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資料2-1 

公立大学法人大阪市立大学における第一期中期目標の期間の終了時の検討について(案)

大阪市(以下「市j という。)は、公立大学法人大阪市立大学(以下 f法人Jという。)の第一期中期目標期間が平成24年3月末に終了

することから、地方独立行政法人法第31条に基づき、次のとおり法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の

全般にわたる検討を行う。

1 これまでの評価結果・取組等について

法人は、平成20年度に、学校教育法第109条に規定する認証評価機関である、独立行政法人大学評価・学位授与機構の大学機関別認証

評価を受け、 「大学評価・学位授与機構が定める大学評価基準を満たしている。 Jと評価された。

平成22年度には、大阪市公立大学法人評価委員会(以下 f評価委員会J)において、平成18年度から平成21年度までの業務実績報告に

基づき、第一期中期目標に係る「事前評価」を実施し、中間的な進捗評価としつつも、 「すべての項目において中期計画を上回って実施

できる見込み、ないしは中期計画を十分に実施できる見込みであり、順調に進捗しているJと評価された。

また、医学部附属病院(以下「関属病院J)においては、平成19年度に、公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価

(Ver. 5. 0)の認定を受けたほか、平成初年に肝疾患診療連携拠点病院(大阪府指定)、平成21年に地域がん診療連携拠点病続(厚生労働

省指定)などの各拠点病慌に指定されるとともに、平成22年度から救命救急センターが稼働するなど、病院機能の充実や地域の医療機関

との連携が着実に行われている。

2 偲別の業務にかかる検討について

(1) 検討方法について

第一期中期目標・中期計器の 6年間の取組のうち、 「事前評価Jにおいて 1年目"'"'4年自の取組を、平成23年度に実施した平成22

年度計画に係る業務実績評価において5年目の取組を、それぞれ検証した。これらに、平成23年度計聞に係る進捗状況調査を踏まえ

ることで、第一期中期目標期間における業務全般にわたる検討を行う。

なお検証に際して、平成22年度の「事前評価j 時点で進捗に課題のある事項は無かったものの、意見・指摘事項のうち、残り 2カ

年の取組について指摘されている事項を抽出して検証する。

(2) 教育、研究に関する取組について

参考資料中、①から⑤の各項目を中心に検証した結果、検討を開始してから実施に至るまでに、やや時間を要している取組も見ら
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れるが、社会人教育の充実として制度設計された長期履修学生制度の導入拡大や、全学的な学生の相談窓口である「学生サポートセ

ンターJを平成23年度に稼働させるなど、全体として計画を着実に進めているものと判断される。

なお、研究に関する取組のうち、研究者支援、とりわけ若手研究者や女性研究者に対する支援に関して、研究活動の活性化は大学

教育の質を確保するだけでなく、将来の大阪市立大学を支える基礎となることからも、戦略的研究経費の再構築も含め、研究者支援

について、さらなる取組の強化が求められる。

(3) 社会貢献(地域貢献・産学連携)、国際黄献に関する取組について

参考資料中、⑥から⑧の各項目を中心に検証した結果、奈良県中小企業家向友会と産学地域連携の基本協定を平成23年度に締結し、

また、公開講座等の一元化に向けて取り組むなど、個々の取組については十分に取り組んでいるものの、法人全体としての有機的な

連携が十分取れていないことにより、限定的な効果の発現に留まっている取組も見られる。

公設の大学である大阪市立大学の使命として、地域における社会・経済・文化へ貢献することが求められる。具体例として、市民

の生涯学習の支援や中等教育機関との連携、産学連携などに、継続的に取り組むことが重要となるが、とりわけ公開講座に関しては、

専門家講座における受講生の減少傾向もあり、大阪市立大学の強みを活かした講鹿内容の検討や、新たな社会人教育の展開を踏まえ

た公開講座自体の再構築など、そのあり方について、全学的な視点で抜本的な見蓋しを行うべきである。

(4) 附属病院に関する取組について

参考資料中、⑨の項目について検証した結果、病院長を中心とした病院経営体制を構築し、平成22年度には経営改善に資する管理

会計システムも導入され、ボトルネックとされていた手術室の増室も平成23年度に着手した。今後、附属病院の経営の安定化に資す

るよう、手術室の増室や医療機器の吏新といった取組の効果検証や、管理会計システムによる各種ヂータについて、経営分析のツー

ルとして活用すべきである。

また、医療機器の更新に加え、平成5年の現病院棟建設から17年を経過し、設備の改修等が今後の病院経営に大きな影響を与える

ことから、設備更新、匿療機器の更新に関する整備計画を策定したうえで、計画的な更新を行っていく必要がある。

(5) 法人運営に関する取組について

参考資料中、⑩の項目及び平成22年度までの財務諸表について検証した結果、設立団体である市の市政改革方針に基づき、法人化

初年度である平成18年度から 5年間をかけた運営費交付金の定率削減の実施と、第一期中期目標期間中の市派遣職員の引きあげに対

応しつつ、教育、研究、社会貢献、産学連携、国際化の各本部体制の構築、柔軟な人事制度の活用、戦略的な経費配分の実施など、



法人化のメリットを活かした取組がなされている。

一方で、設立団体である市の厳しい財政状況による運営費交付金の抑制や、市派遣職員の急激な減少なども一因ではあるが、業務

実績評価において、大学の様々な事業、施策に影響が出ていることについて憂慮される点もあり、寄付金や外部資金の獲得をはじめ

とする自己財源の獲得に努め、収入の多様化を図ることと合わせて、教員における経営参画意識の向上、法人固有職員の人材育成な

ど、これからの大阪市立大学を担う人材の開発、育成も重要である。

3 業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討について(まとめ)

大阪甫立大学は、地域における高等教育機会の提供と、知的・文化的拠点として中心的役割を担ってきており、引き続き、その機能を

存続させる必要がある。加えて、これまでの評価結果と最終年度である平成23年度の進捗状況調査から、第一期中期昌標期間において、

法人移行期として運営に必要な体制整備を留るとともに、教青研究活動では選択と集中を図り特筆すべき成果も生まれていることから、

法人化による教育研究活動の活性化が図られている。また、業務運営についても、柔軟な発想により効率化を図り、全体として法人化に

よるメリットが生かされ、同期間における法人の業務遂行が一定の水準で着実に実施されていると認められるため、法人として業務を継

続させることが必要である。

今後、法人において、各検討内容において求められる改善点に留意して法人業務を適切に行い、第ニ期中期目標、及び今後認可予定の

第二期中期計画で求められる水準を着実に達成することを期待する。

なお市は、市と大阪府とを再編し、新しい大都市制度を構築する改革に着手しており、法人と、大阪府立大学を運営する公立大学法人

大阪府立大学との一体経営により、重複学部の再編など教育・研究機能の集中強化を検討していることから、今後、法人においても、設

立田体の改革方針に沿った検討や取組を求める。
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0第一期中期目標期間における主要な取組について

初年次教育検討委員:初年次教育検討委員

会において、初年次教:会報告のとりまとめ

育に関する検討を開:

女合
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初年次セミナー実施 r各学部における初年左記調査の中関とりま

次教育のあり方に関す:とめ及び課題共有の

る調査Jを実施 :実施、教育改善WGに

:よる今後の方向性の取

iりまとめ



⑦地域社!創造都市研究科で、:地域貢献あり方検討委:文学部で高校生など!東住吉区と健康まちづ:市民の健康増進に寄:rQOLプロモー夕、一ー育

会、中等教 i大阪市北誌商業活性:員会の設費 :を対象とする講座を実:くり事業の3ヶ年の事業;与するプロジェクト「サ:成事業jの理念を活用

育 機関との!化協会との協定に基施、 GP終了後もQOL:連携 (クセスフルエイジング jした、市立中学校にお

連携 i づく事業を実施 プロモーター育成を引:教員免許状更新講習 inおおさかjの実施 :ける地域貢献型学習

iき続き実施 jの実施 プログラムの調査研究

:の実施

⑨附属病院

の運堂
病院情報システムの開!病院機能評価(Ver.5):肝痕患診療連携拠点 iがん診療連携拠点病 i救急救命センター稼:患者総合支援センタ

発、スキノレシミュレーシ:の認定 :病院指定 :院指定 :働 :ーの設置

ョンセンターの開設 i看護師初任給の改定 :説内保育所拡充 i病棟クラーク職員の配!患療ソーシャルワーカ!病院内設備改修

:病児保育室新設 置 ;ーの専任配置 (外来フロアトイレ、病

!棟の浴室、局所麻酔

:対応手術室の全身麻

:酔手術室への改修)

F
h
d
 

巳Jl
町、』



ιJl 

00 

0地方独立行政法人法(抄)
第31条 設立団体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地方独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その

組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2 設立思体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなければならない。

0学校教育法(抄)
第109条 大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大誌の定めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備

(次項において「教育研究等j という。)の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状祝について、政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者(以下「認証言軒高

機関j という。)による評価(以下「認証評価j という。)を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であ

って、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この盟りでない。

3 専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設罷の目的に報らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その

他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学践の課程に係る分野について認証圭訓揺を

行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

4 前二項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準(前二項の認証評価を行うために認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。)に

従って行うものとする。

-6 -



資料2-2

公立大学法人大阪市立大学における第一期中期目標の期間の終了時の検討について(案)

に係る各委員からの主な意見

0個別の業務にかかる検討について

-平成 23年度進捗状況調査の内容を踏まえた検討とすること。

0業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討に

ついて(まとめ)

-公立大学法人大阪府立大学との経営統合に係る検討の要請に当たっては、統合による

影響についても大阪市で検討の上、法人へ求めるべきではないか。
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参考資料 1
H23. 11. 1 第4聞評価委員会(参考資料)

中期目標の期間の終了時の検討について(案)

地方独立行政法人法第:31条では、中期目標期間の終了時における設立団体の手続として、

当該法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわた

る検討を、評価委員会から意見を聴いて行い、その結果に基づき所要の措置を講じること、

と定められている。

設立間体の長は、地方独立行政法人の中期目標の期間の終了時において、当該地方独立:

行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる:

検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を講ずるものとする。

2 設立団体の長は、前項の規定による検討を行うに当たっては、評価委員会の意見を聴かなけ i

ればならない。

0考え方及び実施方法

「中期目標の期間の終了時Jについては、業務を継続させる必要性も含めた検討を行う

ことから、現中期目標期間が終了するまでに実施する必要があり、その検討にあたっては、

中期目標期間に係る業務実績等を十分踏まえて行うことが望ましい、と考える。

「その結果に基づき、所要の措置を講ずるJとあることから、検討結果に基づき何らか

の対誌を行うことになるが、これについて他都市においては、次期中期目標に反映するこ

ととしている例が多い。

一方で、検討内容により、中期目標に反映させる以外の「措置」も考えられ、また、必

ずしも現中期目標期関内に所要の措賓が完了することまでは求められていない。

以上の点から、本市においては、次のとおり実施するものとする。

現中期目標期間に係る実績(事前評価、 22年度評価及び、 23年度業務実績の進捗調査)

や、第ニ期中期計画(案)を踏まえて検討を実施し、 2月に開催予定の評価委員会におい

て意見を伺ったうえで、 3月中に確定し、検討内容を法人に通知する。

検討内容については、第二期中期計画期間中に法人が取り組むべき業務運営に関する事

項について、中期計画に盛り込まれる資金計画や収支計調を踏まえた、法人の期務関係に

関する取組のほか、第二期中期計画を実施していくうえで考慮すべき事項全般について、

法人に取組を求める内容を予定している。



参考資料2

大阪市公立大学法人評価委員会傍聴要領

(趣旨)

第 1条 この要領は、大阪市公立大学法人評価委員会運営要縞第3条に基づき、大阪

市公立大学法人評価委員会(以下「委員会Jという。)の会議の傍聴に関し必要な

事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条傍聴を認める定員は 10名とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の 30分前から開催予定時刻までに、

先着順に受付において、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。

(傍聴者の守るべき事項)

第3条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。

( 1 )はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

( 2 )危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3)飲食又は喫煙をしないこと

(4)携帯電話などは受信吾を出さないこと

( 5)写真撮影、録画及び録者は行わないこと

( 6)会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と

意見を表明しないこと

( 7 )会場において、委員長又は事務局の指示に従うこと

( 8)前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行

為をしないこと

(報道機関の特例)

第4条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。

2 報道機関からの取材等の申し入れがある場合の会場内の写真撮影、録画及び録

音についてはこれを認めるものとする。ただし、その方法等については委員長又

は事務局の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第 5条 傍聴者が第3条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれ

に従わないときは、その者を退場させることができる。

2 報道機関が第4条によって認められた報道機関の特例を除く第3条の規定に違

反したときは、委員長はこれを詮意し、なおこれに従わないときは、その者を退場

させることができる。
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(雑則)

第6条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。

間期

この要領は、平成 19年9月5日から施行する。

附則

この要領は、平成24年2月 14日から施行する。
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(参考)

傍線は削除

大阪市公立大学法人評価委員会傍聴要領

(趣旨)

第 1条 この要領は、大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱第3条に基づき、大阪

市公立大学法人評価委員会(以下「委員会Jという。)の会議の傍聴に関し必要な

事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条傍聴を認める定員は 10名とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の 30分前から開催予定時刻までに、

先着順に受付において、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。

3 前項の受付は、定員になり次第終了する。

(報道機関の特例)

第 3条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。

2 報道機関からの取材等の申し入れがある場合の、会場内の写真撮影、録画及び

録音については、議事の開始前まで認めるものとする。ただし、委員長の許可を

得た場合は、この限りでない。

(傍聴者の守るべき事現)

第4条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。

(1 )はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

(2)危験物、ピラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3)飲食又は喫煙をしないこと

(4)携帯電話などは受語審を出さないこと

(5)写真撮影、録画及び録音は行わないこと

(6)会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と

意見を表明しないこと

(7)会場において、委員長又は事務局の指示に従うこと

(8) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行

為をしないこと

(違反者に対する措置)

第 5条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれに
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従わないときは、その者を退場させることができる。

(傍聴者の守るべき事項)

第3条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。

( 1 )はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと

(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと

(3)飲食又は喫題をしないこと

(4)携帯霞話などは受信音を出さないこと

(5)写真撮影、録画及び録昔は行わないこと

(6)会議開催中は静かに傍臆することとし、発雷、拍手その他の方法により公然と

意見を表明しないこと

(7)会場において、委員長又は事務局の指示に従うこと

(8)前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行

為をしないこと

(報道機関の特例)

第4条 報道機関の傍聴については、記者席を殻けるものとする。

2 報道機関からの取材等の申し入れがある場合の会場内の写真撮影、録商及び録

(違反者に対する措盤)

第5条 傍聴者が第3条の規定に違反したときは、委員長はこれを注意し、なおこれ

に従わないときは、その者を退場させることができる。

委譲擁護態経験騒謹厳養護騨醜繍;調態隣家題費~俊樹主連

(雑則)

第6条 この要領に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要領は、平成 19年9月5日から施行する。

隣尉

この要領lま、平成24年2月14日から施行する。



参考資料3

大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱

(目的)

第 1条 この要綱は、大阪市公立大学法人評価委員会(以下「委員会Jという。)の

運営に関し必要な事項を定める。

(会議の公開)

第 2条 委員会の会議は、公開するものとする。ただし、委員会において非公開とす

ることが適当であると認める案件については、非公開とすることができる。

(公開の方法)

第 3条 委員会の公開は、会議の捺聴を認めることにより行い、会議を円滑に運営す

るため傍聴要領を別に定める。

(会議開催の周知)

第4条 公開による会議を開催するにあたっては、その開催日の 1週間前までに開催

日時、場所、議題、傍聴に関する事項、問い合わせ先を市役所の掲示場に掲示し、

かつ、大阪市ホームページに掲載するものとする。ただ、し、会議を緊急に開催する

必要が生じたときは、この限りでない。

(会議録等)

第 5条 委員会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。ただし、委員会を非

公開とした場合、第4号、第5号に替え、議事の要旨とする。

( 1 )会議の日時及び場所

( 2) 出庸者の氏名

(3 )議題

(4)個々の発言内容の要旨

(5)発言者氏名

(6 )その他委員会が必要と認める事項

2 会議録及び会議資料は所定の場所において市民の閲覧に供するものとする。

(雑員11)

第 6条 この要綱に定めのない事項については、委員長が委員会に諮って定める。

附則

この要縞は、平成 17年 10月 31日から施行する。

附則

この要織は、平成 18年 4月 18日から適用する。

附則

この要綱は、平成 19年 9月 5日から施行する。
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