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大阪市公立大学法人評価委員会における議事経過（評価のあり方関係） 

 

 

平成 18 年 10 月 26 日評価委員会 

○「各年度終了時の評価の考え方（案）」、業務実績報告書（案）の検討 

  国立大学法人及び他の公立大学法人の事例を参考に、事務局において案を

作成し議論。 

（主な意見等） 

・評価方法については、評価の数値化は行わず、簡潔な文章で表し、必要に応

じて評価の理由を付し、項目別評価を行った上で総合的な評価を行う。 

・法人と評価委員会で双方向の評価（評価の確定・公表前に、法人の意見も聴

取する）とする。 

・教育研究の取組に関する評価については、（内容に係る専門的な評価は、終了

時評価の時点で認証評価機関の評価を踏まえることとなっているので、）評価

委員会においては、事実について外形的に評価する。（「前年と比べてどうな

ったか」「改善の努力がなされているか」等は評価するが、教育研究自体につ

いて「こうしたらどうか」というような評価はしない。） 

・法人からの報告の際、経過のわかるデータを添付する。 

 

 

平成 19 年１月 22 日評価委員会 

○評価の考え方（案）の検討 

 前回の議論を基に事務局から修正案を提示、決定 

○業務実績評価のスケジュール感の検討 

 他団体の状況を参考に、秋の議会への報告を目標に作業することで了承 

○各年度終了時の評価手順（案）の検討 

 「評価の考え方」に基づく案を事務局から提示し決定 

○業務実績報告書（案）の検討 

 前回の議論を踏まえ事務局から案を提示、修正のうえ決定 

（主な意見等） 

・評価委員会の評価は、ひとつひとつの項目の進捗や自己評価の妥当性を評価

するのではなく、大きな括りでの評価であるべきである。ある点について問

題があれば、全体的評価において、どうしても言っておくべきことを特別に

コメントするというやり方が望ましい。 

・教育研究の項目については、評価委員会として何もしないのではなく、（内容

の良し悪しではなく）外形的に進捗確認は行わなければならない。 
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・各学部・研究科の取組についての評価は、部局によって事情も異なり、一律

にやれば良いというものではないので、個別の評価よりも少し大括りにして

大所高所からの評価とした方が意味がある。 

・認証評価が、個々の大学が大学としての機能を果たしているかを評価するの

に対し、評価委員会の評価は、今後の法人存続の必要性を含め法人としての

パフォーマンスが上がっているかを評価するものであり、（運営費交付金への

評価結果の反映等）法人として非常に重要な要素となる。 

 

 

平成 19 年７月 18 日・９月５日評価委員会 

○18 年度業務実績に関する評価 

 （法人自己評価の妥当性の確認作業や評価結果の様式、評価結果のダイジェ

スト版の作成など、現在の評価作業の原型の確立） 

（主な意見等） 

・会議の議事録が作成されていない項目があり、項目別評価において意見指摘。 

・業務実績費報告書の書き方の問題として、報告書作成者が何を評価してほし

いかを記入の際に整理できていることが必要である。 

・計画策定当初に想定できなかった事項については、計画の変更もあり得る。 

 

 

平成 20 年７月 22 日・８月 29 日評価委員会 

○19 年度業務実績に関する評価 

 （前年度意見指摘事項への対応の確認作業を実施） 

（主な意見等） 

・全体的評価において、「より明確な年度計画の策定を通じて、市民への説明責

任を念頭に置いた計画的・具体的な取組」、「評価時点において、客観的に計

画の進捗・達成状況を把握できる数値、判断根拠、部局における取組事例等

の具体的な提示」を意見指摘。 

・教育研究の項目の一部について、外形的な確認を行いながらも、市立大学と

しての計画水準の妥当性（ＦＤ活動）や本質的な質の向上（市立研究所等と

の連携）の観点から言及。 

・大学運営の本質や方向性に関わる事項について、評価委員会として市立大学

の持つステータスの高さに鑑み、限定的ではあるが、大きな視点での提言は

可能である。 
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平成 21 年７月 24 日・８月 28 日評価委員会 

○20 年度業務実績に関する評価 

 （昨年度意見指摘した「判断根拠等の提示」について、評価手順に拠らず自

己評価の妥当性に疑義がある項目が散見されたため、意見指摘にあたっての

事例として、「特に進捗している」の項目に限って委員会が個々に再確認し、

評価委員会として、一部法人自己評価と異なる評価を行った。） 

（主な意見等） 

・評価手順に従った、統一的・客観的な自己評価の徹底及び判断根拠の明確化

について意見指摘。 

・計画から取組が乖離しているケースがあり、計画の達成水準・目標を明確に

意識し、適宜定量的により明瞭な目標設定を図った年度計画の策定、中期計

画上の年度計画の位置付けの明確化について意見指摘。 

・年度計画自体が中期計画から乖離したり、年度計画が実施されていないなど

の項目が散見される。最近の情勢の変化により当初の計画と現状に乖離があ

るため、必要に応じて計画の変更を検討すべきである。 

・各学部・研究科の取組については、法人全体としての評価の判断基準を示す

べきである。 
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各年度終了時の評価の考え方 

 

１ 評価の基本方針 

（１）中期目標の達成に向け、年度計画の評価を通じて、公立大学法人大阪市

立大学（以下「法人」という。）の中期計画の進行状況を確認する。 

（２）評価を通じて、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示す。 

（３）法人の業務運営の改善・向上に資する。 

（４）教育・研究に関する事項については、それぞれの特性に配慮し、認証評

価機関による評価を踏まえることとし、中期目標期間中においては外形的

な進行状況の確認を行うこととする。 

 

２ 評価方法 

  評価は「項目別評価」と「全体的評価」による。 

（１）項目別評価（５項目） 

   年度計画に掲げる各項目について、進捗状況の確認及び評価を行う。 

    ①教育研究等の質の向上を達成するための措置 

    ②業務運営の改善及び効率化に関する措置 

    ③財務内容の改善に関する措置 

    ④自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

    ⑤その他業務運営に関する重要事項 

  ※教育・研究に関する事項については、当該年度において計画が達成され

た場合を除き、外形的な進行状況の確認を行う。 

   評価については、大学の教育･研究･地域貢献の活性化、法人の業務運営

の改善等に資するよう、簡潔な表現で示すとともに、必要に応じて理由等

を付すことを基本とする。 

   なお、法人は小項目ごとに計画と取組実績を勘案し、次に掲げる記入要

領により自己評価を記入する。 

「特に進捗している。」 

 ・当該年度中に、予定より早期に実施した場合 

 ・中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合 

 ・成果の質又は量が当初の目標を上回る場合 

「進捗している。」 

 ・当該年度中に実施した場合 

 ・中期計画期間中の予定の時期に実施が見込める場合 

「おおむね進捗している」 

 ・実施時期が次年度の第１四半期にずれこむが確実な実施が見込める場合 

  （次年度の年度計画に影響しない場合に限る。） 

 ・中期計画期間中に、予定より１年度程度の遅れで実施が見込める場合 
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「実施にあたって課題がある」 

 ・当該年度中に実施できなかった場合 

 ・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 

 

（２）全体的評価 

   項目別評価の結果を踏まえ、教育･研究及び大学運営について簡潔な文章

で総合的な評価を行う。 

 

３ 評価結果の活用 

  法人は、教育・研究及び大学運営にかかる業務改善等について、評価結果

を活用する。 

 

４ 評価の進め方 

（１）法人は当該事業年度における「業務実績報告書」を翌年度５月末までに

評価委員会に提出する。 

   法人は、評価の参考として、全学評価委員会が作成した「自己点検・自

己評価報告書」を併せて提出する。 

（２）公立大学法人評価委員会は、法人が提出した業務実績報告書及び自己点

検・評価報告書に基づき、年度計画の実施状況の確認及び評価を行い、評

価結果を公立大学法人に通知するとともに、市長に報告する。 
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各年度終了時の評価手順について 

 

 公立大学法人大阪市立大学（以下「法人」という。）にかかる各年度の業務

実績評価は、教育・研究の特性や大学運営の自主性・自律性などを考慮し、以

下に示す方法により実施する。 

 

１ 項目別評価 

（１）小項目評価 

①法人の自己評価 

 法人は、業務実績報告書に、年度計画の小項目ごとに当該年度の「取組実績」

を記入する。なお、法人として特に力を入れた取組があれば、その旨を注記す

る。 

 また、法人は、計画及び取組実績を勘案し、次に掲げる記入要領により自己

評価を記入するとともにその判断根拠を示す。 

 

「特に進捗している。」 

 ・当該年度中に、予定より早期に実施した場合 

 ・中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合 

 ・成果の質又は量が当初の目標を上回る場合 

「進捗している。」 

 ・当該年度中に実施した場合 

 ・中期計画期間中の予定の時期に実施が見込める場合 

「おおむね進捗している」 

 ・実施時期が次年度の第１四半期にずれこむが確実な実施が見込める場合 

  （次年度の年度計画に影響しない場合に限る。） 

 ・中期計画期間中に、予定より１年度程度の遅れで実施が見込める場合 

「実施にあたって課題がある」 

 ・当該年度中に実施できなかった場合 

 ・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 

 

②公立大学法人評価委員会の評価 

 公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、年度計画の小

項目ごとに、法人の記入した自己評価を検討し、その妥当性について確認を行

う。 

 法人の自己評価の妥当性に疑義のある場合はその旨を項目別評価に盛り込む。 

 

（２）大項目評価 

 評価委員会は、小項目ごとの取組実績、法人の自己評価等を総合的に勘案し、
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次に掲げる大項目ごとに、簡潔な文章により、総合的な評価を行う。 

 

 ①教育研究等の質の向上を達成するための措置 

 ②業務運営の改善及び効率化に関する措置 

 ③財務内容の改善に関する措置 

 ④自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

 ⑤その他業務運営に関する重要事項 

 

 なお、法人の経営や大学の教育研究活動について特筆すべき点や、今後の取

組にかかる課題がある場合には、簡潔な文章による意見を付す。 

 

２ 全体的評価 

 評価委員会は、中期計画の進行状況について、特筆すべき点や課題がある点

を中心に、簡潔な文章により評価を行う。 
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国・他団体における段階別評価の実施状況

大阪市立大学 大阪府立大学 首都大学東京 名古屋市立大学 横浜市立大学 国立大学

法人自己評価 ○（４） ○（５） ○（４） ○（４） ○（４） ○（４）

委員会評価 ▲ ○（５） × ○（４） × ▲

備考

小項目ごとに確認し、
妥当性に疑義がある
場合は評価本文に記
載する

自己評価と評価委員
会の判断が異なる場
合は、その理由等を
示す

法人自己評価 × × × × ○（４） ×

委員会評価 × × × × ○（４） ×

備考

法人自己評価 × × × × × ×

委員会評価※ × ○（５） ○（４） ○（５） × ○（５）

備考

・小項目ごとの評価を
総合的に勘案し、大
項目ごとに総括的評
価を簡潔な文章により
行う

首都大としては、大項
目と称しているが、他
大学で言う中項目的
な区分で評価

小項目評価と定量的
関連あり（例：大項目
評価Ａは小項目は全
てⅢ、Ⅳ）

首都大学と異なり、大
項目評価を記述式で
実施している。

小項目評価と定量的
関連あり（例：大項目
評価Ａは小項目は全
てⅢ、Ⅳ）

委員会の形態
大学法人単独の委員
会

本委員会の下に分科
会

本委員会の下に分科
会（実質大学法人単
独の委員会）

大学法人単独の委員
会

大学法人単独の委員
会

本委員会の下に分科
会

20年度
開催実績

７月・８月※本委員会
の外、書面での意見
聴取・集約等を実施

（本）６月・8月・３月
（分）６月・８月（２回）・
10月・11月・12月・2月

５月・７月（３回）・８月・
９月・12月・２月

４月・５月・６月（視
察）・７月（２回）・８月・
10月・11月・１月

（本）10月・１月・３月
（２回・うち書面審査１
回）

※他都市では、評価委員会席上での年度計画の説明、中期目標期間における中間評価（横浜市）などを実施しており、開催回数が多くなっている。

※前年度業務実績評価に係る評価委員会については、各都市とも２～３回の開催である。

小項目
（計画項
目単位）

中項目

大項目
※（　　）は
段階の数

評価委
員会の
開催
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資料１－４ 

教育・研究面における評価について 

 

【国立大学法人】 

 ≪評価項目≫ 

 ① 教育研究の質の向上 

 ② 業務運営の改善及び効率化 

 ③ 財務内容の改善 

 ④ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価

並びに当該状況に係る情報の提供 

 

 国立大学法人については、各年度評価においては、各法人の自己点検・評価

に基づき、年度計画の進捗状況等を調査・分析し、②～④については評価を行

い、①については、外形的・客観的な進捗状況を確認するのみで、中期目標の

達成度や教育研究の水準については評価しないこととしている。 

 また、中期目標期間評価においては、①（附属病院・附属学校の項目を除く）

は、専門的な観点からきめ細かく評価するため、独立行政法人大学評価・学位

授与機構に評価を要請し、その結果を尊重することとし（国立大学法人法第 35

条（独立行政法人通則法第 34 条第２項の読み替え規定））、残りの項目について

は、国立大学法人評価委員会が進捗状況等を調査・分析して評価し、 終的に

同委員会が①～④全体について総合的評価を行うこととしている。 

（参考）平成 22 年１月 20 日 第 32 回国立大学法人評価委員会資料４－１ 

 

【公立大学法人（全般）】 

 公立大学法人については、中期目標期間終了時における評価時に、認証評価

機関が行う教育・研究の状況についての評価（認証評価）を踏まえることと規

定されているが（地方独立行政法人法第 79 条）、教育研究に係る中期目標の達

成度や水準について、国立大学法人のように専門機関に委託する仕組みになっ

ていない。また、年度評価における教育研究の状況の評価については、各設立

団体間で統一された考え方はない。 

 「認証評価」（学校教育法第 109 条第２項）は、認証評価機関が文部科学省から認証を受けた

大学評価基準に基づき、各大学の理念・目的・教育目標の設定やその実現に向けた取組状況等の

適合性を評価し、学校教育法等で規定される、高等教育機関としての大学の質を社会に保証する

こと等を主目的としており、評価委員会が行う法人評価とは異なる趣旨の制度である。そのため、

（目標・計画の設定水準の妥当性を含む）市立大学として求められる中期目標の達成度や教育研

究の水準についての評価に直結する内容になっていない。 

 

 こうしたことから、他団体においても考え方はまちまちであり、対応に苦慮

している実態がある。 

 

【大阪市公立大学法人評価委員会】 

 「各年度終了時における評価の考え方」（資料１－２）により、教育・研究に

関する事項については、評価委員会としては、外形的な進行状況の確認を行う

としている。しかし、これまでも法人自己評価の妥当性とともに、年度計画の

水準に関して、市立大学としてのあり方が議論になってきたが、統一的な取扱

いについては、明確にはされていないのが現状である。 
11



12



13



14



項目別評価 作業部会の設置について（案） 

 

 

１ 目的 

  委員会が行う評価について、各委員が持つ専門性を活かし、中期目標に定

める各項目の取組内容等を重点的に検証することで、より効率的・効果的な

評価を実現するため、委員会の下に項目別評価を行う作業部会を置く。 

 

２ 業務 

  法人から提出される業務実績報告書について、分担する目標・計画の取組

内容、進捗状況及び法人自己評価の妥当性を確認し、疑義・意見指摘等を整

理の上評価の素案を作成して、委員会に提出する。 

 

３ 構成 

  中期計画上の 

   ①教育・②研究・③地域貢献・④附属病院・⑤業務運営等 

 の５項目を分担して評価する作業部会（２部会程度）を設置する。 

  （担当する項目の割り振りは、委員会の協議を経て定める。） 

  各作業部会は、委員長が指名する委員を核として構成する。 

 

＜参考＞中期計画（全 216 計画）の内訳 

 ・Ⅰ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

   １ 教育に関する措置（69 計画） 

   ２ 研究に関する措置（31 計画） 

   ３ 地域貢献に関する措置（49 計画） 

   ４ 附属病院に関する措置（14 計画） 

 ・Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する措置（14 計画） 

 ・Ⅲ 財務内容の改善に関する措置（10 計画） 

 ・Ⅳ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する措置（10 計画） 

 ・Ⅴ その他業務運営に関する重要事項（19 計画） 

 

４ 開催スケジュール 

  評価作業期間（６～９月）中、委員会開催前に月１、２回程度開催予定。 
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