
平成23年度第３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９月６日（火）午後２時～午後４時 

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） 

種田委員、岡野委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員、松岡委員長 

【大阪市】 

村上総務局長、上田行政部長、山内大学支援担当課長 ほか 

【公立大学法人大阪市立大学】 

赤井経営戦略担当課長、田口法人運営本部経営管理担当課長、 

山家谷職員課副課長兼給与厚生担当係長、 

川上医学部・附属病院運営本部庶務課長、 

西川医学部・附属病院運営本部経営企画課長 ほか 

 

○開会 

（上田部長） 

本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。 

ただいまから平成 23年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会を開催させて

いただきたいと思います。 

松岡委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

○議事 

（松岡委員長） 

 それでは始めます。 

 本日はお忙しいところお集まり頂き、ありがとうございます。 

 今日の評価委員会では、議題はご連絡いたしましたように４つございますが、

大きくわけると実質的には３つでございます。 

 一番目は平成22年度の業務実績に関する評価結果、それから二番目が（２）

と（３）が実質的には関連してひとつとして扱いますが、平成22年度の財務諸

表と剰余金の繰越についてでございます。これについての評価委員会としての

意見を具申する必要があります。３つめが、議題（４）の公立大学法人大阪市

立大学第二期中期目標、これは昨年度から議論してまいりましたが、８月末に

パブリック・コメントをいただきまして、その結果も踏まえて、市長が議会へ

上程することになっておりまして、その直前の案ということになっております。

これについて委員会としての意見をとりまとめる、そのように考えております。 



 大体２時間ですが、最初の（１）が40分くらい、（２）と（３）が同じく40分

くらい、それから議題（４）の中期目標に35分くらいで２時間。大体そのよう

な時間配分で考えております。 

 

（松岡委員長） 

 それでは１つめの議題に入ります。この点につきましては、前回第２回の評

価委員会におきまして、大学にお伺いして、理事長兼学長以下、理事の皆さん

と意見を交換いたしました。その内容を踏まえまして、事務局と各委員の先生

方との間に個別に調整しております。今日の評価委員会で、評価委員会の評価

結果を確定したいと思っておりますが、尐し修正が必要であれば事務局と調整

したいと思っておりますが、基本的には今日で評価結果を決めたいと思ってお

ります。この評価結果については市長に評価委員会としての報告を行いまして、

法人へも通知したいと思っております。 

 まず第２回評価委員会を踏まえた評価結果（案）につきまして、資料１－１

「平成22年度業務実績に関する評価結果（案）」、その修正案付きのものに基づ

きまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

（山内課長） 

それでは本体資料の１ページ以降の「平成22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）」をご説明申し上げます。評価結果（案）に

つきまして、前回評価委員会からの修正点を、軽微な文言修正を除きましてご

説明申し上げます。まず４ページをご覧いただきたいと思います。Ⅰの全体的

評価でございます。通しで、右端、左端のページ数がございますのでそちらを

ご覧ください。 

全体的評価のところでございますが、第１段落におきまして、22年度に新た

に産学連携推進本部を設置しまして、体制の充実を図ったことについての評価

を今回追記させていただいております。中段でございますが、大学がこれまで

の取組実績等の自己分析や将来像を明確にされたことを評価した箇所でござい

ますが、その自己分析や将来像の内容がわかる資料ということで、具体的に「市

立大学の分析」や「使命と行動」という出典を追記させていただいております。 

 ４ページ下段から５ページにかけてでございますが、22年度の特筆すべき取

組として、当初は、項目別評価では馴染まないけれども、評価すべき取組とし

て大阪市成長戦略で採択された事業、東日本大震災への支援取組を記載してお

りましたが、その位置付けが不明確であるとのご指摘をふまえ、主要な取組と

しまして、人工光合成による次世代エネルギー研究成果、および国際ジャーナ

ルの発刊を項目別評価から再掲するとともに、年度計画に関する取組といたし

まして、当初案に記載しておりました大阪市経済成長戦略、東日本大震災支援



に加えまして、中之島講座などの創立130周年を記念した取組を追加しておりま

す。なお、大震災の取組では支援の検討にとどまらずに実施したという旨に文

言を修正しております。 

 ５ページの下段から７ページにかけましては、第２回委員会でのご議論をふ

まえまして、第二期中期目標期間に向けた取組強化や課題解決を要する事項を

追加しております。具体的には理事長兼学長のリーダーシップによる法人運営

のさらなる推進、教員の負担が増加している状況に対する改善に向けた取組、

グローバルＣＯＥ終了後の都市研究プラザに対する支援、大学のサポーターで

ある卒業生や在学生の保護者とのつながりの確保に向けた対策、そして第二期

中期計画策定に向けた要望となっております。最後に、環境等の変化により、

中期目標を達成するために中期計画を変更せざるを得ない場合には、計画の変

更手続きを取ることも含めて検討されたいと付言しております。 

 次に８ページをご覧いただきたいと思います。項目別評価のところでござい

ます。まず教育に関する主な取組事項のところにあります看護学研究科後期博

士課程の新設について、標題名称をより明確になるように改めております。 

 次に９ページをご覧ください。研究に関する主な取組事項の中で、ＡＵＣ学

会という表現をしておりましたが、略称となっておりましたので、正式名称に

ついても追加しております。 

 次に、意見指摘事項として女性研究者支援の強化を挙げておりましたが、第

２回委員会でのご審議や個別にいただいたご意見をふまえ、修正しております。 

 次に12ページをご覧ください。上段の枠囲いの中について、教育研究に関す

る項目評価といたしまして、空欄になっておりましたが、「順調に進んでいると

認められる」と追加しております。下段の枠囲いにある業務運営の改善及び効

率化に関する項目評価についても、「順調に進んでいると認められる」としてお

ります。なお、各項目別評価において、当初案では何項目中何項目について進

捗を確認したことから中期計画の進捗は順調に進んでいると認められるといっ

た記述でありましたが、その項目に係る積極的な成果や兆しを記述した上で評

価すべきであるとのご指摘をいただきまして、各評価の表現を修正しておりま

す。 

 13ページをご覧いただきたいと思います。財務内容の改善に係る措置のとこ

ろでございますが、その措置に対する意見指摘といたしまして、当初案で記載

しておりました「はばたけ夢基金」のみならず、その他の外部資金獲得につい

ても更なる獲得をするよう求める内容に修正しております。その下の枠囲いの

評価でございますが、財務内容の改善に関する措置については、経費削減等に

より昨年度を上回る経常利益を上げていることから、順調に進んでいると認め

られると追記しております。 

 14ページをご覧いただきたいと思います。中段にあります業務実績報告書の



改善についてでございますが、22年度報告書の記載がわかりやすい内容となっ

ており、改善が認められた旨の評価を追加しております。その下の枠囲いの評

価でございますが、自己点検・評価及び情報公開等に関する事項につきまして

も、順調に進んでいると認められると追記しております。 

 15ページをご覧いただきたいと思います。中段にあります、広報強化による

プレゼンス向上を図るための中心となる組織としまして、広報戦略会議を追記

しております。 

 最後に、４ページに戻っていただきたいと思います。全体的評価のところで

ございますが、以上の項目別評価を踏まえまして、上から７行目でございます

が、全体として順調に進捗していると認められる、という全体的評価を追記し

ております。 

 また例年通り、年度計画評価結果については、17ページにございます評価結

果の概要を作成しておりますので合わせてご確認いただきたいと思っておりま

す。 

 評価結果案に関する説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。資料１－１、通し番号で17ページまでの修正箇所を

ご説明いただきました。それぞれの記述の修正につきまして、ご意見ご質問は

ございますか。 

全体的評価の部分は、大きな変更は、特筆すべき事項が追加されたことと順

番も尐し変わったということです。 

 

（山内課長） 

当初は３項目でございましたが、１項目追加し４項目となりました。 

 

（松岡委員長） 

複合先端研究機構について、項目別評価のところにあったものを全体的評価

に移動したということですね。 

何か全体的評価の修正につきまして、ご意見ご質問はございませんか。 

それでは項目別評価にいきますと、ここでは実質的な変更というより表現の

変更ということで、男女共同参画の視点を加えながら、女性研究者支援の表現

を変えたということですね。それから個別のところでは、評価のところで、今

までブランクになっていたところに、「順調に進んでいる」と最終的評価を入れ

たということですね。資料１－２「平成22年度業務実績に関する評価結果概要」

は第２回評価委員会でも資料として示されていましたか。 

 



（山内課長） 

今回初めてお示ししました。 

 

（松岡委員長） 

 いかがでしょうか。 

 

（楠本委員） 

細かい表現上のことですが、資料１－２「平成22年度業務実績に関する評価

結果概要」で左側の項目別評価の太字で「計画の進捗は進んでいる」とありま

すが、「進捗」と「進んでいる」とは同じ意味であって言葉が重なっています。

右側も同様で「計画の進捗としては進んでいる」とありますが、「計画は全体と

して順調に進捗している」とかいう表現にするなど、最初に出てくる「進捗」

は削ってもいいのではないですか。 

 

（山内課長） 

「計画は全体として順調に進捗している」と後に「進捗」を持ってきたほう

がよいと思います。 

 

（楠本委員） 

いろいろ言い方はあると思うのでお任せします。 

もうひとつ形式的なことですが、10ページの主な取組事項の１つ目ですが「サ

クセスフル エイジングinおおさか」とありますが、スペースの取り方として、

ここにスペースを入れるならinの前後も開けた方がよいと思います。 

 

（山内課長） 

表記を変更いたします。 

 

（松岡委員長） 

 それではそこの修正をお願いします。他にありますか。 

 

（音田委員） 

４ページ一番下の複合先端研究機構の所で、研究名にカッコをつけた方がよ

いと思います。違う箇所を区切って読み違えをしてしまうかもしれません。 

それから確認ですが、12ページと14ページの評価の記述で「９項目中９項目

について進捗を確認し」という箇所がありますが、これは両方ともたまたま数

字が一緒になったのでしょうか。 

 



（山内課長） 

はい。それぞれ区分ごとの項目数が９項目ですので、両方とも９項目中９項

目となっております。 

 

（松岡委員長） 

議題（１）のうち、あとは評価の妥当性の確認のところがまだ最終的に確定

するところまでいっていませんので、それを議論していただいて、全体につい

て、今まで話した部分も含めて、意見があればお伺いしたいと思います。 

次に、法人自己評価の妥当性について、これまで議論になったものにつきま

して、改めて意見交換をして、評価委員会としての評価を確定したいと思いま

す。この点について、資料の説明をお願いします。 

 

（山内課長） 

Ａ３別綴じの資料、別冊１をご覧ください。まず資料１－３①「平成22年度

業務実績報告書に関する法人の自己評価の妥当性の確認一覧」でございます。 

この資料は第１回の議論を取りまとめ、第２回でお示しした資料と同じ内容

でございますが、資料中、網掛けした部分、例えば資料１ページの８、18、28

につきましては、第２回委員会で法人から意見聴取した事項で、後ほど別資料

にて説明申し上げます。 

それ以外の項目につきましては、第２回委員会におきまして、例えば２ペー

ジの一番上の項目24を見ていただきますと、その右端の備考欄に「第１回評価

委員会において『進捗している』とのご判断を得たものと考えられる」とござ

いまして、法人の自己評価で妥当であると判断を仮に得たものとご説明しまし

て、その上で特にご議論がなかった項目でございますので、これらの項目につ

きましては、法人の自己評価で妥当であると確定してはどうかと考えておりま

すのでよろしくお願いいたします。 

次に同じ別冊資料１の後ろから２枚目をご覧いただきたいと思います。資料

１－３②でございますが、これにつきましては、第２回委員会で法人から意見

聴取いただいた項目でございます。資料10ページの項目８、実務経験者による

講義や参加型講義の充実、項目18の経営学研究科における社会人プロジェクト、

項目28の高度専門職業人教育の３項目につきましては、大阪市経済成長戦略に

取り上げられたことをもって「特に進捗している」の判断根拠としていること

について、意見聴取いただいたところでございます。右端の欄に第２回評価委

員会での意見といたしまして、大阪市経済成長戦略に取り上げられたことを入

れなくても評価できる内容であるとのご意見もいただいているところでござい

ますので、この３つの項目につきましては、法人の自己評価で妥当であると確

定してはどうかと考えております。 



次に資料11ページの項目80-3女性研究者支援につきましては、これも意見聴

取をいただいた上で、支援の視野を広げ、家族などが支援しやすい環境を整備

していくことも、将来の方針としてはあるのではないか、また業務実績報告書

に書いてある内容からは後退しているイメージを持つとのご意見をいただいて

いるところでございまして、この項目につきましては、さらにご議論いただい

た上で評価の確定をいただければと考えております。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。資料１－３「平成22年度業務実績報告書に関

する法人の自己評価の妥当性の確認一覧」は二つに分かれておりまして、前の

資料１－３－①の８ページまでのところは、前回の第２回委員会で提出したも

のであり、第１回委員会で議論した内容がまとめられております。こちらは、

第２回以降の議論は入っておりません。これらにつきましては、すでに第２回

評価委員会のときにお示ししており、この資料について、特に意見がございま

せんでした。 

一方、後ろの10ページからの部分は、第２回の法人からの意見聴取事項とな

りましたもので、項目の８，18，28、それから80－３、大きくこの二つがあり

ます。これらの項目が法人の自己評価を妥当とするかどうかということでござ

いまして、第２回委員会の議論が加えられた新しい資料が資料１－３－②とい

うことになります。 

それで、最初の資料１－３－①につきましては、評価委員会として、意見質

問を行い、大学から文書で回答を頂き、その結果として、大学の自己評価が妥

当であると、今までの議論からみて考えられるとされたものでありますので、

具体的には改めて申し上げません。 

評価委員会から意見質問があったが、委員会としては大学の自己評価が妥当

であると確定できるものであると確認したいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

よろしいですね、では、１－３－①については、自己評価の妥当性を確認し

たといたします。 

 

次に、１－３－②については、第２回評価委員会で法人から意見聴取をいた

しまして、その後、各委員からそれぞれ意見を伺い議論をいたしましたが、そ

れらを踏まえてこの場で妥当性について確認したいと思います。 

ただいま事務局から説明がありましたようにまず、８，28，18については、「大



阪市経済成長戦略」に採用されたということが「特に進捗している」という判

断の根拠にみえましたが、そもそも当初の目標に対して大きな成果をあげたと

いえるかどうか、それを確認したいということでした。 

これに対して法人の回答は、「大阪市経済成長戦略」に取り上げられたことも

判断のひとつの要素ではあるが、全学的な基準に照らして、それぞれの項目が

当初の目標を上回る成果を上げたという点で、「特に進捗している」と判断した

ということでありました。 

それで、第２回評価委員会の意見としても、これらの法人の自己評価を妥当

と確認してもよいのではないかということでしたので、この項目については、

法人の自己評価の妥当性を確認したということでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

 それでは、80－３の女性研究家支援についてですが、こちらは第１回評価委

員会の議事録を見返しても、最初から多尐厳しい意見が出ていました。 

 

（種田委員） 

 「おおむね進捗している」ではなぜいけないのか、よく分からないです。 

 

（松岡委員長） 

 音田委員、第２回評価委員会はご欠席でしたのでよろしければご意見をお願

いします。 

 

（音田委員） 

 第２回評価委員会での法人からの回答の数字をみますと進捗されているので

しょうが、女性教員比率が、平成18年度の11.2％から平成22年度に12.1％となっ

たことが、果たして採用拡大といえるのかどうか、それから、研究者の中でも

学内で発言権のある立場にしていくということも含めての女性研究者支援です

ので、そういう点からいうと、21年度に議論していた内容からすると順調に進

捗したとはいえないのではないかと思いました。 

それから、男女共同参画という新しい視点を取り入れる必要があって、議論

が前年度から足踏み状態であるということかと思いますが、男女共同参画は特

に新しい視点でもなく、従来の取組と並行して進められるべきことかという印

象がありましたので、「おおむね進捗している」という評価になるかと思います。 

 

（松岡委員長） 



 資料１－１「平成22年度業務実績に関する評価結果（案）修正箇所付き」の

９ページを見ていただきますと、「女性研究者支援については、採用における意

識した取組の検討や、女性研究者を取り巻く環境整備などを中心に、男女共同

参画の視点を加えながら、より一層の取組強化を図られたい。」という意見・指

摘事項としての表現にいたしましたので、この項目については、先ほどもご意

見がありましたように、「順調に進捗している」という判断しかねるということ

になりますが、いかがでしょうか。 

 

（種田委員） 

 法人は、進捗にあたって課題があると思われる項目は自ら「おおむね進捗し

ている」という自己評価をしています。そういう意味からも、この項目につい

て、委員会が意見指摘としておくことで、これからの取組が違うのではないか

と思います。 

 

（松岡委員長） 

そうしましたらこの項目については「おおむね進捗している」と変更するこ

ととしてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

これで全体的評価、項目別評価、残っていた項目全部について、評価委員会

としての評価は決めたということになります。 

16ページに評価別集計表があり、法人自己評価の横の評価委員会の欄を埋め

ることとなります。ご説明をお願いします。 

 

（山内課長） 

女性研究者の支援は上から２つめの「２ 研究に関する措置」でございます。

「おおむね進捗している」の法人評価は０となっておりますが、評価委員会が

１となりまして、「進捗している」の評価委員会が29となり、あとは法人自己評

価と同じとなります。 

 

（松岡委員長） 

 はい、最終的に以上のようにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 



 

それでは、議題１はここまでといたします。今後、細かい表現については、

事務局と私とで整理させていただきまして、最終のものを改めて委員の皆様へ

お送りいたします。また、13日に私から市長へ評価結果を報告するということ

で、ただいま調整しております。それでよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

  

（松岡委員長） 

それでは、議題２に進みます。「平成22年度財務諸表の市長承認に対する意見

具申について」でございます。８月12日の第２回委員会でも簡単に説明がござ

いましたが、委員会としては平成22年度の財務諸表と剰余金の繰越の２点につ

いて、市長が承認するにあたって、評価委員会が意見具申を行うことになって

おります。 

議題２が財務諸表、議題３が剰余金の繰越ですが、まず平成22年度の財務諸

表について事務局より説明いただきます。 

 

（山内課長） 

本体資料の18ページ、資料２－２を中心にご説明申し上げます。 

平成22年度財務諸表についてご説明申し上げます。公立大学法人は市民その

他の利害関係者に対しまして、財政状況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、損益計算書などの作成が義務付けられております。 

公立大学法人は事業年度終了後３カ月以内に財務諸表を市長に提出すること

とされており、６月29日付けで市長あて提出されたところでございます。市長

は評価委員会の意見を聞いたうえで承認を行うこととされております。 

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す。会計監査人および監事の監査の報告書の抜粋

を18ページ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、両監査人・監事からご意見をいただいてい

るところでございます。 

資料の19～24ページにかけまして、財務諸表の各表を記載しておりますので

ご説明いたします。金額は億円単位で申し上げます。 

まず資料の19ページ、貸借対照表をご覧いただきたいと思います。資産の部

でございますが、資産の総額は1,163億円、うち固定資産が1,015億円、流動資

産が148億円ございます。 

固定資産のうち主なものは、土地が385億円、建物が421億円、研究機器等の



工具器具備品が43億円、図書が137億円ございます。21年度より実施されました

固定資産に係る減損会計につきましては、表の下※印に記載しておりますが、

減損会計の対象となる法人が有する有形固定資産、無形固定資産に対しまして、

法人側に減損の兆候、これは固定資産が使用されなくなる状況ですとか、市場

価格が著しく下落するなどの兆候を指しておりますが、それがないかを判定い

たしまして、認識すれば減損の測定を行い、会計処理しております。減損につ

きましては電話加入権のみが該当しておりまして、21年度に64万円の減損処理

をしており、これにより資本剰余金は64万円減損しております。 

 流動資産148億円の主なものは、現金及び預金が74億円、未収附属病院収入46

億円でございます。 

 負債の部ですが、負債の総額は306億円でございまして、うち資産見返負債が

170億円でございます。この資産見返負債でございますが、公立大学法人の会計

独特の処理で、法人化時に大阪市から承継した償却資産及び法人が授業料等で

取得した償却資産の見返りとして同額を負債に計上いたしまして、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扱いとされるものでござ

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

に移管したことなどによります長期寄附金債務が30億円、医療機器整備などに

係る大阪市からの長期借入金が14億円、長期リース債務が２億円などございま

す。 

 流動負債としましては、未払い金が51億円など、合計90億円ございます。 

 純資産の総額は857億円ございまして、資本金、これは市からの出資金でござ

いますが、これが982億円、資本剰余金がマイナス192億円であり、利益剰余金

合計が67億円となっており、このうち当期総利益は18億円となっております。 

なお、資本剰余金マイナス192億円のうち、主なものは、損益外減価償却累計

額で、こちらも公立大学法人独特の会計処理で、大阪市から出資された建物が

減価償却費に見合う収益の獲得が見込めないことから、減価償却処理を損益計

算に反映させず、資本剰余金から控除する取扱いとなっていることから、発生

しているものでございます。21年度に比べまして29億円の増加となっておりま

す。 

 次に20ページの損益計算書をご覧いただきたいと思います。経常費用の総額

は464億円であり、業務費については、人件費を除く教育経費が15億円、研究経

費が22億円、病院の診療経費が148億円、人件費が242億円であり、他に一般管

理費が15億円などございます。 

 経常収益の総額は481億円であり、大阪市からの運営費交付金収益が132億円、

資産見返負債戻入が９億円、運営費交付金以外の収益、いわゆる法人の自己収

入が341億円ございます。授業料、入学金等の、いわゆる学生納付金が52億円、



病院の診療収入が254億円でございます。なお、資産見返負債戻入９億円につき

ましては、さきほど貸借対照表で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

取扱いによりまして発生する収益でございます。以上、経常収益481億円から経

常費用464億円を差し引いた経常利益は17億円となっており、目的積立金取り崩

し0.8億円を含めた大阪市立大学の平成22年度の当期総利益は18億円となって

おります。 

この経常利益18億円の内訳といたしまして、別冊２、資料２－１の平成22年

度財務諸表16ページをご覧いただきたいと思います。開示すべきセグメント情

報という標題となっており、大学と附属病院をわけた形の表となっております。

それぞれ表の下から２段目に、業務損益、いわゆる経常利益にあたる金額がご

ざいまして、大学部分につきましては４億８千万円、病院部分は12億3900万円

となっておりまして、合計で17億1900万円の経常利益がございます。これに目

的積立金取り崩し額8,323万円を加えますと18億円ということになります。 

大学における経常利益の主な要因としては、受託研究の獲得などの外部資金

の活用と、人件費その他の削減に努めた結果、４億８千万円の黒字になってお

ります。附属病院については救命救急センターの開設、これは22年４月に開設

しておりますが、これに伴う救命救急入院両加算の獲得など、高度医療の充実

に努めたことなど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、診療経費が、人件費など診療費用の増加を極力抑えた結果、12億３千９

百万円の黒字となっております。 

本体資料の21ページをご覧いただきたいと思います。（３）キャッシュ・フロ

ー計算書の概要でございますが、法人の一会計期間における資金収支状況を報

告するため、資金収支状況を一定の活動区分別に表示するものでございます。

表の下の方の当期の法人の収入合計が674億円、支出合計が716億円であり、資

金増減額がマイナス42億円となり、期首残高が91億円でございますので、期末

預金残高は49億円となります。この49億円と、この表には出てまいりませんが、

定期預金25億円を合わせた74億円が貸借対照表の現金および預金と一致してお

ります。 

22ページをご覧いただきたいと思います。利益処分の内容でございますが、

先ほど損益計算書で説明したとおり、法人の平成22年度の総利益は約18億円で、

法人としてはこの18億円を次年度以降の事業に充てたいと考えておられるとこ

ろでございます。 

23ページ「行政サービス実施コスト計算書の概要」をご覧願います。企業会

計にはない主要書として、行政サービス実施コスト計算書がございます。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



当額等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学生納

付金、附属病院の診療収入など、自己収入を除いて算定するものでございます。

行政サービス実施コストは、表の一番下の欄のとおり179億円でございます。こ

の額は損益計算書上の費用464億円から自己収入等合計337億円を差し引いた業

務費用合計127億円に、出資された建物の損益外減価償却相当額など29億円、賞

与及び退職給付の増加見積額８億円、大阪市からの無償借入資産の賃料相当額

などの機会費用16億円を合計したものでございます。 

24ページには、附属病院の収支を記載しております。先ほど確認いただきま

した平成22年度財務諸表の「開示すべきセグメント情報」をもとに作成してお

り、附属病院の経常費用の合計は281億円、経常収益合計は294億円、経常損益

は12億円となっております。 

27ページ、資料２－３をご覧いただきたいと思います。「財務諸表に係る事務

局の確認について」でございますが、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、財務諸表の確認を行っております。財務諸表等の

数値につきましては、会計監査人等による監査の対象になっているため、主要

な計数等の確認を行いました。まず財務諸表は、期限内に提出され、必要な書

類につきましても全て提出されており、問題はございません。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がなかったかに

ついてでございますが、確認の結果、考慮すべき意見はなく、問題はございま

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、全て

適切に処理されておりまして、問題はございません。以上により、合規性の遵

守と、表示内容の適正性については、事務局として確認を行った結果、平成22

年度財務諸表については問題ないものと考えております。 

29ページをご覧いただきたいと思います。財務諸表の比較だが、各種財務指

標につきまして、法人化した平成18年度以降５年間の市立大学における比較と、

他の公立大学や、主な国立大学の21年度平均とを比較しております。本指標は

国立大学法人の財務分析をする上で用いられている指標に準じて算出しており

ます。昨年度と比較しまして変動の大きい指標といたしましては、流動比率が

挙げられます。その他の比率は昨年とほぼ同様でございます。流動比率につき

ましては、昨年度より増となっておりますが、流動負債が昨年度の98億円から

90億円に減尐し、そのため流動比率が155.5％から164.1％に増加しているとこ

ろでございます。なお、市立大学における５年間の経年推移を見ると、変動の

大きい指標としては運営費交付金比率が挙げられ、18年度37.7％から22年度

27.4％の減尐となっております。これは交付金額が削減されてきたとともに、

この間診療経費比率が減尐しておりますが、これは病院収益性が改善されてき

たり、外部資金比率が増加するなど、財源の多様化の取組が進められてきた一



定の成果と考えられます。ただ、外部資金の獲得につきましては、国立大学等

の指標と比べますとまだ低い水準であり、今後、産官学連携の活発化に向けて

一層の取組が期待されるところでございます。財務諸表の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した。それではご質問ご意見を伺いたいと思いま

すが、まずは、専門家である種田委員からお願いします。 

 

（種田委員） 

 先ほど事務局から尐し説明がありましたが、財務諸表の16ページのセグメン

ト情報について、財務諸表は単年度を見ていただくよりも別冊３の21年度の財

務諸表と比べてもらうと分かりやすいです。 

堀委員もご関心が高いかと思いますが、運営費交付金の状況もあって一概に

はいえないのですが、前年度と二期を比較しますと、市立大学の附属病院は業

務損益が６億円くらい増えており、病院の経営状況がよくない中で珍しく経営

を頑張っていると思います。 

法人全体としても、業務損益が前年度より増えており、より健全な方向へ進

んでいることが分かると思います。 

市立大学だけでなく、他の大学との比較で見ていただいた場合、29ページを

見て頂きますと、どこと比較するかという問題もありますが、経営が良いほう

ではないかと思われます。 

大阪府立大学と比べますと市立大学と似ているのかと思ったのですが、教育

研究比率がずいぶん違っていたり、交付金比率も大きく異なります。何か理由

があるのでしょうか。 

 

（村上局長） 

 附属病院の有無が大きな理由です。市立大学には附属病院がありますが、府

立大学は附属病院がありません。 

 

（種田委員） 

 それでは、国立大学と比べる方が良いのでしょうか。 

 

（村上局長） 

 国立大学は附属病院がありますので、形態としては比較的似ていると思いま

す。附属病院があることによって収益の状況が大きく変わりますので、比率も

変わってまいります。 



 

（松岡委員長） 

 市立大学の経年比較で見ると、交付金比率が18年度37.7％、19年度35.3％、20

年度32.4％、21年度30.1％、22年度27.4％と減ってきています。 

 

（種田委員） 

 運営費交付金が大きく削られたようですね。 

 

（片山委員） 

 一つ質問してよいでしょうか。人件費の大学と附属病院の計上の仕方は国立

大学と同一と考えてよいのでしょうか。つまり、医学部の教員の人件費を大学

と病院のどちらに計上するかということです。 これによってかなり収支の数字

が変わってくると思います。 

 

（西川課長） 

 教員の教育と診療との人件費の配分ですが、今おっしゃったようにタイムス

タディといいまして、診療に何時間、教育に何時間という教員ごとの勤務実績

を一週間程度とりまして、その比率で按分するという手法がありますが、なか

なかそこまでできておりません。今は、47％を診療ということで病院の人件費

に計上しております。 

 

（堀委員） 

 それは恣意的に決めておられるのでしょうか。 

 

（西川課長） 

 そうですね、法人化に際しまして、徐々に病院の比率を高めてまいりまして

現在はこのような配分になっております。 

 

（堀委員） 

 病院収入について一ついいますと、診療報酬の改定があり、上がったのです。

ですから同じ診療活動をやっていても収入は伸びることになります。特に、高

度先進医療に有利になっておりまして、大学病院のように高度先進医療をやっ

ているところは増加幅が大きい傾向があるのです。だいたい一般病院平均で

３％くらい、大学病院で６％くらい増加があると言われています。 

それに比べてどれくらい上回っているか下回っているかということがありま

して、非常によくがんばっていると評価するとすれば、これを上回っているか

どうかという観点が指摘できます。 



もう一つお伺いしたいのですが、未収金について45億円程あるのですがこれ

は累積でしょうか。実際に回収出来ない金額でしょうか。 

 

（西川課長） 

 病院の未収金は45億円程あるのですが、これは診療報酬の支払の仕組みでし

て、ほとんどを占める国保と社保の支払が診療月の二ヶ月遅れになっています。

一月あたり大体20億円ほどあるので、その二ヶ月分に近い額となっています。 

長期の未収金でいいますと、12ページに計上されております引当金の明細に

長期未収金というものがありますが、６千万円のほとんどが患者負担分となり

ます。 

 

（種田委員） 

 堀先生のおっしゃられた徴収不能の金額ということですと、１ページの徴収

不能引当金がありまして、ここに計上されている金額が回収できないものであ

って、45億円すべてが回収不能ということではありません。 

 

（堀委員） 

 45億円というのは支払の仕組みによるものであるというならそれで良いです。

長期の未収金の累積が６千万円であれば極めて優秀です。これを回収するのが

大変でして、病院によっては成功報酬の割合を定めて専門業者へ委託するよう

なケースもあります。 

 

（松岡委員長） 

 他にありますでしょうか。 

 

（堀委員） 

 もう一つ、寄附金の扱いについてお尋ねしたいのですが、奨学寄附金という

ものがありますよね。製薬企業などから奨学寄附金が振り込まれると思うので

すが、どのように保有されているのでしょうか。 

病院の寄附金収入がゼロになっているのですが、病院の口座ではないところ

で受けているのか、仕分けがそういうかたちになっているのか、教えていただ

きたいと思います。 

 

（西川課長） 

 奨励寄附金は病院ではなく大学で受けております。病院で計上しますのは、

患者さんから本を寄附して頂いたり、医療機器を買うのに役立ててくださいと

現金を頂くような場合、病院として寄附金として受けます。 



 

（堀委員） 

 ゼロになっていますがどういう仕組みでしょうか。 

 

（西川課長） 

 去年、500万円ほど頂きましたが医療機器を購入しましたので損益計算上は寄

附として計上いたしていません。 

 

（片山委員） 

 国立大学もそうですが、確か、使途が定められている寄附金は寄附金債務と

して貸借対照表に計上されるはずです。 

 

（種田委員） 

 ２ページに寄附金債務というものが計上されています。 

 

（堀委員） 

 「はばたけ夢基金」への寄附金はどこへ計上されるのですか。 

 

（田口課長） 

 長期寄附金債務に計上されます。 

 

（片山委員） 

 例えば国立大学の場合は、債務という形をとっておかなければ国へ渡さなけ

ればならなくなるので、使途が決まっている寄附については債務として計上さ

れると聞いたことがあります。 

 

（堀委員） 

 従来は寄附に頼るのは良くないという考えだったと思いますが、独立行政法

人化した後は寄附をどんどんもらうことがよいという方向に変わったのですね。 

 

（種田委員） 

 独立行政法人としては、みんなから支えてもらおうと言うことですね。 

 

（堀委員） 

 そういう状況の中で、病院の寄附金収入がゼロということがいいのかどうか

と思ったのですが、そういう仕分けの仕方であるということですね。 

 



（松岡委員長） 

 他には何かありますでしょうか？ 

 

（種田委員） 

 二期の財務諸表を比べますともう一点、現金及び預金の金額がとても減って

いるように見えることに気づかれると思います。なぜ、21年度にこれだけ現金

及び預金があったのかはよくわかりませんが、「あの現金及び預金はどこへい

ったのだろう」と調べますと、有価証券へ変わっているのです。では、「安全性

は大丈夫かな」と思いますと、11ページにその内訳が書かれておりまして、大

阪市や大阪府などの債権を購入しております。大阪府や北海道の債権の「安全

性はどうなのかな」と思いますが、おそらく利子が高かったのでしょう。 

 

（片山委員） 

 公立大学の資産運用は、設立団体の自治体の資産運用と似ているという特徴

があるようです。 

 

（松岡委員長） 

 はい、色々ご意見ご質問頂きましたが、他にはいかがでしょうか？ 

では、委員会としては財務諸表の承認について異議がないということでよい

でしょうか？ 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。 

それでは意見書の文案の最終調整は私と事務局で行いますので、一任いただ

きたいと思います。 

 次は議題の３ですが、剰余金に関する繰越の市長承認に関する意見具申につ

いてです。事務局から説明をお願いします。 

 

（山内課長） 

30ページ、資料３－１についてでございます。平成19年度に当委員会で確認

いただいた、年度終了時の剰余金の繰越に関する考え方を記載しております。 

（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。 

（２）中期計画（年度計画）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尐した場合には、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、法人が行うべき事業を行ったことを立証した場合は、原則と

して経営努力として認定する。 

以上３点が、剰余金繰越に関する承認の考え方でございます。 

 

「２ 剰余金の繰越に関する承認において考慮すべき事項」といたしまして、

（１）にございますように、運営費交付金債務、授業料債務の収益化の基準に

ついては、一定の期間の経過を業務の進行とみなし、原則として期間進行基準

により収益化することとしております。これは（２）にございますように、教

育・研究については、それぞれが相互に複雑に関連し合いながら実施されてい

るため、区分けが困難、かつ個々の業務の達成度の客観的な把握が困難である

と考えられることから、当該業務の達成度に応じて、運営費交付金債務等の収

益化を進行させることが適当でなく、また、単に業務のための支出額を限度と

して収益化しては、剰余金が生じる余地がなく、法人の方に業務の効率化のイ

ンセンティブが働かないこととなることから、予定された業務が実施されてい

ないと明らかに認められる場合を除き、期間の進行に伴って運営費交付金債務

等を収益化することとなります。 

31ページでございますが、（３）運営費交付金等の特性といたしましては、法

人の収入動向に関わらず、本市が求める業務の効率化を一定のルールの中で本

市が先取りする形となっております。 

「３ 本市における剰余金繰越に関する承認」として、中期計画に記載され

た教育研究に係る当該事業年度における行うべき事業を行ったこと、つまり業

務実績評価において、事業の進捗が確認されたことをもって経営努力に係る説

明責任を果たしたとする取扱いとし、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しております。 

32ページをご覧いただきたいと思います。公立大学法人大阪市立大学の平成

22年度剰余金について。１ 剰余金の位置付けについて、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可能とされておりま

す。したがって、剰余金の位置付けは、法人において、事業運営上のインセン

ティブを付与する仕組みとされております。 

２ 剰余金繰越の承認手続ですが、公立大学法人からの「利益処分（案）」を

受け、評価委員会の意見を聞いた上で、市長が承認を行い、法人が中期計画に

おいて、剰余金の使途として定めた教育、研究及び診療の質の一層の向上など

に充てていくこととなります。 

平成22年度の剰余金は18億300万円となっております。この剰余金が生じた要

因を22年度予算及び前年度決算との比較によりご説明申し上げます。 



34ページをご覧いただきたいと思います。まず予算との比較でございますが、

費用の部として、予算額が457億4600万円に対しまして、決算額が464億1300

万円でございます。差し引き６億6700万円の増でございました。主な増減要素

ですが、診療経費においては主に抗がん剤治療などによる高額薬費などの医薬

品費の増などにより、８億9300万円が増加しております。教育研究費について

は３億8000万円の減。これは突発的な事態に備えて留保していた予算を使用し

なかったことや寄附金などの外部資金の繰越が多かったことによるものでござ

います。また教員人件費２億800万円と、職員人件費３億7500万円とを合わせま

して、５億8300万円減尐しております。これは早期退職者の減尐による退職金

の減と予算では退職者、採用者等の増減を見込んで試算していた人員より実際

の人員が下回ったことと賞与の削減を行ったことによる退職金以外の人件費の

減が主な要素となっております。 

次に収入の部として、予算額が461億1100万円、決算額が481億3300万円でご

ざいました。差し引き20億2200万円の増でございました。主な増減要素であり

ますが、新規の補助金獲得に努めたことなどによる１億1000万円の増。授業料

収益が予算作成時に見込めた授業料財源による固定資産の取得よりも実際の固

定資産の取得が尐なかったことによる２億6000万円の増。また附属病院におい

て診療単価の増などにより診療収益が16億5300万円増となっております。運営

費交付金収益の減が7700万円でこれは早期退職者が見込みより尐なかったこと

により退職手当の執行が尐なく、運営費交付金の収益が行われなかったもので

す。 

以上により、純利益は、予算額３億6500万円に対し、13億5500万円増で、決

算額17億2000万円となっております。 

35ページをご覧いただきたいと思います。平成21年度の決算額との比較でご

ざいます。費用の部として、21年度の決算額が460億6300万円に対し、22年度

の決算額が464億1300万円で、差し引き３億5000万円の増でございました。費

用の部における主な増減要素としては、抗がん剤を始めとする高額な医薬品費

の増により、診療経費が８億200万円増、受託研究等の受入増に伴う費用の増な

どにより受託研究費等が１億7400万円増加しております。人件費については、

役員の退職手当の減尐により役員人件費が１億5700万円の減、給与改定・賞与

削減、非常勤教職員の増により教員人件費が１億9400万円の減、職員人件費が

1300万円の減となっております。 

収入の部としては、21年度決算額が476億6200万円に対し、22年度決算額が

481億3300万円でございまして、差し引き４億7200万円の増でございました。  

主な増減につきましては、診療単価の増や救命救急センターの開設による救

急入院医療加算などにより、17億5400万円増加しております。また理系学舎整

備のための大阪市からの施設整備補助金の交付により、施設費収益が１億3800



万円増加いたしました。一方で、運営費交付金の純益13億2500万円に退職金の

減尐分などが収益化されていない１億6000万円の増を決めまして、運営費交付

金収益の減が11億6500万円、また補助金等収益は21年度は大型補助金があった

ため、２億5500万円の減、大阪市からの無償譲与された資産の償却期間終了お

よび資産減尐による減により資産見返物品受領額戻入の減が２億4400万円ござ

いました。最終的に純利益ベースでは、１億2100万円の収支改善となったとこ

ろであります。以上21年度、22年度の予算決算比較、前年度との決算比較で見

ていただきましたように、剰余金の発生は33ページの２段落目に記載している

とおり、大学におきましては、大阪市における市政改革マニフェストに掲げら

れた運営費交付金の縮減を予定どおり実施しつつ、教育研究および大学運営に

おける配慮を行いながら、常勤教職員の人件費を縮減してきたこと、附属病院

においては、救命救急センターの開設や、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、診療経費や人件費など診療費用の増加を極力抑えた結

果であると考えております。 

36ページ「剰余金繰越の承認について（案）」をご覧ください。法人からの剰

余金の使途承認申請は37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22年度の当期総利益である18億265万1249円でございます。承

認にあたっての事務局確認事項、行うべき事業を行っているかについて、確認

のポイントに記載されている２点について事務局で確認を行いました。１点目

の学生定員の充足について、大学全体でみた場合、定員充足率は108％であるこ

とを確認いたしました。２点目の全体として計画が進捗しているかにつきまし

ては、この間の委員会の経過に鑑みて、平成22年度における中期計画の進行状

況としては、全体として順調に進捗していると先ほど評価いただいたところで

ございます。 

以上によりまして、行うべき事業を行い、その結果発生した剰余金であるこ

とから、事務局としては、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。説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

事務室のご説明のとおり、結論としては、37ページで理事長から市長に剰余

金の使途申請があり、その使途は、教育・研究及び診療の質の向上、組織運営

の改善に充てるということで、その金額を、評価委員会としては法人からの申

請どおり全額承認すべきであると思います。その根拠としましては上にありま

したように今まで評価委員会として繰越金をどうするかという点について、学

生の定員を満たしているかどうか、全体として計画が進行しているかどうか、

それを経営努力と認定するという、市として考慮すべき２つの点において評価

委員会の判断としては、この申請を認めるべきだということになろうかと思い



ますが、ご意見をお伺いしたいと思います。 

 

（種田委員） 

人件費なども大きく減らして、予算比較、前年度比較からしてもそうですが、

費用をすごく減らしています。運営費交付金だけでなく、自分たちの方で経営

努力をされているという事で認めても良いのではないでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

この２点、特にあとの方は、考慮すべき点としては他にもあるかもしれませ

んが、一応はこの２ポイントということになっています。 

 

（種田委員） 

教員をこんなにも減らして、心配なくらいです。 

 

（堀委員） 

剰余金の繰越を認めて大学で活用していただくということには100％賛成で

すが、その理由が「きちんとやっているから繰越を認める」というのはよいの

だろうか、と思いました。尐ない額でもきちんとできているならいらないとい

う理屈になりかねないのではないでしょうか。理屈っぽいかもしれませんが、

「さらに充実させるために」ということではないでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

そのあたりが「質の向上に充てる」という部分になるかと思います。 

承認をしないということになると、どういう選択肢があるのでしょうか。 

 

（山内課長） 

繰越として認めない場合は、全部であれ一部であれ、市へ返還していただく

ことになります。 

 

（松岡委員長） 

それではやはり大学の教育研究や診療の一層の向上に役立てて頂いた方が良

いでしょう。 

 

（楠本委員） 

市が使ってしまうということですね。 

今年度剰余が出たということになると、来年度の予算編成に影響するのです

か。 



 

（村上局長） 

今年、中期目標、計画の中で新たなる運営費交付金の基準を定めていくこと

となっていますので、今年剰余金が出たからといって、運営費交付金をさらに

減らすという単純な話ではありません。ただ、非常に市の財政が厳しいので、

結果的に減ることになるかもしれませんが、これを根拠に減らすということで

はございません。 

 

（楠本委員） 

それを伺って安心しました。 

 

（堀委員） 

いや、大阪市としての全体のバランスを考えたら、大学はどんどん余剰金を

出していて、本体がどんどん赤字になっていたら、本体に回そうという選択は

あながち間違っているとは言えないでしょう。 

 

（片山委員） 

ただ、その場合は法人の経営努力に対するインセンティブがまるで働かなく

なってしまいます。 

 

（堀委員） 

私は、繰越を認める理由を何にするかが大切だと思います。認めてもらわな

ければインセンティブが働かなくなってしまうのですが、よくがんばったから、

余ったものは好きに使いなさいということでは理由になるのかどうか、理由の

書き方が難しいということです。さらに充実してほしい、そのために使ってほ

しいということがわかるような表現がいるということです。 

 

（松岡委員長） 

要するに、委員会の意見としては、法人からの申請どおり認めるということ

になりまして、その申請には、金額とあわせて「質の向上のために充てる」と

いう用途がしっかり入っているということです。 

 

（楠本委員） 

そうすると、Ｇ－ＣＯＥがなくなった時に使えるということにもなりえるの

ですね。 

 

（松岡委員長） 



結論としては法人の申請のとおり全額承認、それに異議はございませんか。 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

それでは、４つ目の議題に移ります。 

平成24年度からの第二期中期目標、これは市が定める目標です。これは１月

に開催した評価委員会から検討を重ね、色々変遷を経ました。この間に法人か

ら自己分析や、使命と行動が出てきて、第二回評価委員会で法人からの意見も

うかがいましたが、これを踏まえて、資料４にある案をまとめています。これ

に対して評価委員会として意見を出すということで、パブリックコメントが８

月30日まで行われて、その結果を踏まえて、議会へ市の案として上程するとい

うことですので、今回でまとめたいと考えています。 

まずは、事務局から資料の説明をお願いします。 

 

（山内課長） 

資料４－１、38ページになります。中期目標の説明に入る前に、事前にお送

りした資料の中で、地方独立行政法人法第31条の検討について本日お配りする

としていましたが、この件については本日の議題とせずに11月以降の開催を予

定している評価委員会で改めて議題とさせていただきたいと思います。本日は

この中期目標の説明をさせていただきたいと思います。 

公立大学法人大阪市立大学中期目標（素案）ですが、７月の第１回評価委員

会にて意見をいただいてから文書の精査を行いまして、８月１日から30日にか

けてパブリックコメントを実施しました。それら修正点を精査したのが素案で

あります。 

まず７月の評価委員会からの変更点をご説明しますと、前文は当初、相当長

い文章となっていたので、当初の趣旨はそのままに文章のボリュームを削減し

たところです。次に各項目については、こちらも項目として大きな変更はして

いません。個々の項目に番号とタイトルを付したことから、同語反復となって

いた部分の修正のほか、タイトル名も一部修正を加えました。 

次にパブリックコメントの結果についてご説明します。30日間のパブリック

コメントでは、17通のご意見が寄せられています。全体的には中期目標に反映

させるというよりは具体的な取組みに関するご意見・ご提案でありました。具

体的には、優秀な学生に対して３学年で卒業に要する履修単位の取得を認める

とともに、留学や法科大学院への進学をすすめる制度についてのご提案、また、

優秀な学生の確保や受験料収入の増を意図した受験の中期日程採用についての



ご提案、それから国際化・都市科学に重点を置くのであれば大胆な学部の改編

が期待されるというご意見、また、広報誌を地下鉄駅で開架してはどうかとい

うご提案、社会人等へのキャンパスの公開性が足りないというご指摘などでご

ざいます。 

また、17件中13件は理学部附属植物園の活用に関するご意見・ご提案を頂い

たところです 

パブリックコメントの内容に関して中期目標（素案）へ直接反映させる事項

はありませんが、今後、法人が策定する中期計画、場合によっては年度計画に

反映できないか法人と検討を行ってまいりたいと考えております。 

今後、委員会より本素案について、正式にご意見を賜り、それを受けて議会

上程の為の案を作成し、上程時期として10月下旪の市会本会議への上程を予定

している。 

説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

最初の前文のところはかなり短くなったようですが、すっきりした印象を受

けます。後は個々の点を含めて、ご意見ございますか。 

 

（種田委員） 

質問ですが、第２回委員会で検討したという評価委員会での意見を中期計画

で検討されてはどうかということが二つとも入っていましたが、これは目標の

中ではそういうのは言葉としては全然反映されていないようですが、それは細

かい計画でしか反映しないというものなのでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

計画は大学から提示されるものですので。その中に反映されてくるかどうか

ということになります。 

 

（種田委員） 

大阪市経済成長戦略等に取り上げてもらうということを中期計画に入れてい

ってはどうかということが書いてあったので、この中期目標と関連させるつも

りなのか分かりませんが、そういったものは細かい話だから入っていないとい

うことですか。 

 

（山内課長） 

大阪市の経済成長戦略は既に策定されておりまして、その中に大学の取組が

取り上げられています。その具体の中身を中期計画の中にどの様に具体化して



いくことになろうかと思うので、中期目標で経済成長戦略に取り上げるとかい

う表現は馴染まないのではなく、中期計画のほうで検討頂くことが良いのでは

ないかと考えています。 

 

（種田委員） 

次の女性研究支援も同様ですが、中期計画の方でそういう女性研究者の採用

とか取組とか活用とか、「育てる」はありますけども、そういうことも今回の中

には記載がなくていいのでしょうか。 

 

（山内課長） 

かなり具体的な活動計画になると思われますので、中期計画の方で具体的に

記載してはどうかと考えています。 

 

（松岡委員長） 

はい。他にいかがでしょうか。 

 

（片山委員） 

40ページの学生への支援というところですが、②学習支援の充実としてＩＣ

Ｔを活用した学習指導等を行うことにより、学生が明確な目的を持って学習で

きるように支援すると書いてありますが、ＩＣＴを活用した学習指導という目

的として明確な目的を持って学習できる支援というのが一般的なのでしょうか。 

つまり、もう尐しＩＣＴを活用することで学生の理解の度合いとか、認識パ

ターン等に応じて個別にカスタマイズした学習ができるようにするというのが

ＩＣＴ導入の意義かと理解したのですが。これだけに限定して良いものでしょ

うか。 

 

（山内課長） 

ＩＣＴだけではなく、様々な大学教育センターにおける教育等であり、「等」

には色々なものを含めて記載していますので、研究の中では大学教育センター

での研究についてとか、例えばキャリア形成支援とか、そういうものも入って

います。 

 

（松岡委員長） 

ここについては、私も良く分からない点があります。学生支援関係は、二つ

項目があって、一つは学生サポートセンター等による学生についての支援であ

って、次が学習支援の充実ということになっており、この二つは別の事になっ

ています。そう見ると、学生支援の充実には、二番目の学習環境の支援も入っ



ているから、学生サポートセンターによる学生支援の一部であると思います。

これらが別々の項目になっている所が良く分からない。 

学生支援の中で、特にこのＩＣＴを活用したような学習指導が特別なので、

一つ別に項目を立てたということでしょうか。そうであっても、学習支援の充

実は、やはり一つ目の項目の一部のような気がします。独立してこれを項目立

てするということが今一つ良く分からないのです。 

 

（堀委員） 

一つ目は学習だけではなくて生活や就職活動など環境だけについてであり、

学習の中身についてはＩＣＴ等、「等」は絶対入れておいた方が良いと思います。

例えばゼミの中でもＴＡとかを入れてサポートしますが、そういうのは学習支

援に入ると思います。 

 

（松岡委員長） 

学生支援の中で特に学習の面についてそれを充実させます。その例がＩＣＴ

ということでしょうか。 

 

（堀委員） 

学習環境だけであると、勉強の中身はあまり支援しないのかと言われます。 

 

（松岡委員長） 

基本的に言うと、学習支援は状況を除いた周りの部分の支援を①の部分、学

習支援そのものの充実には②の部分という風に理解したらよいでしょうか。 

 

（山内課長） 

はい。そういう趣旨であります。 

 

（楠本委員） 

就職ということが上の方に入っていますと、キャリア支援はどちらに入るの

かという難しいところです。 

 

（松岡委員長） 

キャリア支援を科目として入れるとしたら、どうでしょうか。 

 

（楠本委員） 

明確な目的を持つということは、その目的の中に何が入るかということとな

り、分けるのは難しいと思います。 



 

（山内課長） 

学生への支援で①だけですと、学習の部分や教育の部分はどうなるのか、支

援しないのかとなってしまいます。 

 

（松岡委員長） 

教育の部分はどう関連するのでしょうか。 

 

（山内課長） 

そのために①と②という形で、①は学生生活を中心としたもの、②は学習と

いう視点から二つに分けさせて頂いております。 

 

（松岡委員長） 

もう一つ内容の確認ですが、39ページの教育内容の所の「③社会人教育の強

化」と記載があり、社会人教育の中で高度専門的社会人を育成するとあります

が、それはカルチャーセンターみたいな啓蒙的なものではなくて、高度専門職

業の方により重点を置くという感じで記載しているのでしょうか。表現は社会

人教育の強化と書いてあるだけで、結びとしては高度専門的な社会人を養成す

るとなっています。社会人教育は、養成するということだけになっていますが、

説明の中に「強化」という言葉が入っていません。 

一つは「高度専門的な社会人の育成を強化する」とすれば上のものと合うか

もしれませんが、問題としてはここの所はカルチャーセンター的なものよりも

高度専門職業人を社会人教育として重視します。ということは、市民講座はど

うでしょうか。 

 

（片山委員） 

地域貢献の所に記載されていると思われます。 

 

（山内課長） 

具体的に言いますと、41ページの「③市民への研究成果の発信」の市民の生

涯教育や、市民サービスの拠点としての役割を果たすとともに、という所で公

開講座とか、啓発的な講座等は組み込んでいます。 

 

 

（松岡委員長） 

正規の観点ではない所の高度専門職業人の社会人教育を実施するという趣旨

ということでしょう。 



 

（山内課長） 

③はいわゆる大学教育の市立大学としての教育として、学部を含めて高度専

門的な社会人を育成するということを求めていくということでございます。 

 

（堀委員） 

特別なプログラムは無いけれども、高度専門的な社会人としてやっていける

ということですね。 

 

（片山委員） 

生涯教育的な位置付けで書かれていますか。 

 

（赤井課長） 

まず、②の視点は大学院であり、大学院全般の事を教育内容の一つの項目と

して記載しており、そこで学部を卒業した人を社会人として育成していくとい

う視点で、若手研究者や高度専門職を養成しましょうということです。 

③については学部研究科を問わず、社会人の再高度化や、大学を卒業されて

社会で活躍されている社会人を更に高い、高度な専門的社会人に要請して、学

長が言っています三本柱の一つの高度専門的社会人の育成の二つの側面を二つ

の書き方で記載しています。大学としては、その意味で分けられていると理解

しています。 

 

（音田委員） 

いわゆる社会人入試みたいなものでしょうか。 

 

（赤井課長） 

社会人プロジェクトとか、社会人カリキュラムのような形で、啓発的な講座

ものではなく、大学の知をより集中的に教育することであり、啓発的な講座に

ついては地域貢献の所で広く知を周知するとしており、こちらについてはター

ゲットを絞ってより高めています。今、既に社会で活躍されている方々の再教

育の視点で記載する予定であります。 

 

（楠本委員） 

それは大学院のものではなく、何らかの不定期のようなコースでしょうか。 

 

（赤井課長） 

それがフィールドとして大学院で実施するというのも一つであり、学部研究



科を交えて一貫して実施するのも一つでありますが、そこについては特にここ

では規定はしていませんが、大学院がベースになると思われます。 

経緯としましては二部の廃止がありましたので、それに代わる社会人の教育

を大学としてどこで捉えて中心的にやっていくかという視点でここに入れてい

ます。 

 

（種田委員） 

もしかして前にも聞いたかもしれませんが、社会人カリキュラムという確た

るものがあるイメージで、こうするといった学科とか学部じゃなく、社会人が

入るとこういう風にステップアップできるようなものがあるということでしょ

うか。 

 

（赤井課長） 

既に経営学研究科であれば医療福祉関係者を対象とした、そこに経営学の関

係を学んで頂くような社会人プロジェクトのようなコースを設定しています。 

 

（松岡委員長） 

それは単位とか学位とか設定されていますか。 

 

（赤井課長） 

大学院のコースとして設定されています。定員の内、何％かをそのコースで

社会人入試と言う形で募集されています。 

 

（堀委員） 

社会人の枠としてあるのでしょうか。 

 

（赤井課長） 

社会人専用のコースとしてあります。 

 

（松岡委員長） 

以前にも話が出ましたが、今は無くなりましたが｢社会人の学び直しプログラ

ム｣と言って文科省から履修証明を出すというものがありましたが、そういった

ものもこれに入るのでしょうか。 

 

（赤井課長） 

入ります。中期計画で検討していますが、現中期計画の積み残しになってい

ることが課題になっているので、それにつきましては特に文学部を中心に文化



資源開発に関わる人材育成プログラム、先程紹介した経営学研究科のプログラ

ムと同じような趣旨の社会人を対象とした専門家のプログラムを活用して履修

証明制度まで発展させるということを計画しています。 

 

（楠本委員） 

③は一般的に、主として大学院でしょうが、特に大学院に限らない色々な事

を含めてこういう姿勢であるということでしょうか。 

 

（赤井課長） 

要は社会人の専門性をより高めるという視点であります。 

 

（松岡委員長） 

もう一つ伺いたいのですが、40ページの社会貢献に関する目標の「３－１」

の「①シンクタンク機能の発揮」と言う所で、最初は「シンクタンクとしての

機能を発揮すると共に地域住民のニーズに応じた活動を行うための、地域と大

学との橋渡しとなる人材を配置し、地域の活性化に貢献する」と、三つの異な

ることが書かれており、それをシンクタンク機能の発揮という言葉、代表して

いるのか、違うことが書かれ、別の事が書かれている気がします。「地域活性化

に貢献する。」と結びにあるが、シンクタンク機能の発揮とは直ぐには結び付か

ないと思います。 

 

（楠本委員） 

大学の人材がシンクタンクとして機能するというのといかに結びつくか。 

 

（上田部長） 

シンクタンク機能の発揮の中で、大阪と言う町、もしくは地域が求める情報

をきちんと、他の大阪市との関係であれば橋渡しとなるようなことをきちんと

捉えて、そこを経由して大阪市からの必要な情報を整理して大学の中で研究成

果がそこを通して帰ってくる。あるいは逆に地域、もっと小さな町、いわゆる

近隣の町からの情報、あるいはそういうものを通じての地域活動の中心として

そこの部分は役立ってもらいたい。だからシンクタンク機能のキーマンになる

ような部署を作って、その対象が大きな大阪市政であったり、地域の住民であ

ったり、こういう所を一本に纏めた書き方になっています。 

 

（片山委員） 

機能だけを書いてもいいのではないでしょうか。人材配置と言った具体的な

目標と言うか計画レベルの事も一緒にここで書いているので、多分そういう見



方になるのかもしれません。 

 

（松岡委員長） 

何が一番この中で言いたいのかがはっきりしないような書き方になっている

ようにも思います。 

 

（片山委員） 

例えば、機能のことだけ書いて、地域が求めるニーズを吸い上げて、それに

対して大学の中の知を集中させて、還元させることで地域活性化するような、

機能の事だけ書くということで、具体策は計画の方に譲るという方法もありま

す。 

 

（種田委員） 

シンクタンクという言葉が使いたかったということですね。 

 

（松岡委員長） 

それは是非、残しておくべきです。 

尐しこの部分は考えていただけますか。 

 

（山内課長） 

考えておきます。 

 

（松岡委員長） 

基本的に今回で、いくつか細かい部分を申し上げましたが、基本的にこれで

良いでしょうか。これを作る時点で我々が言ったことも入れて、こういう表現

にしていただいたので、全体として基本的にこれでいくことは、ご承認いただ

けましたでしょうか。 

 

（楠本委員） 

これは10月の議会に上程するのですね。 

 

 

（松岡委員長） 

10月の議会に上程します。これからの予定について説明をお願いします。 

 

（山内課長） 

今日、ご意見を頂いて、10月下旪に議会がありますので、そこに市会への議



題として挙げる予定です。今日、ご意見を頂いた中で最終的な案を固めて議案

にしていきます。 

 

（松岡委員長） 

評価委員会としては、どういう決め方をしなければならないかと言いますと、

市の案について原案通り進める事が適当であるということにしたいと思います

が、原案がまだ尐し、今言った意見のような所で表現を変えて、それについて

出た意見、細かい点もあろうかと思いますが、私も参加しますが、それを事務

局で作って頂きたいと思います。どうでしょうか。 

 

（山内課長） 

事務局に預からせて頂きまして、案として、頂いた意見を踏まえて文言修正

を加えて、それが市の案と言う形で作成させて頂きます。 

 

（松岡委員長） 

それを原案という形で、字句の修正でありますから、それをもって「原案通

り、定める事が適当である。」というのを評価委員会として決めましょうか。 

 

（堀委員） 

もう一回委員会をするのですか。 

 

（松岡委員長） 

いたしません。尐し字句の調整で個々の意見の出た所を、事務局と私で調整

します。そういうことで事務局はよろしいですか。 

 

（山内課長） 

はい。 

 

（堀委員） 

パブコメで先程の植物園以外についてどういった意見があったのですか。 

 

（松岡委員長） 

植物園については、17件の内、13件ありましたね。 

 

（山内課長） 

先程、例示で申し上げましたが、３年で卒業できるような履修単位の取得を

認めるのはどうかとか、入試の中期日程を採用してはどうかとか、それから、



より市大の広報の為に広報誌を地下鉄で開架したらどうかとか、割と具体的な

内容です。 

 

（松岡委員長） 

具体的なことで目標と言うよりも、中期計画とか年度計画で挙げる方が適当

ではないでしょうか。そういう意味でパブリックコメントはお聞きしましたが、

直接反映されているものは今の段階ではありません。 

それでは、今申したような形でこの議題は取り扱うということでさせて頂き

ます。 

どうもありがとうございました。 

 

○閉 会 

（上田部長） 

ありがとうございます。おかげさまで評価結果につきましても、あるいは中

期目標につきましても、一段落つかせてもらいました。ありがとうございまし

た。 

そういうことで局長から一言、ご挨拶させて頂きたいと思います。 

 

（村上局長） 

どうもありがとうございました。一言、ご挨拶申し上げます。 

今年度につきましては大変お忙しい中、委員長はじめ、評価委員の皆様方に

おかれましてはご審議ありがとうございます。これから評価結果の取りまとめ

掛かりましたこともこの場を借りて御礼申し上げます。ご審議いただきました

平成 22年度の業務実績に関する評価につきましては最終確認を行ったうえでで

すが、９月 13日を予定しておりますが、松岡委員長から市長へ報告を行って頂

きまして、その後法人へも通知して参りたいと思っております。あと、剰余金

の繰越につきましては、委員会として異議なしとの事ですので、これも併せて

市長に報告させて頂きます。 

これを持ちまして公立大学法人大阪市立大学の第二期中期目標（案）につき

まして、只今のとおり、ご審議いただきました。これを受けまして、市の（案）

として確定の上、10 月の議会に上程致します。今年度は第二期中期目標期間に

おきまして、様々な体制を整えている所です。審議でも議論がございましたが、

経済成長戦略を始め、市の策定した計画に沿って、市大の持つ力を活かした取

組が動き出しております。また、４月に第一報がありましたが、人工光合成に

関する世界的な研究成果が生まれまして、その研究成果の実用化に向けまして

市と市大が一体となって取組もうという気運も出てきております。これからも

支援担当部署として、尽力していきたい。 



先程、部長からもありましたが、評価等に関する委員会につきましては、本

日、一区切りであるが、引き続きご審議いただく事項もあり、今年度、また、

お集まり頂く機会もございますので、引き続き宜しくお願い申し上げます。 

本日はどうもありがとうございました。 


