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平成 22 年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成 22 年５月 19 日（水）９時 30 分～10 時 50 分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第８共通会議室 

出席者： 

【委 員】（五十音順） 

種田委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員、松岡委員長 

＊岡野委員 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、折原総務担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

赤井法人運営本部経営戦略担当課長 

 

○開会 

（上田行政部長） 

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

がとうございます。村上総務局長は、本日所要のため少し遅れてまいります。ご了承いた

だきたいと思います。私は４月１日の人事異動により、行政部長を拝命いたしました上田

と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは、ただ今から平成22年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたした

いと存じます。まず、事務局も人事異動がございましたので改めて自己紹介申し上げます。 

 

＜適宜、自己紹介を行う＞ 

 

それでは、松岡委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

○議事 

（松岡委員長） 

それでは、議事に入らせていただきます。ご案内にございますように、今日の議題は４

つございまして、まず、１番目が「前回開催以降の経過の概要について」、２番目が「中

期目標期間評価について」、３番目が「平成22年度の評価作業について」、４番目が「そ

の他」、でございます。 

まず１つめと２つめの議題ですが、前回２月１７日開催の評価委員会以降の経過でござ

います。前回の委員会での議論を踏まえまして事務局から大学あてに、あるいは各委員の

先生あてに資料を送付させていただきまして、ご意見をお伺いした事項でございます。こ

こでもう一度、前回委員会以降の経過とともに、その内容についての確認をしていただき

たいと思いますので、１番目と２番目の議題を合わせて、事務局から資料の説明をお願い

します。 

 

 



 

- 2 - 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、お手元に配布しております資料の確認をいたします。式次第、本体資料、別

冊という資料、最後に大学あて通知案文を配布いたしております。説明につきましては本

体資料に基づいて、ご説明いたします。 

 

■〔議題１〕前回開催以降の経過の概要について 

 

まず、議題１「前回開催以降の経過概要について」でございますが、２月１７日の評価

委員会でご議論いただきました内容といたしまして、今年度は年度評価に加えまして、

「平成１８年度から平成２１年度の中期目標期間の業務実績評価」、今後はこれを省略し

まして「事前評価」と呼ばせていただきます、この事前評価を実施すること、２つめとい

たしまして、年度評価と事前評価の２つを並行して実施すること、３つめといたしまして、

法人自己評価の妥当性の検証について、委員会として、しっかい的に行うために作業部会

を開催させていただくこと、この３点がございました。 

 

事前評価につきましては、本体資料の１ページ目をお開きください。 

２月１７日の委員会開催後に事務局で案を作成のうえ、持ち回りで内容をご確認いただ

きまして、３月１１日付けで大学あて実施依頼を行っております。資料３ページ目以降の

作成要領にて、今年度の「業務実績報告書」につきましては、統一的・客観的な自己点

検・評価を徹底すること、中期計画・年度計画の具体的な達成水準を意識し、明示するこ

と等に留意のうえ、平成２１年度実績分と事前評価分をあわせて、一体の様式として作成

することとしております。様式につきましては、資料７ページ目をご覧いただきたいと思

います。７ページに今年度提出いただく様式について記載してございます。 

資料戻っていただきまして、４ページ目の（３）イ「中期目標期間実績」でございます

が、事前評価の法人自己評価に際しては、ハコ囲いの中に記載しておりますとおりの、段

階別評価を行いまして、留意事項といたしまして、平成２２～２３年度の向こう２年間の

実施予定を記載すること、それから平成１８年度以降の実績の変化を可能な限り数値で示

して、平成１８年度との比較を意識した記述とすること、各学部・研究科等の取り組みに

つきましても、法人全体として中期計画の達成状況の自己評価を行うこと、等の指示をあ

わせて行っております。 

なお、４ページ目の冒頭２行目に記載しておりますとおり、３月１１日の依頼では、中

期計画の全体的な進捗状況についての総括的な記載の詳細は別途指示する、としておりま

したため、この内容につきまして４月１日付けで、実施案を各委員あてにお送りしており

ます。 

 

■〔議題２〕中期目標期間評価について 

 

続きまして、資料９ページ目をご覧頂きたいと思います。 

この依頼文ですが、事前評価における中項目評価の実施について、ご意見を賜るべく委

員の皆様あてご依頼申し上げたものです。事前評価につきましては、依頼文の２段落目に

記載のとおり、残る２年間における課題等の明確化と次期中期目標・計画の策定に資する
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ことを目的としておりますことから、中期目標・計画の全体的な進捗を把握する必要があ

るため、国立大学に準じて、全体評価・項目別評価に加えて、中項目評価を実施すること

を検討してはどうかと考えております。 

そのためにご意見を照会させていただきまして、何点かご意見を賜ったところでござい

ます。そのご意見を踏まえまして、変更点もございますので、改めてこの内容につきまし

て、ご説明申し上げます。 

今回急な送付、また短い回答期限となりました点につきましては、この場をお借りしま

しておわび申し上げます。次回以降、十分な時間を取ってお送りいたしたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 

まず、「事前評価の基本スキーム」をご説明します。12ページ目の表をご覧ください。 

資料12ページにございますように、評価委員会にて事前評価を行うにあたりまして、中

期目標の達成状況の全体像を的確かつ効果的に把握するため、全体評価、大項目評価の基

となる中期目標の項目ごとの進捗状況評価として、新たに中項目単位での評価を行うこと

を、ご提案させていただきました。 

具体的には、図の左側の法人自己評価の欄におきまして、事前評価における中期計画の

小項目ごとの自己評価を図の下のほうに書いております４段階で行うとともに、中期目標

の中項目につきまして、特記事項や中期目標達成のために改善を要する事項について、記

述式で総括していただきます。 

右側の欄が評価委員会での評価でございますけれども、法人による小項目ごとの自己評

価がでてまいりますので、それにつきまして妥当性の確認を行っていただきたいと思って

おります。中項目評価については、法人の記述式の中項目評価に加えまして小項目の法人

自己評価の検証結果を根拠として、特記事項や法人を取り巻く環境等を総合的に勘案いた

しまして、赤字で表記しております４段階で評価を行っていただきます。これらの評価を

踏まえまして、５項目ございますが、大項目評価や全体評価について記述式で総括しては

どうかと考えております。 

 

この際の中項目の具体的な各項目につきましては、中期目標における区分において実施

することについてご意見を賜りまして、各委員から了解を得ております。 

なお、「中項目の段階別評価については、達成状況を評価するに際しましては、４択だ

けでなく、評価委員会としての判断の裏づけとした小項目評価等についての記載も必要で

はないか。」とのご意見をいただいております。 

ご指摘いただきましたとおり、中項目評価は、法人の記述式の中項目評価に加えまして

小項目の法人自己評価の検証結果を根拠といたしまして、特記事項や法人を取り巻く環境

等を総合的に勘案して実施するものと考えておりますが、中項目評価の評価委員会として

の評価方針、判断根拠の記載などにつきましては、これからの作業部会にて評価作業を進

めながら、今後、確定してまいりたいと考えているところでございます。 

また、中項目につきましては、11ページ目をご覧いただきたいと思います。11ページに

評価の対象となる中項目を記載しておりますけれども、当初お送りしました一覧表に中期

計画の項目が混じっていましたので、中期目標における中項目となるよう修正しておりま

す。下線を引いております分が中期目標の中項目に今回訂正させていただいたところでご



 

- 4 - 

ざいます。 

 

本日、これらの内容についてご確認いただきまして確定しましたならば、お手元にお配

りしております公立大学法人あての案文にて、大学あて正式に依頼いたしたいと思います。

よろしくおねがいします。 

 

説明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。議題の１と２は関連しておりますので、まとめてご説明

いただきました。 

 

議題１は２月１７日以降に実施したことということでございますので、決まったことを

３月１１日に大学側に通知したことと、４月１日付けで大学と委員あてに意見の照会をし

たということでございます。この点につきましてご意見ございますでしょうか？ 

 

今年度は、年度評価に加えて事前評価、これは６年間のうちの１８～２１年度までの４

年分を評価するということで事前評価としておりますが、６年の最後で６年分の評価をす

るのを事前という意味で、中間というのでもいいかもしれませんが、その２つをすること

になっております。 

年度ごとの評価は今までやっておりますので、少し修正して行いますが、事前評価はや

るということは前回決めましたけれども、実施方法、基本的なスキーム、あるいは中項目

について、どういう項目を設定するかということについては、まだはっきりしていない部

分がありましたので、その点について先生方のご意見を伺ったという、経緯でございます。 

 

議題１はよろしいでしょうか？ 

 

それでは議題２ですが、これは中期目標期間評価の基本スキームと、中項目評価をする

場合に、どういう項目を設けるかということでございまして、基本的に両方について、今

課長からご説明いただきました。事前にこういう形で実施するということに関してのご意

見をお伺いしましたが、特段のご意見はございませんでしたので、基本スキームについて

はこれでお認めいただけるのではないかと思っております。改めて、基本的スキームにつ

いても説明していただきましたが、よろしいでしょうか？ 

 

要するに、これですと12ページが基本スキームですね？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

そうでございます。 

 

（松岡委員長） 

13ページにありますのが、これまでの年度スキームで、これと少し違うところがありま
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す。基本になるのは大学の評価で、左側にありますように、小項目、中項目、大項目、全

体評価ということになって、小項目については４段階の段階的評価を行う。それを見て、

右側の評価委員会で、大学から出てきた自己評価について、赤字でありますように４段階

の評価がそれでいいかどうかという妥当性を確認して、評価を行う。 

中項目は、項目は後で説明されたように24項目を、大学は段階的評価はしないで記述式

で行う。それを踏まえて大項目５項目、教育・研究からの５項目の評価、これも記述式で

行って、全体評価まで記述したのを年度評価と一緒に５月31日までに提出いただく。それ

を受けて、小項目については４段階の妥当性を確認して、中項目～大項目、そういう形で

作業を進めていく。これが基本的なスキームと、そういうことでよろしいですね？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

はい、そうでございます。 

 

（松岡委員長） 

そういう基本的なスキームでやるということについては、予めご意見をお伺いしており

まして、特にご意見がございませんでしたので、これはこれでよろしいでしょうか？こう

いう形で進めるということで。 

 

（堀委員） 

どこが違うのでしょうか？以前は小項目の４段階評価をしなかったのでしょうか？ 

 

（松岡委員長） 

いや、事前評価は初めてなんです。年度評価については同じように毎年やっております。 

 

（堀委員） 

確か、前の議論では、ちょっとよく覚えてないのですが、小項目の４段階をやってなか

ったので、今度やろうという風に変わったのでしょうか。 

 

（折原総務担当課長代理） 

それは年度評価です。各年度評価におきましても先生のおっしゃるように、段階別評価

についてはこれまで悉皆的にやってきませんでした。これからは年度別評価についてもや

っていきましょうということです。 

 

（堀委員） 

それと同じ方式を事前評価にも適用しようということですか。 

 

（折原総務担当課長代理） 

そうです、基本的なやり方はそうです。 

 

（堀委員） 

少し、手間の段階を増やして、下から積み上げていきましょうということですね。 
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（松岡委員長） 

詳細にやりましょうということですね。 

 

（片山委員） 

昨年度、20年度の評価で「特に進捗している」というところについて精査を行ったと記

憶していますけれども、今回、法人自己評価のところで、業務実績報告書で「特記事項等、

改善を要する事項を中心に」というふうに書いてあるのですが、ここをこういうふうに限

定的にしているのはどういった理由でしょうか？ 

 

（松岡委員長） 

事前評価の部分です。 

 

（片山委員） 

つまり、中期計画、最終的に６年間の達成度合いを高めるために、やるのがひとつの目

的ですよね？ 

 

（松岡委員長） 

それと、新しい中期計画、次期中期計画を策定するために、６年のうちの４年分を事前

評価としてやる。そのときに４年分の実績を達成水準から見てどうかということを記述式

で書いてもらうんですが、それにプラスして、あと残っている２年分を、６年間でどうい

う風にして達成していくかということを書いてもらう。ということでいいですかね？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

基本的には、国立大学に準じた考え方でと思っておりまして、４年間の実績プラス残り

２年でどんな風に取り組むかを勘案して、中期計画自身の達成水準、全体の達成水準の評

価を行っていただくということです。 

 

（片山委員） 

ということは、事前評価は年度評価のように、達成状況がとりわけ優れているとしてい

るところを取り出して精査する、ということは今回しないということですね。 

 

（松岡委員長） 

21年度の年度評価と一緒にやるので、年度評価そのものはします。一緒にやらないとい

けないので、効率的にしないといけないと思うんですが。ただ、大学からは一緒に提出さ

れてきます。こちらとしては、年度評価は今まで実施していたような形で行いますけれど、

同時に、４年分の事前評価も行う。分けてやるという方法もあるかもしれないが、大学と

してはひとつの表で出してもらうということになっています。そのあたりを先に事務局か

ら説明いただいたほうがいいですね。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、ご説明いたします。 
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次の議案の資料になっておりますが、資料の22～23ページをご覧頂きたいと思います。

大学には全体を作成いただいている最中ですので、サンプルという形でお示しさせていた

だいております。中期目標と中期計画、左側でございますけれども、これが過去４年間、

事前評価の対象となる大学側から出てくる資料でございます。それから、右側の23ページ

のほうが、同じ項目につきましての21年度計画の実績報告という形で、同じ見開きの中で

いっぺんに見ていただく形になってございます。 

 

（松岡委員長） 

右側は今までやってきた評価ですけれど、左側が４年間プラス２年の、中期計画の同じ

項目について基本的に書いてある。これはサンプルですので、こういう形で５月末にたぶ

ん出せるであろうということで、大学側で作っていただいたものです。こういうイメージ

ですね。 

それで我々の作業ですが、右だけ例年通り先にやってしまって、それから左としてもい

いのですが、大学側としては一緒にされたわけで、我々も評価の際には右と左とを見なが

ら進めていくという形で行うのがいいのではないかと思います。左の部分が、今議論して

いただいている事前評価の基本的なスキームということになるわけです。大学が書いてく

る４年分＋２年分が左のほうで、12ページの図ですと、その法人の自己評価の小項目の

216項目、それから次にお決めいただく中項目の24項目、それから大項目５項目、全体的

評価と出てくるわけで、スキーム図の右側の評価委員会のところで、こういう形で作業に

取り組みましょうということです。 

まだ現物が来ておりませんので、サンプルをご覧いただいて、こういう形でやるのだと

いうことを確認いただくことになりますが、基本的なスキームはこれでよろしゅうござい

ますか？決まっていないところは、業務実績報告書を皆さんにお配りして、第１回の作業

部会を開くときにでも、少し整理する必要があるかもしれません。基本的な枠組みはこう

いうものです。 

何かご質問等はございませんか？ 

 

（音田委員） 

すいません。事前評価の場合は、４段階で23ページを見ていますと、おおきくひとつ出

ていますね。年度計画のところはもう少し細分化して、「進捗しているとか」「特に進捗

している」とか書かれるということですか？ 

 

（松岡委員長） 

年度評価のところは、今までのところは小項目について評価を行うということですね。 

 

（山内大学支援担当課長） 

資料でございますが、具体的に申しますと、入学試験に関する広報活動についての項目

を例示しております。大学内で部署が別々である等がございまして、それぞれ担当する部

署で定めている達成水準が違ってございまして、22ページですと、４という項目が広報活

動ということで、中期計画では、一番左の「優秀な学生の確保を図るための～」以下の所

を計画としておりますが、達成水準を３つ持っておりまして、ちょうど部署が３つあると



 

- 8 - 

思っていただければよいかと思います。それで、部署ごとに判断根拠、それから今後の取

組予定というものを作らせていただいております。大学といたしましては、達成水準ごと

に判断するのではなく、これら３つをあわせまして、総合的に、４という項目につきまし

ての中期計画の自己評価を、これでしたらⅢと、評価しているということでございます。 

 

（音田委員） 

４つのうち、３つくらいが３であったら、３と評価することになるわけですね。 

 

（山内大学支援担当課長） 

その点は大学での判断の仕方になってまいりますが、あわせて総合的に３としてきてお

ります。これを評価委員会のほうで妥当かどうかという判断をいただくことになります。 

それから、右側の項目でございますけれども、年度計画の場合でございますが、４の広

報計画につきまして、４－１、４－２、４－３と上から分かれております。枝番で、広報

活動に付きまして３つの計画を持っておるということでして、年度計画につきましては、

項目ごと、枝番の項目ごとに評価するとしておりますので、４－１であれば、４－１の

「進捗している」、４－２であれば「特に進捗している」、４－３であれば「進捗してい

る」という、項目ごとの評価をさせていただいております。ちょっと、見方がややこしい

かと思いますが、そういう考え方で作成・評価しております。 

 

（折原総務担当課長代理） 

補足させていただきますと、別冊の資料のほうに、中期目標と中期計画と、21年度計画

の対比表がございまして、具体的にそれの20分の２ページ目なんですけれども、中期計画

の２つめ（広報活動）というのがございます。中期計画上は（広報活動）というひとつの

項目なんですけれども、すぐ右の21年度計画になりますと、この（広報活動）が３つの計

画に分かれることになります。これが枝番という形になるんですけれども、中期計画は６

年間の大きな計画ですので、大きなくくりと、各年度の計画はちょっと細かく計画を策定

しておりますので、ご覧いただいています22ページ、23ページといった形でございますと

おり、左側がひとつなのに、右側が３つ出てくる事情でございます。 

 

（松岡委員長） 

よろしいでしょうか。 

それから、ひとつは基本的なスキームをこれでいいかという問題と、新しく中項目につ

いての自己評価とそれに対応する評価委員会の評価をやるという風にしましたので、中項

目としてどういう項目を選ぶかということで、11ページにございますように、24項目を確

定したいということがございます。小項目は216項目あって、大項目が５項目で、その間

の中項目として24項目を出してございます。 

当初、事務局がお配りした案と、下線の部分がご意見を踏まえまして修正したというこ

とでございます。少しはじめにお配りしたのと違ってございますが、中期目標にあわせた

ということですね。 
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（山内大学支援担当課長） 

そうでございます。当初お配りしましたものは、中期計画の表現が混じっておりまして

ご迷惑をおかけいたしましたけれども、中期目標の24項目の表現に合わさせていただいた

ということでございます。 

 

（松岡委員長） 

その点に付きまして何かございませんか？ 

 

（堀委員） 

細かいことかもしれませんが、11ページの項目を見ておりますと、「基本方針」という

のはいいとして、教育の「内容」という言葉を使っています。下のほうを見てみると、

「改善」「活用」だとか「活性化」だとかアクションが書いてあります。教育の「充実」

という言葉のほうが合うのですが、どう改善されているのかということを、取り組みとい

う意味で、「教育の充実」がいいように思うのですが。 

 

（松岡委員長） 

なるほど。その点、事務局からはいかがでしょうか？元の大学のほうはどのようになっ

ておりますでしょうか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

別冊の資料をご覧いただきたいのですが、１ページ目のところで、中項目にあたります

のが、青い字で書いてある部分でございます。 

 

（松岡委員長） 

別冊の20分の１ページの一番左の下から３分の１くらいの所にある（２）「教育の内

容」、これから取ってきていると。 

 

（山内大学支援担当課長） 

この項目についての評価をしていただくという趣旨で、その評価の中に改善とか活用と

いう評価が入ってくるのではないかという理解をしております。項目立てをどうするかと

いうことで、24項目の中項目を青字で書いております（１）教育の基本方針、（２）教育

の内容というような形で、11ページに書いてございますのは、別冊資料の以下ずっと出て

まいります、青い字で書いておる部分を挙げさせていただいております。当初の中期目標

の表現のままにさせていただいております。 

 

（松岡委員長） 

で、この中期目標はどうやって決めたのでしたか。 

 

（折原総務担当課長代理） 

平成18年の法人化のときに、当時は直営でございましたので、当時の大学事務局が中心

となって中期目標を作ったわけですけれども、中期目標を作成するのは、あくまで設立団
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体側である大阪市ですので、大阪市が決めて、議会の議決を経ております。 

堀先生のおっしゃるように、中身的には教育の内容以下、人材育成の目標ですとか、細

かくなっていくわけですけれども、言葉の記載という意味ではこれが通っているわけでご

ざいます。 

 

（堀委員） 

よくわかりました。それならそれで構いません。意見ということで。 

 

（折原総務担当課長代理） 

すいません。 

 

（楠本委員） 

堀先生のご意見はごもっともですが、「実施体制」というのも出てきますね。 

 

（堀委員） 

いいと思います。ただひとつだけ。前からひっかかっているのですが、教育や研究の基

本方針と実施体制を評価していますね。研究の成果については評価しないのですよ。国の

ほうもそうなんです。我々はバッターの構えだけを評価しているのであって、ヒットを打

とうがホームランを打とうがそれはあまり評価しない。そういうのは面白いなぁと前から

思っていまして。 

 

（楠本委員） 

この評価というものに、それが入っていないんですか？ 

 

（堀委員） 

評価のスタンスですけれども。前から評価のときに非常に面白いなと思っていることな

のです。疑問であるということですよ。 

 

（種田委員） 

成果に関しては、ノーベル賞だとか、そういうものでないと結果は捕らえにくい。そう

いうものでないと成果が捕らえにくい。研究内容は専門分野だからなんですかね。 

 

（楠本委員） 

恐らくそうなんでしょうけれども。 

 

（堀委員） 

大学評価機構の評価では別途にオプション評価がありますね。 

 

（松岡委員長） 

それと、それぞれの大学から特に優れているという研究について申告して、“Ｓ”にあ

たるような研究を出しなさいと。そしてそれを評価しますということをやっている。しか
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し、それはここではとても。 

 

（楠本委員） 

学生の数がどうなっただとか、オープンキャンパスの参加者数がだんだん増えていると

いうところについては評価しますよね。 

 

（松岡委員長） 

そうですね。 

 

（種田委員） 

だから参考例ですね。 

 

（堀委員） 

前も申しましたが、結果は評価しないのです。大学はどれだけ優れた人材を輩出するか

ということが本当の最終結果ですよ。何人卒業したとか、そういうことばかりで、どれだ

け優れた人材を育てたのか、優れた研究をしたのかは評価しないのです。評価が極めて難

しいからでしょう。 

 

（片山委員） 

言い換えると、税金を投入して、どれだけの成果が得られたかという議論になったとき

に、それを検討する場が無いということですね。 

 

（堀委員） 

はっきり言うとそういうことです。本当に知りたいことは評価していないのではないで

しょうか。教育とか研究とかをできる体制づくりに努力していますか、ということは評価

している。ゴルフのたとえで言いますと、ゴルフのスコアは評価しない。フォームを評価

するのであって。やる気があるのか、ということを評価するのが評価委員会の基本姿勢な

のですね。確かに、最後のスコアを評価するのは非常に難しいです。「どれだけ優れた人

材が育ったか」といわれると非常に難しいので、それは問わない。 

 

（松岡委員表） 

そういう議論もあるかと思いますが、今お決めいただくのは、事前評価についての基本

的なスキームはこれでよいかということと、それから、中項目の24項目について、元々の

中期計画の文言を持ってきているんですけれども、それを24項目として確定すると、そう

いうことでございますので、それはよろしいでしょうか。 

 

（特段の異議なし。） 

 

はい、ありがとうございます。それでは、基本的なスキームと、24項目については、こ

れで決定させていただきます。それで、先ほど課長から説明がありましたように、別に配

っております、評価委員会から大学あてに、基本的なスキームはこういうことでやります
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ということと、中項目の評価項目はこの24項目ですということについては、今確認いただ

いた形で出させていただきます。 

 

議題の１，２はこれで終わりまして、次に、議題３について事務局からご説明お願いし

ます。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは「平成22年度の評価作業」につきまして、資料を基にご説明申し上げます。 

 

■〔議題３〕平成22年度の評価作業について 

 

本体資料の19ページをご覧頂きたいと思います。平成22年度の評価委員会のスケジュー

ル案ですが、まず、５月末に大学側より、21年度評価と事前評価が一体となりました業務

実績報告書、これは、先ほど見ていただいた例のものを、かなり分厚いものになると思い

ますが、提出されます。 

その資料を受けまして、６月末頃に一度、委員全員にお集まりいただいて、作業部会と

いう形でご開催いただきまして、年度評価と事前評価に係ります小項目評価の妥当性の検

証、それと、それまでにご意見とか、ご質問事項を賜りたいと思っておりますので、その

皆さんの間での共有化をはかっていただければと考えております。 

その後、大学との間でご意見・ご質問事項につきまして整理を行いながら、７月中旬か

ら下旬ごろに現在、２つの部会を設定していただいていますので、２つの部会ごとに作業

部会を開催いたしまして、まず、年度評価の審議、それから、評価委員会の場におきまし

て大学に意見聴取する内容などを固めていただければと思います。 

８月中旬までに、大学の理事長以下、役員の出席のもと、評価委員会からの質問等に対

しまして、大学から意見聴取を行うための第２回評価委員会を開催いたしたいと考えてお

ります。なお、ここで年度評価の原案を提示いたしまして、協議いただきたいと考えてお

ります。 

事前評価につきましては、第２回の評価委員会の開催後に、別途作業部会を開催して審

議いただいたのち、９月末までに第３回の評価委員会を開催いたしまして、年度評価と事

前評価をあわせた評価結果の確定、及び、財務諸表というのも６月末に出てまいりますの

で、内容の確認、財務諸表に関します市長への意見具申を行ってまいりたいと思っており

ます。その結果を受けまして、10月上旬を目標に、市長への評価結果の報告を行うという

大きな流れで考えておるところでございます。 

 

資料１枚めくっていただきまして、20ページをご覧頂きたいと思います。これは、作業

部会までの直近２～３ヶ月先までの具体的な作業内容につきまして、フロー図として具体

的に記載いたしております。 

５月末に大学から業務実績報告書の提出があり次第、事務局から各委員あてに郵送いた

します。各委員のほうで内容をご確認いただきまして、その時点でのご意見、ご質問につ

きまして、事務局あてにご提出いただきたいと思います。概ね、短時間でございますが、

６月１８日ごろまでにご意見、ご質問をいただければと考えております。 
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先ほどのスケジュール案のとおり、６月末頃に１回目の作業部会を開催いたしまして、

各委員から頂きましたご意見・ご質問につきまして共有していただくとともに、自己評価

の妥当性、次回以降の作業部会で審議する事項の整理を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

その後、２回目の作業部会までに１ヶ月程度の作業期間を頂きまして、大学におきまし

ては作業部会での審議事項を元にご意見・ご質問への対応を行いまして、事務局では大学

の回答内容や作業部会での審議事項を元に年度評価結果の事務局案（たたき台）を作成い

たしたいと思っております。 

２回目の作業部会では、部会ごとに開催いたしてまいりますが、自己評価の妥当性を中

心として質疑、意見交換を行っていただきまして、８月中旬までに実施予定の第２回評価

委員会における大学への意見聴取事項の確定作業をお願いしたいと思っております。年度

評価、事前評価をあわせまして、平行して実施いたしますために、例年と違いまして委員

会を３回、作業部会を４回、短時間につめて行いたいというご提案でございますが、なに

とぞご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 

 

次に、先ほどちょっとご説明申し上げましたが、22ページ、23ページの図を再度見てい

ただきたいと思います。詳細につきましては、先ほどお話させていただきましたとおりで

ございますので、大体この資料はこういう形で出てくるということは、ご理解いただいた

かと思います。実際にはかなりの分厚い項目ごとに出てまいりますので、膨大な資料とな

ってまいりますが、よろしくお願いしたいと思っております。細かい注釈につきましては、

24ページに書かさせていただいておりますので、またご参照いただければと思っておりま

す。こういうイメージということを少し持っていただければと思っております。 

それから、先ほど別途ご紹介いたしました、別冊として、少し標題が分かりにくかった

と思いますが、資料２－３と右肩に書いております別冊資料につきましては、先ほど申し

ましたように中期目標と中期計画、それから平成21年度計画の対比表という形になってお

りますので、これにつきまして、今後またいろいろとご参照いただく資料でございますの

で、ご活用いただければと思います。内容につきましては、詳細なご説明につきましては、

今回は時間の関係もございますので、省略させていただきたいと思います。 

 

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。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。最初に申し上げましたように、今年度は21年度の評価と、

中期目標期間の事前評価の２つをすることになりますので、委員会に作業部会を設けまし

た。作業部会は回数が多くなっておりますので、この点はぜひよろしくおねがいしたいと

思います。 

それから、ご説明にありましたように、今日が第１回の評価委員会でございますが、評

価委員会としては、８月上旬に第２回の評価委員会を開きまして、ここで、大学側理事長

はじめ役員の方に出席していただきますが、それまでに、作業部会でそれぞれの委員から

出た意見と、大学の質問に対する回答とを調整して、第２回評価委員会に出す原案を作る

ための作業部会を７月に２回開く形になります。ある意味では、６月とそれ以降の３回の
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作業部会は、第２回評価委員会で審議決定することの準備的な作業を行うと、そういう風

にご理解いただければいいんではないかと思います。 

業務実績報告書の提出が５月31日ですので、すぐ委員の先生方にお配りして、とりあえ

ずは個別に見ていただいて、６月下旬くらいの作業部会でご意見を持ち寄って、個別のも

のと、既に大学側が事務局との間でやっていただいた内容なども参考にしつつ、一種のブ

レーンストーミング的な、準備的な作業部会をやって、後の２回は、第２回評価委員会に

向けての原案作成のための作業部会として行って、部会が２つに分かれておりますので、

それぞれ１回ということで。ただ、ご出席は両方ともいただけるとありがたいのですけれ

ども、自分の当たっているところとそうでないところ、そうでない時にどうしても具合が

悪いという場合には、どうしていただければよいですか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

７月の中下旬に予定しております作業部会に付きましては、教育・研究部門と、地域貢

献・その他の部門とに分かれて、すこし細かくやっていただくという予定ですので、先だ

ってお示しいたしました、先生方の割り振りのほうで、場合によればご担当の作業部会を

優先いただければと思っております。 

 

（松岡委員長） 

それで、第２回評価委員会に原案を作って、大学側の意見聴取結果や、つきあわせをし

た部分を、もう１回作業部会で全体を含めてやって、最終案の９月の第３回評価委員会の

評価案の確定のための準備作業を行う、大まかですが、そういうスケジュールになります。 

いかがでしょうか。日程調整がなかなか難しいかもしれませんが、お認めいただければ、

なるべく早く事務局に調整いただきます。 

 

（山内大学支援担当課長） 

６月につきましては、この委員会終了時に早急に調整させていただきたいと思います。 

 

（種田委員） 

大学からの提出についてですが、今日ご案内を依頼して、大学は追加作業は間に合うの

でしょうか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

はい、ご指摘のとおり、実は、事務的には進めておりまして、前回ご確認いただきまし

た事項で実質的にはゴーサインが出たという風に思っておりますので、この間、文書等で

ご意見を賜りながら、大学側は走らせて頂いておりますが、正式には法人に対して依頼を

しておりませんので、タイミングはずれておりますが、何とか間に合わせてまいります。 

 

（松岡委員長） 

サンプルとして22ページ、23ページに挙げさせていただいておりますが、これは大学の

ほうで作っていただいたものを出していただいています。一部は既に先行しております。

これがどのくらいできているのかというのはちょっとわかりませんが、今、大学側と事務
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局とて鋭意進めていただいている、ということのようでございます。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

補足させていただきます。大学での作業の進捗について、でございますが、元々、例年

でしたら年度計画の評価を定例どおりやりますので、３月中旬にご案内させていただきま

すが、それにあわせまして、今回事前評価もやりますということで、前回の評価委員会の

内容も踏まえまして、周知させていただきました。４月の下旬くらいを一定の締切としま

して、連休を挟みまして経営戦略担当のほうで作業を行ってまいりました。今週の月曜日

になりますが、教育研究評議会がございましたので、そこで、教育・研究にかかる部分に

つきまして審議され、そこで内容確定となりました。教育・研究以外の部分も含めまして、

５月27日にございます定例役員会で最終確定となり、その後決裁をいたしまして提出いた

します。こういう事前作業を進めております。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。そういう状況でございますので、中身的にはかなりのところま

でお決めになっているということです。なにかございますか？ 

 

（種田委員） 

サンプルとして出してきている項目は、良い例ということですね。 

 

（松岡委員長） 

いきなり５月末に出てきてから見ていただくのでは、すこし分かりにくいかと思います

ので、あらかじめイメージとして、少し注釈というものもつけまして、ここでこういう点

に注意してお読みください、ご確認くださいということをコメントしていただいておりま

す。今の段階でお示ししておいたほうがいいかと思いましたが、実際に全部もらわなけれ

ば、なかなかピンとこないと思います。大体このような形ということですね。特に左側は

大学側にとっても、われわれにとっても初めてになりますので。 

 

（種田委員） 

中期目標も評価するということは、今度の評価は重要度が高いということですね。戦略

的に改善していかないといけないことも出てくるでしょうし。 

 

（松岡委員長） 

そうですね。元々中期目標６年の大雑把な評価をするということですので、終了時評価

で２年分についてもやりますが、国立大学の場合でも４年分で評価して、あと２年で変わ

ったところについてだけやるという方針ですので、そういう意味では事前評価でかなりの

部分が決まるので、大事な評価だと思います。それと、それに基づいて、次の中期目標・

中期計画を大学が策定される際の参考にもなる。そういう点でも大事な作業です。 

 

よろしゅうございますか。それでは、こういうスケジュールで日程調整を急いでいただ

きます。実際、作業部会の１回あたりの時間の目安はどれくらいと考えておられますか。 
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（折原総務担当課長代理） 

例年ですと２時間程度ですが、事前にいただいたご意見につきまして、事務局で事前に

整理をさせていただいて、あまり当日お時間のかからないように、有効的に活用いただけ

るようにいたしまして、それほど長時間にならないようにさせていただきたいと思います。

ただ、２時間半ぐらいはかかるかと。 

 

（楠本委員） 

ひとつよろしいですか。５月末にお送りいただくわけですが、我々が意見を述べる「所

定の様式」というのは何かあるのでしょうか。 

 

（折原総務担当課長代理） 

業務実績報告書と一緒にお送りしますが、平凡な、枠があるだけで項目について「何番

何々」と自由に書いていただく形です。先だってご意見いただいたような、基本的にはご

質問だけで結構ですので、たとえば判断根拠に書かれていることの意味合いがよく分から

ないとか、前回一番多かったのは、自己評価が妥当と思わない、なぜなら判断根拠が希薄

であるとか、そういうご指摘が前回多く頂いたご指摘です。 

 

（松岡委員長） 

たとえば、評価基準に関しては、本体資料の15ページにありますね。「特に進捗してい

る」とするためには「当該年度中に予定より早期に実施した場合」などと決めてございま

す。これを基本に評価してくださいということですが、そういう点から見て、ちょっと

「特に進捗している」とは言えないのではないかということが、そういう判断が割合多か

ったということです。 

 

（種田委員） 

成果の質なんてことも書いてありますね。量であれば分かりやすいですが。 

 

（山内大学支援担当課長） 

委員長、申し訳ございません。ちょっと補足をさせていただきたいと思います。22ペー

ジ、23ページの資料でひとつご説明が漏れておりましたので。 

達成水準というのを書かせていただいておりますが、昨年平成20年度の評価結果におき

まして、「計画本来の到達目標と達成水準を明確にすべき」とご指摘いただきまして、そ

の後に、評価結果を頂いた後に明示した、作成いたしたものでございます。それ以前から

あったものではございませんので、ごく最近に大学側で評価の達成水準を設定したもので

ございます。従いまして、この達成水準につきましては、評価委員会の場でご議論とか、

検証いただいたものではございませんので、当然、この達成水準でいいのかどうかという

ご議論も、また、今後出てこようかと思います。その点ご理解をいただければと思います。 

 

（松岡委員長） 

はい。何か目安がないと「特に進捗している」といった先ほどの個別の判断について、

大学自身としてはこういう達成水準で、これは初めから出ていたわけではありませんけれ
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ども、これから見て「特に進捗している」とか、判断のひとつの基準として、こういうも

のが必要だろうということで、後になってから大学自身でお決めいただいた。 

 

（山内大学支援担当課長） 

評価委員会で設定いただいた達成水準ではない、ということでご理解いただきたいと思

います。 

 

（松岡委員長） 

大学としては、「特に進捗している」というのはどういう場合かということと、自ら設

定された達成水準から見てどうかということで、左のほうで言うと、中期計画の自己評価

でⅢ、年度計画の自己評価でこの項目について「進捗している」、年度計画の４－２は

「特に進捗している」となっている。それはそれぞれの達成水準と絡みあわせて出てきて

いる。 

これが両方に出てきているということは、評価委員会として、大学の自己評価がどれだ

け客観的に裏付けられているかということの、ひとつの目安になると、判断しやすくなる

と思います。 

 

（種田委員） 

わざわざ達成水準は委員会の承認を得ていないと注釈されるということは、達成水準自

体に甘いところがあると思っておられるからですか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

中を見ていただいたときに、そういうご印象をもたれる可能性もあるのではないかと思

っております。 

 

（松岡委員長） 

たとえばサンプルでは、達成水準は「オープンキャンパスの参加者数の増を目指す」こ

とになっています。「増」、たとえばこれは「２割増」を目指すことです、ということま

で要求するという意見は可能です。「２割増やします」というと非常にはっきりしますが、

そこまで言うのはちょっと、ということで、大学側は「増を目指す」ということで達成水

準を決めておられる。 

達成水準を定められるときには、評価委員会でもご意見がありましたが、できるだけ目

に見える形での達成水準を示して欲しい、と意見として言っております。 

そこのところは、委員会としては、大学側が定められた達成水準についての意見という

のは、作業部会で出てくる可能性はあります。 

 

はい、スケジュールはこの辺でよろしいでしょうか。それでは早急に日程調整を進めて

いただきます。 

 

それでは、４つめの議題「その他」につきまして、１件報告事項がありますので事務局

からお願いします。 
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（山内担当課長） 

それでは資料の25ページ、26ページをご覧頂きたいと思います。 

 

■〔議題４〕その他 

 

前回の２月17日の評価委員会におきまして、大学より概要をご説明いたしましたもので

ございますが、26ページにございますように「公立大学法人大阪市立大学に係る中期計画

の変更」の認可申請でございます。26ページにございますように、項目の18で「高度専門

職業人教育」、それから205の「長期計画の策定と公開」につきまして、当初中期計画に

定めておりました内容を変更したいというご説明がございまして、その正式な変更申請依

頼が３月30日付けでございました。それを受けまして４月１日付けで、変更につきまして

の評価委員会のご意見を、委員の皆様あて送付いたして賜ったところでございます。法律

におきまして、評価委員会のご意見を賜った上で市長が認可するという手続きになってお

ります。 

今般、各委員から特段のご指摘はございませんでしたので、原案どおり認可することと

いたしましたことを、報告いたします。様式につきましては、25ページ、26ページの形で

大学のほうに認可の手続きを行いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

はい。これは前回にも大学からご説明いただいたものですね。これについては、変更が

あった場合には評価委員会の意見を聞いて認可する、ということになってございます。そ

れについて、特にご意見がございませんでしたので、正式には市長から大学へこういう形

で認可するということでございます。 

これは報告でございますが、何かご質問はございますか？よろしいでしょうか？ 

 

それでは、本日の審議はこれで終わらせていただきたいとおもいます。 

５月末に大学から業務実績報告書が送られてまいりますので、各委員あてにできるだけ

早い時期にお送りいたします。これをご覧頂いた上で、６月下旬に作業部会を開催予定で

すので、それまでに意見があれば事務局へ提出していただきます。これは、まとめて提出

でなくてもよろしいですか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

その都度、お気づきになられた時点で送っていただいても結構です。ご都合に合わせて

まとめていただいてもかまいません。 

 

（松岡委員長） 

どちらでも結構だということです。いずれにせよ、６月下旬ごろには第１回の作業部会

を開催いたしますので、事務局から日程調整をお願いいたします。それでは、本日の審議

はこれで終了いたします。お疲れ様でした。 


