成果が

期待されるということもありまして、「金融機関」という言葉を入れさせていただいて

おります。 

（細見委員） 

 この表現を見たときに、金融機関との連携が具体的に思い浮かばないんですね。「大

阪産業創造館のコーディネート」というと、例えば他の産業などとの連携など連想しま

すが、ここでは非常に個別的なことが書かれているということですね。 

（山本課長） 

 そうです。「産学連携」と言いますと、これまで市立大学では大企業との関係が強か

ったのですが、池田銀行や大阪市信用金庫が持っております中小企業の関係を今後より

一層強化していきたいということであり、その中で一定外部資金獲得にも繋げていきた

いということで取組を進めつつあるところでもございますので、「金融機関」という文

言を入れております。 

（金森委員） 

 「コーディネート機能」というからこういう表現になっているので、いろいろな業種

の中で金融機関とだけ連携するとかという意味ではないんですよ。 

（片山委員） 

 大学が持っている研究上のシーズといわれるものと金融機関が貸出先として持って

いる中小企業の顧客網で、「この大学が持っているシーズはこの企業で商品化できる」

というコーディネートをする、ということですね。 

（山本課長） 

 そうです。もう少し分かりやすい表現を考えます。 

（吉川委員長） 

 よろしゅうございますか。 
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 そうしましたら、一部文言の修正等がございますので、その結果については委員長の

方で一任させていただいて、修正したものを改めてお送りさせていただくということで

よろしいでしょうか。 

 また、お気づきの点があれば、委員会の後でも申し出ていただければ結構です。 

（上野谷委員） 

 39 ページの「公開講座のブラッシュアップ」という言葉も、「改善して良いものにす

る」という意味は分かりますが、あまり使わないので、「充実」程度で良いのではない

でしょうか。 

（吉川委員長） 

 他にも要らない言葉があれば言ってください。全体的に非常に難しいので、このまま

では市民は読んでくれないですから、不要な文言は削ります。 

（山本課長） 

 我々としても、文言も含めてもう少し整理をさせていただく積りでして、 終このよ

うな体裁になるということを本日ご確認いただくということでございます。 

（上野谷委員） 

 是非細かい文言の部分でクレームがないように注意していただきたいですね。 

（吉川委員長） 

 それと全体的に文字が多いですから、もう少し見やすくなるように工夫をしていただ

くということでお願いします。 

（山本課長） 

 その点も含めて、整理させていただきます。 

（片山委員） 

 概要で「ＰＤＣＡサイクル」という言葉を説明なくこのまま使うというのはどうでし

ょうか。 

（山本課長） 

 評価結果の本文中では説明を入れましたが、この部分の説明も検討いたします。 

（吉川委員長） 

 概要を修正する時間は大丈夫ですか。 

（山本課長） 

 はい、今回いただきましたご意見を踏まえまして、評価結果をまとめていく中で、概

要の修正版も作成し、お送りすることとなります。 

（吉川委員長） 

 では、概要ももう少し見やすいものになるよう、また事務局と調整しながら、修正し

た形で委員の皆さんにお示ししていきたいと思います。 
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議題２ 平成２０年度財務諸表の承認に係る意見について 

（吉川委員長） 

 それでは、議題２に移りたいと思います。事務局から資料の説明をお願いします。 

（山本課長） 

 ６月30日付け法人から提出のありました平成20年度財務諸表等を資料２－１別冊２

としてお配りしておりまして、参考までに 19 年度の財務諸表についても別冊３として

付けさせていただいております。 

 説明は、本体資料を中心にいたします。 

 

【資料２－２ 公立大学法人大阪市立大学 平成 20 年度財務諸表の概要】 

 まず資料２－２、公立大学法人大阪市立大学 平成 20 年度財務諸表の概要について

であります。本体資料の 63 ページになります。 

 公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対しまして、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、損益計算書など（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。 

 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

務付けられておりまして、会計監査人及び監事の監査報告書の抜粋を資料に記載してお

りますけれども、法人の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。 

 資料の64ページから75ページにかけまして、各表の概要文と表を記載しております。 

 

 まず、資料の 64・65 ページ、貸借対照表です。 

 資産の部ですが、資産の総額は、1,195 億円、うち固定資産として 1,081 億円、流動

資産として 114 億円ございます。 

 固定資産といたしまして主なものは、土地が 385 億円、建物が 477 億円、研究機器等

を含む備品が 51 億円、図書が 135 億円ございます。 

 流動資産 114 億円の主なものは、現金及び預金が 67 億円、未収附属病院収入が 41 億

円でございます。 

 負債の部でございますが、負債の総額は、312 億円であり、うち、公立大学法人の会

計独特の処理ですが、法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料等で償却資産を取

得した場合に当該資産の見返として同額を負債に計上し、減価償却処理により費用が発

生する都度、取り崩して収益化する取り扱いとされる資産見返負債が 171 億円ございま

す。その他固定負債として、法人化に際して、大学関係の基金を公立大学法人に移管し

たことによります長期寄付金債務が 25 億円、大阪市からの医療機器整備等に係る長期

借入金が 15 億円、長期リース債務が 13 億円、などがあります。 
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 流動負債としましては、未払金が 52 億円など、合計 88 億円ございます。 

 資本の部にまいりまして、資本の部の総額は、883 億円であり、資本金、市からの出

資金が 982 億円、資本剰余金がマイナス 136 億円であり、利益剰余金合計が 37 億円と

なっており、このうち、当期総利益は 10 億円となっております。 

 

 次に、66・67 ページが損益計算書でございます。 

 経常費用の総額は、447 億円であり、業務費については、人件費を除く教育経費が 14

億円、研究経費が 25 億円、病院の診療経費が 133 億円、人件費が 243 億円であり、他

に一般管理費が 15 億円、その他経費などがございます。 

 経常収益の総額は、457 億円であり、大阪市からの運営費交付金収益が 148 億円、資

産見返負債戻入が 11 億円、運営費交付金外の収益、いわゆる法人の自己収入が 298 億

円ございます。 

 なお、資産見返負債戻入 11 億円につきましては、先ほど貸借対照表で資産見返負債

を計上することをご説明いたしましたが、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扱により、発生する収益でございます。 

 以上、経常収益 457 億円から経常費用 447 億円を差し引いた経常利益は、10 億円と

なっております。 

 この 10 億円の内訳といたしまして、大学部分が 9 億 500 万円、附属病院が 9,900 万

円となっており、合計で約 10 億 400 万円の経常利益ということになっております。 

 附属病院につきましては、19年度はマイナス６億3,100万円となっておりましたが、

20 年度は 9,900 万円の黒字に転じております。19 年 7 月より休止しておりました 2 病

棟の再開(20 年 7 月～)や、７対 1 看護体制による診療単価の増などにより、診療収益

が大きく増加する一方で、診療経費や人件費の増加を極力抑えたことなどが主な要因と

考えられます。 

 臨時利益と臨時損失はともに 0.3 億円でほぼ同額であり、経常利益が 10 億円ござい

ますので、大阪市立大学の平成 20 年度における当期総利益は 10 億円となります。 

 

 続きまして、資料の 68・69 ページ、キャッシュ・フロー計算書でございます。 

 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、当期の法人収入が 653 億

円、支出が 643 億円であり、期首残高が 53 億円ですので、期末資金残高は 63 億円とな

ります。この 63 億円と、定期預金４億円を合わせた 67 億円は貸借対照表の現金及び預

金と一致しています。 

 

 資料の 70・71 ページでございます。利益処分の内容でございますが、先ほど損益計

算書でご説明したとおり、法人の平成 20 年度の総利益は約 10 億円であり、法人として

はこの 10 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。 

- 22 - 



 

 次に、資料の 72・73 ページ、行政サービス実施コスト計算書をご説明申し上げます。

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コストを表示するもので

あり、損益計算の対象とはならない大阪市からの無償借り受け資産の賃料相当額などを

機会費用として加える一方で、市民の直接の負担とはならない法人の自己収入を除いて

算定するもので、法人の実質的な行政サービス実施コストは、204 億円です。 

 

 資料の 74・75 ページには附属病院の収支を記載しております。 

 先ほど確認いただいた、別冊２、資料２－１、平成 20 年度財務諸表の 14 ページ、開

示すべきセグメント情報を元に作成しております。 

 附属病院の経常費用合計は 258 億円、経常収益合計は 259 億円であり、業務損益は

99 百万円となっております。 

 

 資料 76 ページには、公立大学法人の会計独特の処理に関する資料をつけさせていた

だいております。 

 また、資料 77 ページは、前回委員会でもお示ししました、財務諸表の関係図をつけ

させていただいております。 

 

【資料２－３ 財務諸表承認に係る事務局の確認について】 

 資料の 78・79 ページにまいりまして、資料２－３、財務諸表承認に係る事務局の確

認につきまして、説明させていただきます。 

 財務諸表承認にあたりまして、評価委員会事務局におきまして、合規性の遵守と表示

内容の適正性の観点から確認を行いました。 

 財務諸表等の数値につきましては、会計監査人及び監事による監査の対象をなってお

りまして、主要な計数等の確認を行いました。 

 提出期限につきましても守られておりまして、必要な書類につきましても、すべて提

出されております。 

 会計監査人及び監事の監査報告書に、財務諸表の承認にあたり考慮すべき意見は無く、

問題はありません。 

 その他、明らかな遺漏の有無、計数の整合性、書類相互間における数値の整合、運営

費交付金に係る会計処理につきまして、確認を行った結果、適切に処理されており、問

題はありません。 

 以上により、合規性の遵守と表示内容の適正性について、事務局として確認を行った

結果、平成 20 年度財務諸表について、問題がないものと考えております。 

 

【資料２－４ 財務諸表比較】 
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 資料の 80 ページ、財務諸表の他大学との比較でございますが、平成 20 年度財務諸表

を昨年の平成 19 年度との比較、また、平成 19 年度ではありますが、他の公立大学や主

な国立大学の平均等と比較しております。 

 昨年度と同じ資料でございますが、違う点としましては、外部資金比率については、

昨年度比増となっておりますが、主に附属病院の治験事業による増であり、新規契約の

増などによる収益増によるものでございます。ただし、国立大学等と比べるとまだ低い

数値であり、今後財務体質の強化及び産官学連携活発化に向けて、一層の取組が期待さ

れます。 

 また、教育経費比率については、昨年度比減となっておりますが、保守管理、業務委

託などの見直しや減価償却費の減などにより費用が減少したことなどによるものでご

ざいます。 

 

 財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

（吉川委員長） 

 有難うございました。何かご意見ございませんでしょうか。 

（栗原委員） 

 昨年の財務諸表と比較して見せていただいて、また、ただいまご説明もお聞きしまし

て、法人の収益が大幅に増加している、特に附属病院については前年度から 20 億円程

度の利益を上げ、それに対する経費も抑えられているということで努力されたのだなと

感じました。今ご説明いただいた資料２－４の各指標を見せていただいても、昨年度に

比べてほとんどの指標が改善されていて、一番上の流動比率だけが下がっていますが、

これも内容を見ると運営費交付金債務が約６億円計上されていて、これが、市からの運

営費交付金のうち収益に充てられなかった分を計上されているということです。言って

みれば、将来の収益部分ということでこれが増えているということで流動比率が悪くな

っているということについては、特に問題とすべきことでもないと思います。 

 ただ１点、経費を抑制された中で特に目立ったのが人件費で、財務内容が良くなった

原因のひとつかと思うのですけれども、そのために教育の質が低下するとか、教職員の

モチベーションが下がってしまうといったことが懸念されますが、その点についてちょ

っとお伺いしたいと思います。 

（山本課長） 

 今回の財務諸表で言いますと、人件費が５億円ほど下がっていることになりますけれ

ども、厳しい財政状況の中で、教職員数が減少傾向にあるということは確かです。先ほ

ど上野谷先生もおっしゃいましたが、専任教員数が 21 年度 732 人ということで、20 年

度が 751 人ですので 19 人減少ということですが、その代わり特任教員を活用するとい

うことでありまして、21 年度 84 人となっております。18 年度 30 人ということで増え

ております。特任教員の活用については、昨年度評価におきましても評価したところで
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すが、こういった形で努力されているということです。職員につきましても、今年度評

価で挙げておりますけれども、従来の短時間勤務職員をキャリアスタッフ制度としてよ

りやりがいがあり、また戦力アップも目指すということをされておりまして、つまり、

人件費は削減しながらも教育研究の質は維持するよう努めておられます。 

 今回の意見指摘においても、中長期的な戦略を持つことを基本としつつ外部資金の獲

得や法人運営の核となる人材の育成などを挙げているということで、市としましても教

育研究の質の確保は一番大事なことであると考えておりますので、法人と連携しつつ必

要な対応をしていきたいと考えております。 

（栗原委員） 

 教員評価の問題などがありましたけれども、教員の評価が即予算配分に繋がっていく

などということはあるのでしょうか。 

（山本課長） 

 現時点の状況で言いますと、教員の評価システムを作るにあたりまして、考え方を整

理しているところであります。考え方を整理した上で、評価システムを確立し、それを

さらに給与などにどう反映するかについて検討していくことになります。 

（吉川委員長） 

 有難うございます。他にありませんでしょうか。 

（金森委員） 

 全くの意見ですが、「運営費交付金比率が健全性として低いほどよい」という指標で

すけれども、国として、あるいは地方自治体として大学をどう維持していくかというと

きに、「低ければ低いほどよい」という印象を与えるのは、私は反対です。そういう意

見があったということで結構ですが、ちゃんとサポートすべきものはサポートするとい

うことです。国立大学についても減らすほど良いと思われては問題です。 

（吉川委員長） 

 国立大学も反対はしたのですけれども、反対は全く通用しませんでした。 

（金森委員） 

 健全性といっても、質なのか量なのかが全く分からないですから。 

（山本課長） 

 確かにそういうご意見はあると思いますが、これは文部科学省の見解に沿った形で作

成したものでございます。 

（金森委員） 

 いや、文部科学省の見解が問題なんですよ。 

（吉川委員長） 

 人件費が５億円減ったということですけれども、これは大阪市の財政健全化計画の中

で人件費○％削減という計画に沿ったものですか。 

（山本課長） 
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 いえ、基本的には市政改革マニフェストで運営費交付金を５年間で 20％削減すると

いうことになっているだけでありまして、法人としては運営費交付金が減るので当然運

営費自体を削っていくことになるということでありまして、具体的に人件費をどれぐら

い削るといったことにつきましては、法人で判断をされているということであります。 

（吉川委員長） 

 そうすれば、年に７億円程度ずつは削られるということですね。 

（山本課長） 

 年によって異なりますが、概ねそういうことです。 

（吉川委員長） 

 では、そのほとんどを人件費で削っているということになりますね。 

（村上局長） 

 もともと法人化当初、市職員が派遣としておりましたので、人件費が高い。それを順

次市に戻して入れ替えておりますので、特に切下げではなく、その部分でかなり人件費

が落ちることになるのです。ただ、今のマニフェストが 22 年度まで一旦終了しますの

で、23 年度からはまた新しい考え方を入れていかないといけないと思います。しかし、

中期計画が 23 年度までで１年ずれがありますので、それ以降については、市全体で策

定されます次期行財政改革計画と合せた中で、運営費交付金の見つめ方を新しく考えて

いなければいけない。私どもは、例えば今年黒字が 10 億円出たのでその分運営費交付

金を減らすというようには決して考えておりませんが、確かに今後の大学のあり方は市

の財政状況に影響を受けますので、それとの兼ね合いでどのように次の計画を立てるか

ということは重要な要素になると考えております。 

（上野谷委員） 

 この人件費の部分には、病院の医師や看護師の分も入っているのですか。 

（吉川委員長） 

 入っています。看護師は増やしたけど、他で削っているということでしょう。 

（上野谷委員） 

 市立大学では、看護師は増やしたのでしたか。 

（山本課長） 

 はい、７対１看護体制に合せて、看護師の数は増やしています。 

（上野谷委員） 

 どこかにしわ寄せがいきますから、金森先生おっしゃったように、これを前提にする

ということ自体がおかしな話ですね。教育は未来の国民を作っていく訳ですから、お金

がかかって当然だと思うのですが。 

（吉川委員長） 

 病院が１億弱、残りが大学本体の収益ですから、それが単年度の効果で、今おっしゃ

ったように人事交流・人事配置で自然に減ったのか、それとも無理して減らして残した
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のか、ということですね。 

（村上局長） 

 それは、この５年間の検証をしながら、ということですね。 

（吉川委員長） 

 そういうことですね。学生サービスでもまだうまくいっていないところがありますよ

ね。指摘事項にも挙げておりますので、もし剰余金が認められれば、そういうところに

使われるということにもなるのでしょうけれども。 

（上野谷委員） 

 大学教員は、土日も含め 365 日休みなく働いていて、理系なら実験もあるし、学生の

指導は夜でもやっていらっしゃるでしょう。実働と賃金が合わないですよね。人件費を

減らされていって、これで高等教育が本当に成り立つのかという思いがあります。あま

り人件費ベースを下げていって、確かに特任教員で立派な方がいらっしゃるのは分かり

ますが、いつか公立大学の先生方もやっていけないということにならないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 マニフェストでは教育重視ということは謳っているのですけれども、どうする積りで

すかね。 

（片山委員） 

 公表される資料としては、財務データが他大学と比較されるということですか。市大

の教育研究面における良い部分が、他大学の比較において出てこないというのは、何か

違和感を覚えるのですが。 

（吉川委員長） 

 教育ランキングというのは、教員と学生数の比率で順位付けしますが、特任教員の数

はどう評価されるのですか。 

（山本課長） 

 特任教員は、大学ランキングにおける教員数には原則的には入らないです。 

（吉川委員長） 

 それでは、大学ランキングの教育ランキングは下がりますよね。 

（松岡委員） 

 大学設置基準の中では、特任教員は専任教員の中には入らないですが、ＧＰ等の任期

付教員は専任教員に入ります。 

（上野谷委員） 

 「任期付助教」という教員は結構いますよね。732 人の中に入っているのですか。 

（山本課長） 

 制度上はありますが、市立大学におきまして、常勤の任期付教員の雇用実態はありま

せん。 

（上野谷委員） 
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 「特任教員」というのは、「余人をもって代えがたい」という意味合いの有名な教員

ということではないのですね。 

（山本課長） 

 市立大学における特任教員は、職階で言いますと、助教から教授までおります。退職

後そのまま特任で残られるという教員もいらっしゃいます 

 朝日新聞社出版の大学ランキングでいいますと、教育環境、常勤教員数はランキング

では、2007 年、2008 年、2009 年とも全大学中市大は 25 位です。一人当り学生数は、

18 位です。 

（吉川委員長） 

 それでは、財務諸表については、評価委員会として市長に対して「特に意見なし」と

いうことでよろしいでしょうか。 

 

議題３ 平成２０年度剰余金繰越の承認について 

（吉川委員長） 

 それでは 後に、剰余金繰越の承認について、事務局から説明願います。 

（山本課長） 

 剰余金の繰越でありますが、各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方につ

いて、資料 81、82 ページに記載しております。１(1)運営費交付金及び国又は地方公共

団体からの補助金等に基づく収益以外の収益から生じた利益については、経営努力によ

り生じたものとするとし、(2)中期計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的

に行ったために費用が減少した場合には、その結果発生したものについては、原則とし

て経営努力によるものとする。(3)その他、地方独立行政法人において行うべき事業を

行ったことを立証した場合には、剰余金については原則として経営努力により生じたも

のと認定するものとしております。 

 82 ページには、本市における剰余金繰越に関する承認としましては、中期計画に記

載された教育研究にかかる当該事業年度における行うべき事業を行ったことをもって、

経営努力にかかる説明責任を果たしたとする取扱とし、原則として全額を剰余金として

繰り越すことを承認するものとするとしております。83、84 ページには、20 年度剰余

金についてですが、損益計算におきまして、収益から費用を差し引いた差額であります

が、法人が効果的・効率的に事業を実施し、自己収入の増や費用の節減などの創意工夫

などにより剰余金が生じた場合には、翌事業年度以降に使用することができるとされて

おります。ということで法人におきましては、事業運営上のインセンティブを付与する

ための仕組とされておりまして、20 年度剰余金につきましては、10 億 300 万円となっ

ております。この剰余金が発生した要因の分析といたしまして85ページ、86ページに、

収支計画の予算決算比較と、前年度決算比較をさせていただいております。まず予算と

決算の比較ですが、予算が２億 2,200 万円の利益に対しまして、決算が 10 億 300 万円
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と予算に比べまして、７億 8,100 万円の増となっております。次に、前年度であります

平成 19 年度決算額との比較でありますけれども、こちらは少し詳しく申し上げますと、

費用の部としまして、19 年度決算額が 444 億 4,700 万円に対しまして、20 年度決算額

は447億 1,600万円、差引２億6,900万円の増。臨時損失を除く経常費用としましては、

６億 1,400 万円の増でございました。 

 費用の部におけます主な増減要素としましては、保守管理、業務委託などの見直し、

消耗品費、備品費等経費節減などによりまして、教育研究経費が１億 3,900 万円の減、

教員人件費が２億 6,100 万円減少しております。また、施設管理等、保守管理委託費の

削減などによりまして、一般管理費の減が１億 4,100 万円でございます。 

 一方、診療経費が、高額薬品の投与による医薬品費の増などによりまして７億 5,800

万円増加、附属病院の受託事業収益、主に治験の増に伴う費用の増などにより、受託研

究費等が１億 2,100 百万円増加しております。また、職員人件費につきましては、大学

本体におきましては人件費が減少しているものの、附属病院におきましては、７対１看

護体制を確保できるよう看護職員を採用したため人件費が増加しており、トータルで１

億 3,300 万円増加しております。 

 収入の部としましては、19 年度決算額が 445 億 5,800 万円に対しまして、20 年度決

算額は 457 億 1,900 万円でございます。差引 11 億 6,100 万円の好転となっておりまし

て、臨時利益を除く経常収益としましては、13 億 6,300 万円の増となっております。 

 主な増減につきましては、附属病院収益が 19 億 9,000 万円増加しておりまして、こ

れは、入院患者数、外来患者数、ともに増加したことと、７対１看護体制による診療単

価の増などにより収益が増加しております。 

 また、受託事業等収益の増につきましては、主に附属病院の治験事業による増となっ

ております。 

 運営費交付金につきましては、交付金の純減６億 500 万円に、退職金の減少分などが

収益化されていない２億 4,200 万円の減を含めまして、運営費交付金収益の減が８億

4,700 万円、大阪市からの無償譲与された資産の償却期間終了及び資産減少による減に

よりまして、資産見返物品受贈額戻入の減が２億 5,400 億円となっております。 

 終的に、純利益ベースでは８億 9,200 万円の収支改善となった訳でありまして、平

成 19 年度は１億 1,600 万円の黒字でありましたものが、20 年度は 10 億 400 万円とい

うことになっております。 

 公立大学法人は、法人化のメリットを活かし、人件費の節減など、創意工夫による各

種経費の節減、また、外部資金の獲得強化等によりまして経営努力を行っているという

ことであります。 

 次に、87 ページ、資料３－４、剰余金繰越の承認について(案)でございますが、法

人からの剰余金の使途承認申請は 88 ページのとおりでございますが、承認を受けよう

とする金額は、平成 20 年度の当期総利益である 10 億 281 万 3,937 円です。これをどう
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いう形にするかについての考え方でございますが、まず、行うべき事業を行っているか

ということにつきましては、これまでの委員会の議論経過を踏まえ、事務局として確認

をした内容ですが、学生定員の充足について、大学全体で見た場合、定員充足率は

107.7％であることを確認しました。また、全体として計画が進行しているか、という

ことにつきましては、本日の委員会の議論経過に鑑み、平成 20 年度における中期計画

の進行状況としては「全体として概ね進んでいる」と考えられます。 

 以上によりまして、行うべき事業を行って、その結果発生した剰余金であることから、

事務局としましては、法人からの申請どおり全額承認すべきと考えております。 

 

 説明につきましては以上でございます。 

（吉川委員長） 

 有難うございました。以上、10 億 300 万円の剰余金として、教育、研究活動のため

に繰越を認めていただきたいという申請に対しましては、事務局の説明のとおり、充足

率、中期計画の予定どおりの進捗を確認したということにより、評価委員会としては剰

余金の繰越を認めていくということでよろしいでしょうか。 

 それでは、評価委員会として剰余金の繰越を認める、つまり大阪市長に対しては「意

見なし」ということでまいりたいと思います。 

 

○閉 会 

（吉川委員長） 

 これで、本日予定の議題は全て終了いたしました。この際、何かご意見等ございませ

んでしょうか。 

 ないようでしたら、事務局からお願いいたします。 

（稲森部長） 

 どうも有難うございました。 

 後に総務局長からご挨拶申し上げます。 

（村上局長） 

 吉川委員長をはじめ、委員の皆様方におかれましては、長時間にわたるご審議、お疲れ 

さまでございました。また、お忙しいなか、短期間での評価結果のとりまとめに、多大 

なご尽力を賜りまして、まことに有難うございます。 

 本日ご審議いただきました、平成 20 年度の業務実績に関する評価につきましては、

終調整を行い、委員の皆様にご確認いただいたうえで、９月中を目途に、吉川委員長

から市長への評価結果報告を行っていただくとともに、法人へ通知してまいりたいと考

えております。また、財務諸表と剰余金の繰越につきましては、委員会として「意見な

し」ということで、本日付けで市長へ報告させていただきます。 

 本市と市立大学との関係でございますが、市長・理事長をトップとする新時代パート
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ナーシップ協議会をはじめ、平常から相互の連携を緊密にし、新たな大阪づくりに協力

して取り組むとともに、本委員会でのご議論も踏まえ、大学の改革及び経営改善に向け

た支援に努めてまいります。 

 平成 20 年度の評価等に関する本委員会の開催は、本日が 後でございます。繰り返

しになりますが、委員の皆様方には、多大なご尽力を賜りまして、心から厚くお礼申し

あげますとともに、引き続きご指導、ご協力をお願い申し上げまして、閉会にあたって

の挨拶とさせていただきます。 

 どうも有難うございました。 

（吉川委員長） 

 有難うございました。 

 今回の評価結果に関しては、９月中旬に市長に報告する予定でありまして、それまで

に評価結果の確定を行いますので、委員の皆様にはまたご確認をよろしくお願いいたし

ます。 

 では、これで評価委員会を閉会させていただきます。どうも有難うございました。 

 

 


