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平成23年度第５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24年２月14日（火）午前10時～11時半 

場 所：大阪市役所 地下１階 第10会議室 

出席者： 

【委 員】（五十音順） 

種田委員、岡野委員、音田委員、楠本委員、堀委員、松岡委員 

【大阪市】 

中尾総務局長、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】 

宮野理事兼副学長、浅井大学運営本部長、 

赤井経営戦略担当課長、川上医学部・附属病院運営本部庶務課長 ほか 

 

○開会 

（上田行政部長） 

おはようございます。本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございま

す。ただいまから、平成23年度第５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。 

まず開会に先立ちまして、２月１日付けで総務局長に就任しました中尾局長よりごあい

さつ申し上げます。 

 

（中尾総務局長） 

村上副市長の後任として総務局長となりました、中尾と申します。よろしくお願いいた

します。２月１日の就任以降、慌ただしい状況でございまして、付焼刃的な知識で非常に

恐縮です。 

委員の皆様方におかれましては、市政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうご

ざいます。今年度は、大阪市立大学の第一期中期目標期間の最終年度ということで、第二

期中期目標の策定を始め、さまざまな面でご尽力をいただきまして、あらためてお礼を申

し上げます。 

橋下市長が就任されまして、非常に速いスピードで改革が進んでおりまして、また、あ

ちこちから様々な意見もいただいておりますが、大学について申し上げますと、大阪府立

大学との統合について、まさに府市統合本部でこれから議論される課題でございます。 

今後とも、委員の皆様のご支援をお願いすることになると思います。 

また、本日の議題であります第二期中期計画、及び、第一期中期目標期間の終了時の検

討は、これからの大学運営にとって重要なものでございます。委員の皆様方には、どうか

忌憚のないご意見を賜りますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（上田行政部長） 

次に、本委員会は、平成23年12月に委員改選のタイミングを迎えた所でございますが、

法人の中期目標・中期計画をご審議いただく重要な年度でもあり、来年度には第一期中期

目標に係る評価を実施してまいることもございまして、委員の皆様方にはもう一期のご就

任をお願いし、ご快諾いただいたところでございます。 

なお、片山委員の後任の方ですが、就任後に本業の人事異動により御都合が付かなくな

ったことから、辞任の申し出がございまして、現在欠員となってございます。後任につき

まして、できるだけ早くご就任いただくべく、改めて人選を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

次に、改選後の委員会では、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条の規定により、

改めて委員長を委員の皆様方からご決定いただくこととなっておりますが、今回は委員の

交代もございませんので、特段のご異論等ございませんようでしたら、引き続き、松岡委

員に委員長をお願いしたいと存じますが、いかがでしょうか？ 

 

（異議なし） 

 

それでは、ご異議なしということで、松岡委員に委員長をお願いいたします。それでは

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） 

引き続き委員長を務めさせていただきます、よろしくお願いいたします。 

 

まず、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条第３項におきまして、「委員長に事故

があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する」と規定がござい

ますので、委員長職務代理者として、引き続き、楠本先生にお願いしたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、本日の議題に入ります。ご連絡しておりますように、本日の議題は２つでご

ざいます。 

１つ目は、大阪市立大学の第二期中期計画（案）に対する意見具申、 

２つ目は、中期目標期間の終了時の検討に対する意見具申、でございます。 

 

まず、最初の議題でございますが、市立大学の第二期中期計画（案）につきましては、

前回の委員会、11月１日の評価委員会で議論をいたしました。 

本日は、法人から正式に案として提出がございましたものにつきまして、あらかじめ委

員の皆様に送付させていただきました。 
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これについて、市長が認可する際の評価委員会としての「意見具申」の内容を確定させ

ることが、１つ目の議題でございます。 

まずは、議論に入る前に、事務局から資料の説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

私から、資料構成についてご説明いたしまして、中期計画（案）の内容につきましては、

法人より説明いただくこととします。 

まず、資料１－１の本編と、附属資料とあります資料１－２につきましては、11月１日

の第４回評価委員会でのご議論、ご意見などを踏まえまして、法人において修正したうえ

で、１月31日付けで提出のあったものです。 

資料１－３は、前回評価委員会における資料からの変更箇所、それぞれの項目の達成水

準、年度評価で使用する指標等について記載しています。 

資料１－４は、資料１－１から１－３までを１月末に各委員へお送りさせていただきま

して、昨日までに事務局あてにいただきましたご意見等をまとめたものでございます。 

なお、資料の通しページ番号で16ページから20ページをご覧ください。この部分は、中

期計画期間中の予算や収支計画などの資金計画部分でございますが、この金額等につきま

して、大阪市が平成24年度予算を、一部、暫定予算として編成しており、市立大学への運

営費交付金なども、４月から７月までの暫定予算となっておりますため、その暫定予算編

成に際し要求している額を元に、６年間の資金計画を構築したものでございます。 

そのため、今後、議会での議論や、平成24年度の本予算編成の状況によりまして、個々

に記載しています金額の変更が生じる可能性がございますので、その点をご理解いただき

たいと思います。 

変更がございましたら、その時点で、中期計画の修正を行う予定でございます。 

それでは、計画等の詳細につきまして、法人より説明いただきます。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

それでは、私からご説明いたします。中期計画（案）につきましては、11月１日のご審

議以降、法人内で経営審議会等での議論を進めてまいりまして、２月の初めに大阪市へ最

終案として提出いたしました。 

前回、ご審議いただいた内容から何点か変更しておりますので、その点についてご説明

いたします。 

資料１－３をご覧ください。 

まず、資料の構成でございますが、表の左側に中期目標がございまして、真中に中期計

画（案）、その右側に、具体的内容と達成水準、中期計画について、具体的に何をしてい

くのかを細かく記載しております。一番右の欄は、評価指標等としまして、毎年の年度計

画でこういったことを具体的な数値としてお示しできればと考えております。記載してい

るものすべてを毎年出すわけではなくて、その年度の取組に合った指標を用いたいと考え

ております。 
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変更のあった部分でございますが、基本的な変更点として２つございます。１つ目は、

橋下市長の就任によりまして、府と市を一体とする機構改革が進んでございます。そうい

ったことから、大学の果たす役割について、これまでの市を中心としたものから、広域行

政に対するものへと変わってきておりますので、中期計画上も大阪市だけはなく、より広

く視点を広げた記載に変更しております。 

２つ目は、国の事業仕分けにおきまして、大学に関わる予算が仕分けられたものがござ

いますので、これと関連する計画について、修正をしております。 

まず、通し番号39ページ、項目番号では６番でございますが、当初計画では「OCUキャ

リアデザインシステム」を構築し、学生個人単位のプログレスファイルを活用した学生自

身の自立的、自律的なキャリアデザイン力の育成を支援、ということを考えておりました

が、「OCUキャリアデザインシステム」は国の補助金により実施する予定でございました

が、事業仕分けにより当該補助金が廃止されました。大学としては、就職支援と学生の学

習支援により「OCUキャリアデザインシステム」を構成する予定でございましたが、就職

支援システムはすでに完成しておりますが、学生の学習支援の部分への展開ができなくな

りましたので、システムの教育に関する部分を削除しております。 

なお、システムの構築はできなくなりましたが、これに代わる学習支援について、教育

の観点から引き続き学内で検討してまいりたいと考えております。 

続きまして、40ページ、10番～11番でございますが、これらは元々市の成長戦略に基づ

く取組でございましたが、市の成長戦略が、府の成長戦略と一体として再構築されること

になりましたので、市の成長戦略に係わる部分を削除したことと、10番につきましては、

大阪の文化資源の開発に伴う人材育成、大阪観光を英語力等でフォローできる人材の育成

について、文学部を中心にまとめておりましたが、成長戦略から離れて、フリーハンドで

検討することとし、社会人教育に係るコースを設立することといたしました。 

次に、43ページ、27番につきましては、「OCUキャリアデザインシステム」に関する修

正です。29番は都市研究プラザに関する取組ですが、「市政」より広い視点に立つという

ことで「都市」と言い換えております。 

それから、45ページの39番です。市のさまざまな研究機関との連携などについて記載し

ておりましたが、市に限らず、大阪の研究機関との連携を進めていくとともに、市の「創

造的連携プロジェクトチーム」が、今後、行政と大学との間でどう構築されていくかとい

う点が不透明になっておりますので、削除したものです。 

41番でございますが、これも「大阪市」の言い換えに関する修正でございます。 

42番につきましては、都市健康・スポーツ研究センターにおいて研究に関する部分の計

画を明記するということで修正しております。 

47ページをご覧ください。52番の国際センターについては、表現の具体性について前回

の委員会でご指摘いただきましたが、国際センターは全学の国際化を取りまとめる部分で

ございまして、現在策定している1stアクションプランについて、PDCAサイクルに沿った

国際戦略を進めていくことを明記しております。 

53番から60番までは、附属病院に関する計画ですが、前回の評価委員会において表現の
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具体性を持たせるようにということで、３か所、修正しております。 

50ページに飛びまして、84番、国際交流の安全対策ですが、元々「緊急時安全マニュア

ル」の策定を盛り込んでおりましたが、当該マニュアルが年度内に策定できることとなり

ましたので、それを活用して国際交流の安全対策を図っていくこととしております。 

以上が、中期計画（案）の修正点でございます。また、具体的内容と達成水準につきま

しても、特に具体的に何をするかについては詳細に記載するよう努めておりますが、どこ

までするかにつきましては、府大との関係も含めて不透明な部分が多くございますので、

一定の表記にとどめてございます。 

今後、年度計画の策定にあたりましては、取組は文章として、達成水準や指標等はその

脇に併記することを検討しております。 

 

加えまして、府大との関係におきまして、府市統合本部で今後の府大との統合など、ス

ケジュールも含めて検討されていまして、方向性が出てまいりますと、中期計画、あるい

は中期目標についても変更する必要がございますし、統合ということになりますと、目標

や計画は法人ごとに策定しますので、新法人における中期目標や中期計画として、市大に

関する取組を検討することになります。そういったことが将来的には生じてまいりますが、

現在の状況の中での６年間の計画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） 

はい、ありがとうございます。ただいま、資料１－３を中心に、説明していただきまし

た。 

本日は、ただいまの説明もふまえまして、第二期中期計画（案）を市長が認可するに際

しての、評価委員会としての意見をとりまとめたいと思います。 

今回は、あらかじめ見てきていただいておりますので、分野ごとにくぎるのではなく、

全体的にご意見やご質問を適宜提示していただいて、意見具申をまとめていきたいと思い

ます。既にご意見を出していただいたものもあるかと思いますが、それも含めて、お願い

したいと思います。 

 

（種田委員） 

先ほど法人の説明にもありましたが、法人統合や市大改革の方向性によっては、中期計

画を修正する必要があるということです。橋下市長が就任されてから、すごいスピードで

改革が進んでいるようですので、もし一年以内に必要となれば中期計画を修正することに

なるわけですが、これまでの作業とこの中期計画（案）は、市長選前の考え方で進めてき

たものですから、それに対して橋下市長から何かコメントは無かったのでしょうか？ 

 

（松岡委員長） 

その点について、今後のスケジュールも含めて事務局から説明していただけますか。 
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（山内大学支援担当課長） 

ご説明します。 

第二期中期目標については、既に議会で議決をいただいておりますので、その第二期中

期目標に沿った第二期中期計画（案）ということになりますが、本日いただく予定の意見

具申を踏まえまして、まずは、３月末までに、この中期計画（案）について、市長にご説

明して認可をいただきます。 

現在、府市統合本部で検討を進めております改革案につきましては、まだ具体的な内容

もまとまっておらず、意思決定もこれからでございますが、場合によっては、中期目標か

ら変更をする必要が生じる可能性もございます。中期目標が修正されれば、中期計画も修

正を行う必要がありますが、現段階で中期計画の修正を行うには、検討内容の具体性に乏

しいこともございますので、困難な状況でございます。 

従いまして、一旦、既決の中期目標に対する中期計画として認可いただいたうえで、改

革案が固まった時点で、評価委員会にもおはかりしまして、修正を行うことを考えており

ます。 

 

（種田委員） 

実際は議会の意向もありますし、詳しくは分かりませんが、府知事時代に府大と市大の

統合案を出した方で、府大もどんどん改革していった方が市長に就任されたわけで、統合

の方向性はもう決まったようなものだと思います。 

統合してハイレベルな大学を目指すという計画が今後出てくるのかもしれませんが、現

状の市大と府大のままであっても、もっとレベルを上げた計画が必要じゃないか、という

ようなことを、市長がおっしゃられるのではないかと思うのですが。 

そうなると、１年以上も練った内容ではあるのですが、改革のスピードが思った以上に

早いようですから、今ここでこの資料を元に議論をして意見を出しても、すぐにひっくり

返ってしまうようなことになってしまうのではないでしょうか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

種田委員のおっしゃるご心配もごもっともだと思います。 

ただ、中期計画は、中期目標とともに法人運営の根幹をなすものでございまして、現中

期計画は３月末で終わりますが、大学は切れ目なく続いていきますので、４月１日以降も

切れ目なく中期計画をつなげていく必要がございます。次の計画が出来上がるまでの運営

の基礎となる中期計画が必要でございます。 

そのために、一旦３月末までに中期計画を認可いただいて継続的に法人運営を行いつつ、

改革を反映させた新しい中期目標や中期計画を策定して繋いでいくことになります。 

府市統合本部での検討を踏まえ、しかるべき意思決定がなされて、法人のあり方が確定

しましたら、また本評価委員会におきまして、中期目標や中期計画の修正についての議論

をお願いし、意見を頂戴することになります。 
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（楠本委員） 

現在公式に決まっている第二期中期目標があって、まずは、それに基づいた中期計画を

策定していかなければならない、ということで、この中期計画（案）が出てきているので

すね。 

 

（松岡委員長） 

府市統合本部において、ある程度の方向性というか、大学に関する改革案が具体的に出

る、というのは６月でしたか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

現在のところ、６月までに大きな方向性を出す、としております。 

 

（松岡委員長） 

それがどういう形になるかというのは、まだ今の段階では分かりませんので、まずは、

その方向性が出て、それから見て第二期中期目標をどう修正するか、ということを経て、

第二期中期目標の修正案が出てきて、それを踏まえて大学の第二期中期計画の修正案が出

てきて、評価委員会として、それぞれの修正に対して意見具申を行う、ということになり

ます。 

今の段階では、おぼろげな方向は見えてきておりますが。 

 

（種田委員） 

それを見て、大学から「大阪市」などの部分を修正したわけですね。 

 

（楠本委員） 

先日、学長名で法人統合に関する書簡をお送りいただいておりますが、それについてよ

ろしいですか。 

まだ何も分かっていないので、はっきりとは書かれていませんでしたが、法人を統合し

てしまうと、大学も１つにしないといけないんですか。それもまだはっきりしないんでし

ょうか。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

市長選のマニフェスト、あるいは府知事選のマニフェストを読みますと、「大阪市立大

学と大阪府立大学を一体的に経営し～」とございます。その「一体的経営」がどういう形

を意味しているのか、というような議論を、おそらく府市統合本部で今後詰められていく

のではないかと考えております。 

学長の書簡につきましては、両大学が一つの法人の中で切磋琢磨して、連携と競合をし

ながら、共に進化していくという、ひとつのイメージを元に書かせていただいたものです。 

 



- 8 - 

（音田委員） 

新たな大学を作る以外の統合の方法はあるんでしょうか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

京都府など、２つの公立大学を１つの法人で持っている例もございます。 

 

（楠本委員） 

まだそういったことを議論している最中なんですね。 

 

（松岡委員長） 

いろんな例があると思います。外国では、カリフォルニア州立大学のように、設置者は

カリフォルニア州で、大学は10くらいあります。それが世界ランキングで100位の中に７

つも入っているような状況だったと思います。 

 

（堀委員） 

ロンドン大学も、その下にカレッジがいくつかあります。 

 

（松岡委員長） 

そこら辺りは今後検討されるのだと思います。 

６月の方向性の決定に向けて、法人としても何か準備的なことはされているのでしょう

か。差し支えのない範囲で教えていただければと思います。 

 

（宮野副学長） 

私からご説明いたします。 

橋下市長が市長選マニフェストにおいて、「大阪都公立大学法人によって、重複した学

部を整理し、学校マネジメントを学ぶことができる新たな教育学部、高付加価値分野の理

工系、あるいは医学系等の学部の設置」と言っておられます。それを受けまして、正式に

就任される前ですが、12月５日に市を通じまして、マニフェストの内容について具体的に

検討を始めるよう、指示がありました。 

それを受けまして、法人で12月12日に理事長を本部長とする法人統合戦略本部を設置し、

４つの部会を設けております。法人統合を検討する部会、理系学部のあり方検討を行う部

会、医学系学部のあり方検討を行う部会、そして、教員養成分野の検討を行う部会、でご

ざいます。 

昨年28日には、先ほどございました理事長の見解を市大ホームページに掲載するととも

に、評価委員の皆様にもお送りいたしました。 

この見解の中でも触れておりますが、法人としましては、法人統合の意義としまして、

２つの大学が教育研究資産を相互に活用することによって連携を強めて、それぞれの弱み

の補完、あるいは、強みを強化することができればいいのではないかと考えております。
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さらには、お互いに切磋琢磨をして発展していく、力強い大学共同体として、大きな役割

を果たすことができるのではないかと考えている所でございます。 

特に、２つの大学の経営を一体化することで、公立大学として最大規模の大学法人が誕

生しますので、公立大学の制約と言われております課題などについて、国に対して働きか

けていく力が高まることも考えております。 

新しい大都市制度や地方分権の改革が速いスピードで進められていますけれども、大阪

から地域の高等教育の中核となる公立大学の姿を示すことができれば、高等教育の改革の

中で、その先駆けとしての役割を果たすことができるのではないかと考えております。 

昨年の12月27日に府市統合本部が設置されましたが、これを受けまして、１月５日に府

立大学との間で、法人統合検討協議会を立ち上げまして、両大学での協議を進めておりま

すが、この協議会では、府市統合本部での議論を踏まえまして、法人統合のメリットを生

かした大学運営、具体的には、産学連携や地域貢献、国際交流といった分野で、両者一体

として運営していくメリットがある分野ではないかとしております。こういった分野の具

体的な方針や法人統合に向けた諸課題の調整を行っていくことを協議会の目的としており

ます。 

この協議会のもとに、企画運営、人事、財務、財産の４つのワーキングを設けて、それ

ぞれ活動を始めてございます。２月１日に第１回の協議会を開催しまして、情報共有や意

見交換を行ったところでございます。ここでは、両大学のさらなる発展を目指して、前向

きに検討していくということを確認しております。 

以上申しあげましたように、大学内部、あるいは府大との間で検討体制を整えつつある

所でございますが、いずれにせよまだ現状認識や情報交換にとどまっている状況でござい

ます。府市統合本部での検討も、まだ緒に就いたばかりという感じのようですが、今後、

具体的な法人統合のスケジュールですとか、統合形態について示されてきますと、より活

発な議論になってまいるのではないかと考えております。 

以上でございます。 

 

（山内大学支援担当課長） 

市の動きについて補足いたします。 

１月25日に、府市統合本部で議論するテーマについて特別顧問に就任いただいておりま

して、その特別顧問による第１回のヒアリングが行われました。この時は、法人は参加し

ておりませんが、府と市の大学支援担当が同席しまして、現状の報告を中心に行いました。 

ご存じのように、府大が平成24年度から学部等の改革を実施いたしますこともありまし

て、府大の改革が進んでいる印象がございまして、市大の改革をもっと進めていく必要が

あるというご意見をいただきました。 

次回の開催は未定でございますが、法人も加わって、さらに議論を深めていく必要があ

るということでございます。 

 

（松岡委員長） 
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ありがとうございます。 

 

資料１－２の附属資料について、これが非常にコンパクトによくまとめられていると思

いますが、これがどういう風に変わっていくことになるのでしょうか。法人として、どう

しても残していきたい部分はどこなのか、ということも含めて、これをどのように変えて

いくのかということをおそらく考えておられるのではないかと思うのですが。 

府立大学にも、このような現計画を分かりやすくまとめたものはあるのでしょうか。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

府立大学は平成21年度に改革プロジェクトを立ち上げられまして、今年の入試、平成24

年度入学生から新しい、これまで７学部あったものが４学域ということで、非常に大きな

改革をされているというイメージがございます。 

そういった中で、総合大学と言うよりは、理系に特化された改革を実施されているとい

うことでございます。 

市大としては、「第二期中期計画に示す『新・市立大学』像」をベースに今後６年間を

取り組んでいこうということで、この間議論を進めていただいておりますが、これにつき

ましても、先ほど中期計画（案）の修正点で申し上げましたような、「大阪市」というイ

メージを、より広域の視点に変えて表記を修正しております。 

基本はこれに沿いつつ、中でも地域貢献、産学連携、例えば共通教育とか、いろいろ府

大と連携を密接にする中で、これをさらに発展させる形で、改正していきたいと考えてお

ります。 

 

（松岡委員長） 

府大は理系中心という改革でしたが、市大はコンパクトとありますが都市型総合大学と

して、総合大学については堅持するという立場で書かれていますね。 

 

（楠本委員） 

いろいろ工夫されているようですが、これまでの組織をいかに有機的につなぐかという

ことに腐心されているのを感じます。組織はいじらないという姿勢ですね。府大との違い

はそこにあると思いますね。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

組織については、府大とはだいぶ違います。協議会におきましても、府大の教員組織と

の違いなども明らかになっておりますので、そのあたりをどういった形で市大と融合させ

ていくかということが今後の議論になってまいるかと考えております。 

 

（松岡委員長） 

法人は一つにするけれども、ある程度独立性を保っていくのかどうか、そうでないのか。 
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（種田委員） 

橋下市長の著作を読みますと、形を変えないと改革にならないという考え方のようです

ね。形を変えれば、役人はそれに沿って動くから、政治家としてはガラッと形を変えるん

だ、というような主張ですね。 

元々、近くに２つあって補助金が高いという話からスタートしていますから、形は変わ

るんだろうなと言う印象を持っています。議会があるからどうなるかわかりませんが、形

を変えるというイメージが、市長の頭にはあると思います。府立大学の形を変えたという

実績がおありですし。 

市は「橋下流」に慣れてないでしょうから、おそらくトップダウンで指示が来るんでし

ょうね。 

 

（中尾総務局長） 

よろしいでしょうか。 

府市統合本部の中で、職員基本条例ですとか、教育の問題ですとか、さまざまな議論が

先行しておりますが、それらを見ておりますと、例えば教育基本条例ですと、府と市の教

育委員会同士が協議会を作って、中身を事務的に議論しております。そのうえで、府市統

合本部において事務方から意見を述べて、それに対して、知事、市長、特別顧問、特別参

与の方々からいろいろご意見を、教育基本条例では事務方案はかなり変わったようですが、

議論をいただくようになっております。 

「こうあるべきだ」というイメージはお持ちですので、最終的にその枠にはまっていな

ければ、なぜそうするのか、というやり取りをかなり行って、市民視点からどうかという

観点で最終的に決められるようです。 

ですので、当事者同士での議論はやるけれども、それで決定するとは限らない、最後は

政治が決めるというスタンスで動いておりますので、市大と府大の統合問題につきまして

も、かなり議論があるのではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

まぁ、それはそれとして、まずはこれまで積み重ねてきたものについて、丁寧に説明し

ていくことが必要でしょうね。 

 

ちょっと内容が変わりますが、資料１－１から１－３までありますが、それぞれの関係

について、どういう風に理解すればいいですか。 

例えば、この中期計画に基づいて評価をする際に、正規には資料１－１だけなのか、３

つとも含めて正規の中期計画なのか、その説明をお願いします。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

資料１－１は「本体」と申しておりますが、第二期中期計画として公表するものとしま
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しては、本体と、資料１－２の「附属資料」でございます。 

資料１－３につきましては、今後、自己評価をするための、あるいは、評価委員会で業

務実績評価をいただくための資料となってまいります。 

例えば、現在の業務実績評価におきましても、中期計画という欄がありまして、その下

に達成水準を明記しております。そこにはまってまいりますのが、資料１－３の右から２

列目の「達成水準」を使わせていただいて、毎年度の業務実績評価については、達成水準

を見ながら、どこまで進捗しているかということをご審議、ご判断いただければと思いま

す。 

 

（松岡委員長） 

年度ごとに計画を作られて、それを評価しますから、資料１－３を年度ごとに詳細にし

ていくということですね。また、年度計画全体の評価もしていかないといけませんので、

その時には、資料１－３で記載したことがどの程度できているのか、ということになりま

すので、そういう点では、資料１－３も我々から見れば中期計画（案）の中身ということ

でいいですね。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

認可いただいた中期計画としては公表いたしませんが、業務実績報告書の記載内容とし

て公表していくことになる資料でございます。そういう意味では、資料１－１から１－３

まですべてオープンになる資料でございます。 

 

（種田委員） 

市長の承認をいただくのは？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

現時点では、法人からの説明通り、正式な中期計画としては資料１－１、その附属資料

として１－２について市長の認可を得ることとし、資料１－３は説明資料として取り扱い

たいと思います。 

 

（楠本委員） 

機構を使って組織を横に連携させることを認めていただけるかどうかですね。 

 

（松岡委員長） 

今の段階では、これで粛々と進めるほかないでしょうね。 

ほかにいかかがでしょうか。個別の件でのご意見はよろしいでしょうか。 

 

（岡野委員） 

先ほど説明いただきましたが、資料１－２も「大阪市」という所は修正しているのでし
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ょうか。あまり変わりがないように感じますが。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

例えば、通しページで29ページになりますが、「都市防災研究」について、元々大阪市

としていたところを大阪に変えていたり、30ページに国際研究ネットワークの拠点化がご

ざいますが、市の海外事務所の統合という話がありましたので、それを踏まえた修正をし

ている所でございます。 

また、この資料そのものについても、25ページですが、市大を一言で表すものとして

「都市型総合大学」など種々ございましたが、「グローバルな都市研究の創造拠点」とい

うフレーズを新しく位置付けております。 

ただ、現時点では、市大は大阪市会で議論されて大阪市から運営費交付金を交付される

団体ですので、大阪市や市政といったフレーズが全くないわけではありません。 

 

（松岡委員長） 

いずれにしましても、目標、計画とも不透明な部分はございますが、現段階での中期目

標に基づく計画であるということで、地方独立行政法人法に基づき、委員会として、この

中期計画（案）に対して何らかの意見表明をする必要がございますので、評価委員会とし

ての意見を「本案どおり認可することが適当である。」ということにいたしますが、よろ

しいでしょうか。 

 

（楠本委員） 

「うめきた」に関する計画も入っていますが、これもどうなるかわからないでしょうね。 

 

（浅井大学運営本部長） 

健康医療分野に関する取組を実施する予定でございますが、これにつきましても、市の

計画調整局と鋭意調整中でございます。 

 

（堀委員） 

資料１－４ですが、資料１－１には反映されていないようですが、これの取扱はどうな

るのでしょうか。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

大学としては、こういった案として市へ提出しておりますので、今後、市から修正指示

があればそういった修正を踏まえて認可いただくものと考えております。 

例えば、資料にありますように、正式な名称になっていないという点は当然修正すべき

ものと考えております。 

 

（山内大学支援担当課長） 
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本日の資料には間に合っておりませんが、法人に対して、用語や用例の正確な表記につ

いて修正指示をいたします。 

 

（松岡委員長） 

最後に、改めて、中期計画（案）のこれからの取扱いについて、簡単に事務局から説明

をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それではご説明いたします。 

中期計画は、中期目標とともに、地方独立行政法人法上、法人の業務の根幹をなすもの

と位置付けられておりますので、現中期計画と切れ目なく成立する必要がございます。 

本日、評価委員会としての意見をいただきましたので、これを踏まえまして現中期計画

が満了する３月末までに、市長の認可を得てまいりたいと考えております。 

なお、先ほども申しあげました通り、大きな方向性が出てまいりましたら、改めて改正

の手続きを行いたいと思います。以上です。 

 

（松岡委員長） 

 それでは二つ目の議題に入ります。 

 中期目標の期間の終了時の検討につきましては、市長が行うことですが、評価委員会の

意見をきくことになっております。 

 

また、前回の評価委員会におきまして簡単に触れましたが、その検討にあたっては、現

中期目標の実績や進捗状況をできるだけ正確に把握できるように、という考えから、事前

評価や22年度評価に加えて、23年度評価は来年度に正式に実施いたしますが、大学から回

答いただいた23年度計画の進捗状況も組み込んだかたちで案を作成することとしておりま

す。 

案につきましては、１月中旪に各委員宛て意見照会させていただきましたが、頂戴した

ご意見等をふまえまして、修正を加えたものが資料２－１、いただいたご意見をまとめた

ものが資料２－２でございます。 

それでは、まず、それぞれの資料の説明と、今後の取扱いについて、事務局から説明を

お願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは説明いたします。 

はじめに、参考資料１として、前回評価委員会で説明しました資料を60ページに添付し

ております。ご説明は省略させていただきますので、適宜ご参照ください。 

 

それでは、資料２－１でございます。53ページをご覧ください。 
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地方独立行政法人法第31条に規定されています、大阪市立大学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につきまして、まず、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や、平成18年度から22年度までの

当評価委員会におけます業務実績評価や事前評価によりまして、大阪市立大学が、大学と

しての機能を充足し、法人として市から求められた目標を着実に実施してきていることを、

確認しています。 

また、医学部附属病院につきましても、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)の認定や、各種拠点病院として指定を受けてきていることなどから、

地域の基幹病院としての機能を発揮していることについて、確認しております。 

 

次に、個別の業務に係る検討としまして、これまでの業務実績評価や事前評価に加えて、

法人が実施しました平成23年度計画の「進捗状況調査」に基づき、平成22年度に実施しま

した事前評価における指摘事項を中心に、直近の進捗状況について報告を受け、これらを

基に、中期目標の構成に沿って、第一期の業務の進捗状況を確認しております。 

なお「進捗状況調査」につきましては、毎年度、法人が業務実績報告書を作成するため

の事前準備として、独自に行っているものでございます。業務実績報告書自体の完成はま

だまだ期間を要しますことから、市から、テーマや項目をピンポイントで法人に確認を行

い、法人からの回答を資料２－１中の参考資料として、56ページから表にまとめておりま

す。 

 

これらを踏まえまして、55ページになりますが、平成18年度から23年度の、第一期中期

目標期間における法人の業務遂行は、一定の水準で着実に実施されていると認められます

ことから、今後についても、法人として業務を継続させることが必要である、と判断して

おります。 

 

そのための所要の措置につきましては、「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、第二期中期目標、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」とし、現段階では何かを特定した所要の措置は検討し

ておりません。 

 

ただし、なお書きとしまして、先ほどから議論になっておりますが、現在、大阪府と市

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いますことから、大阪市立大学

につきましても、法人の再編や大学の学部構成の再検討、重点投資分野の検討などを設立

団体側の議論に沿って進めていただくことを求めております。 

 

資料２－２は、いただきましたご意見をまとめております。 

個別の業務にかかる検討についてのご意見につきましては、平成23年度進捗状況調査の

内容を踏まえて、資料を修正しております。次の、経営統合に係る検討の要請に関しまし
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ては、先ほど申し上げた通り、６月の取りまとめに向けて、現在検討中の事項でございま

して、現時点での表現としましては、現状についての記載を盛り込ませて頂くかたちとな

っております。 

本日、ご意見具申頂きましたら、３月末までに市長の承認を頂き、法人に対して指示す

ることになっておりますので、よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。ただいま、資料の説明がありました。 

本日は、これらをふまえ、中期目標期間の終了時の検討（案）についての委員会として

の意見をとりまとめたいと思います。 

 

平成23年度計画の進捗状況については、文書の中でも触れられており、暫定的ではあり

ますが23年度の状況についても踏まえたかたちで検討されていると考えられます。 

平成23年度の業務実績に関する評価については、来年度の評価委員会で、改めて正式に

実施することになりますが、現時点での法人からの状況報告ということで、ご認識いただ

ければと思います。 

この検討（案）について、ご意見ございましたら、よろしくお願いします。 

 

最後のなお書きの３行については、議題１でも検討したところですが、現段階ではこれ

でやむをえないかと思いますが、もう少しこの点でご意見・ご質問がありましたら、再度、

伺いたいと思います。 

 

（種田委員） 

 この検討案について議決が必要なのですか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

 議会には上程いたしません。市として行う検討です。市長の認可、決裁を予定しており

ます。大阪市として法人へ示すものであって、３月末までに行わなければなりません。 

 

（種田委員） 

 市として第一期の状況をどう考え、これからこういうふうにしていくということを示す

ものですね。 

 

（松岡委員長） 

 だから、今の段階ではまだ方向性がはっきりわからないから、なお書きのかたちにしな

いと仕方ないといえるのではないでしょうか。 

 

（堀委員） 
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 私はこれでいいと思います。これを記載しないという考え方もありますが、既に議論が

始まっているわけですから。 

 

（松岡委員長） 

 府市統合本部が設立されて議論の俎上にある以上、なお書きで加える方が適当でしょう。 

 

（楠本委員） 

 大学同士も議論を始めているわけですから。 

 

（松岡委員長） 

 それではこれでよしとさせていただいてよろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

それでは、地方独立行政法人法に基づき、委員会として意見表明をする必要がございま

すので、評価委員会としての意見を、「本案は適当と認める。」ということにいたします。 

文言の調整等は、お任せいただきたいと思います。 

 

それでは最後に、その他の議題としまして、大阪市の委員会全体にも関わることですが、

当委員会の傍聴要領の改正について議論したいと思います。 

資料は、「参考資料２ 大阪市公立大学法人評価委員会傍聴要領」と、「参考資料３ 

大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱」です。 

まずは、経過も含めて、事務局より説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは説明いたします。資料は61ページからでございます。 

本市の審議会は、「審議会等の設置及び運営に関する指針」に基づき、個人に関する情

報で特定の個人が識別されうるなどの情報を取り扱う場合や、公開すると円滑な議事運営

等が著しく阻害され、その目的が達成できないと認められる場合を除き、公開を原則とす

ることとしております。 

本委員会につきましても、この考え方に則りまして、参考資料３にございますとおり、

大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱第２条において会議の公開を原則とし、第３条に

おいて、会議を円滑に運営するための傍聴要領を別に定めることとしております。ですか

ら、この委員会は原則、公開となっているところです。 

 

これについて、このたび、本市庁内会議の原則オープン化、報道機関に対し、議事の冒

頭だけでなく全議事についてオープンにしていこうという、新たな方針が打ち出されまし
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た。その中で、庁内会議に該当しない会議であっても、庁内会議と同様に、可能な限り報

道機関への積極的な公開に努め、色々な情報を市民へ提供していくとすることがうたわれ

ております。 

 

これをふまえまして、当委員会におきましても可能な限り報道機関への積極的な公開に

努めることといたしたく、資料２にございますとおり、傍聴要領の改正案をお示ししてお

りますので、ご説明いたします。 

63ページをご覧ください。傍線を引っ張っている箇所は削除対象、太字で記載している

部分が改正箇所の案でございます。 

 

一点目、傍線第3条について、「報道機関からの取材等の申し入れのある場合の、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」、開始後については委

員長の許可が必要である旨、定めておりましたところを、64ページ太字第4条のとおり、

開始の前後を問わず、認めるとする改正案でございます。そして、その方法については委

員長や事務局の指示に従うものとするかたちにしております。 

 

二点目、傍線第4条について、条文は変えておりませんが、63ページ太字第3条のとおり、

順番を「報道機関の特例」の前へ移しております。これはまず、一般的な傍聴についての

規定をおいたのちに、その特例である報道機関の傍聴、取材についての定めを行うかたち

に整理するためです。条文は変えておりません。 

 

そのうえで、三点目、傍線第5条について、64ページ太字第5条のとおり、違反者に対す

る措置を定めております。第一項は傍聴者について、第二項は新たに報道機関について規

定しております。第二項については、第4条に認められた特例を除く第3条の規定に違反し

たときとし、念のための規定を作らせて頂いております。 

以上、このように傍聴要領を改正いたしまして、委員会の冒頭だけでなく、議事の全体

を通じて写真撮影等など、取材をオープンにしていくこととさせて頂きたいと考えており

ますので、よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。 

 実質的な面は要するに、議事の前に限っていた写真撮影等を議事の開始後も認めるとい

うことです。後は、条文の順番などを整理したということです。 

 これは、市の会議を全体的にこういうかたちに変えていくということですね。 

 

（山内大学支援担当課長） 

 さようでございます。 
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（松岡委員長） 

 傍聴についてはこれまでも認めていましたね。 

 

（山内大学支援担当課長） 

 はい、認めております。 

 また、報道機関の写真撮影等につきましても、委員長の許可を得れば開始後も認めるこ

ととしておりました。 

 

（松岡委員長） 

 はい、ですから実質的にはあまり変わりがないということになります。では、ご意見、

ご質問がないようでしたら、次回からこのようなかたちで行わせていただきます。 

 

（異議なし） 

 

 それでは、最後に、来年度のおおまかな予定を説明していただけますか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

 まず、23 年度の業務実績評価、それから第一期中期目標期間全体の６年間の評価を来

年度はお願いすることになります。全体の評価につきましては、22 年度に事前評価を実

施しておりますので、それをベースに全体評価を行いますので、22 年度に行いましたよ

うに作業部会をつくっての詳細な評価は予定しておりませんので、３回程度の開催を考え

ております。 

 時期的には、５月末に法人から業務実績報告書が提出されますので、それ以降、６月下

旪ないし７月の早い時期に第一回を開催いたしまして、９月までには最終的な評価結果を

報告していただくとともに、剰余金の繰越に関する意見具申については毎年、財務諸表の

承認に関する意見具申とあわせてお願いしておりましたが、来年度は第一期中期目標期間

全体で蓄積された剰余金の繰越についてもご意見を頂くこととなっております。 

 ですから、第一期中期目標期間全体についての評価と剰余金繰越についての意見具申、

この二点が来年度、新たにお願いすることとなります。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。 

 それから、来年度は、先ほどからいっておりますように、中期目標自身の修正の可能性

もあり、それについて意見具申をするという可能性も十分にあると思います。 

 ６月に大方向が示され、すぐに目標の修正となるかは今はわかりませんが、修正という

ことになれば、それに伴う委員会の意見具申が必要になると思います。それがいつになる

か、ということは今はわかりません。 
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（種田委員） 

 おそらく早いでしょうね。スピード感がありますから。 

 

（松岡委員長） 

 もし、修正の必要がないということでしたら、先ほど説明のあったとおり、３回ぐらい

開催する予定ということです。 

 何かほかにご質問・意見はないでしょうか。 

 それではほかになにもないようでしたら、これで委員会を終わらせていただきます。お

疲れ様でした。 

 

 

 

 

 


