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平成24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24年７月26日（木）午前10時～午前12時15分 

場 所：大阪市役所 Ｐ１階 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、松岡委員長 

【大阪市】 

中尾総務局長、上田行政部長、岩谷大学支援担当課長、橋本総務担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長、手島法人運営本部事務部長、 

川上医学部附属病院運営本部事務部長、赤井法人運営本部企画総務課長、 

西川医学部附属病院運営本部経営企画課長 

 

○開会 

（上田行政部長） 

本日は、お忙しい中、早朝よりお集まりいただき、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成24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。 

今年度は、例年の年度評価に加え、地方独立行政法人法第30条の規定に基づき、第一期

中期目標期間にかかる評価のご審議もお願いしております。 

また現在、大阪府立大学と大阪市立大学の統合が検討されています。今後、大阪府市統

合本部で両大学の将来ビジョンが策定されましたら、評価委員会として第二期中期目標あ

るいは第二期中期計画の修正にかかる検討、および意見具申を行っていただくことも考え

られます。 

委員の皆様におかれましては、昨年度に引き続きまして、多大なるご協力を賜ることに

なりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

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、はじめます。 

本日は、法人より桐山副学長、宮野副学長にご臨席いただいております。適宜、ご発言

を頂くことになると思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

本日は議題が２点ありますが、まず始めに事務局から、今後のスケジュールについて説

明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

今後の評価委員会のスケジュールについてご説明いたします。 
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評価の確定までは、今回の評価委員会を含めて、３回、開催する予定です。 

本日第１回目の評価委員会につきましては、平成 23 年度および第一期中期目標期間の

業務実績評価について、評価の妥当性やその他意見について検討を行うこととしています。 

 第２回評価委員会につきましては８月31日を予定していまして、平成23年度および第一

期中期目標期間の業務実績評価について、法人からの意見聴取を主に行いながら検討を進

めていただく予定です。併せて財務諸表等の概要説明も行います。 

 第３回評価委員会は９月下旬ごろを予定していまして、平成23年度および第一期中期目

標期間の業務実績評価を確定していただき、財務諸表等の承認に際しての意見具申を行っ

ていただきます。また第二期中期目標期間への積立金繰越しへの市長承認に際しての意見

具申についてもご検討いただきます。 

そのあと、10月ごろに平成23年度および第一期中期目標期間の業務実績評価結果の市長

への報告、11月ごろに平成23年度および第一期中期目標期間の業務実績評価結果の議会報

告を行います。 

    10月以降でございますが、来年度からの第二期中期目標期間に向けまして、評価基準や

剰余金認定について法人および事務局で振り返りを行いまして、必要に応じて評価委員会

を開催して、検証してまいりたいと思っています。 

    また冒頭に部長からもありましたが、統合本部の動きによっては第二期中期目標、中期

計画の修正にかかる意見具申も行っていただくことになります。 

以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。ただ今、事務局から説明いただいたスケジュールについて、何

かございませんか。 

評価委員会の開催が確定しているのは３回で、本日と第２回の８月31日と第３回の９月

下旬です。あとは中期計画の修正があれば、開催する可能性があります。 

それでは議題にはいらせていただきます。 

事務局からの説明にもありましたように、本日は２つの議題があります。 

まずは平成23年度の業務実績評価について議論を行いまして、それをふまえて第一期全

体の評価について議論するのが、話の順としていいと思いますので、まず23年度について

第１の議題として取り上げます。 

そのうえで第一期中期目標期間の業務実績評価について、議論を行います。 

そこで平成23年度業務実績に対する議題ですが、二つに分けまして、法人の自己評価に

ついて、評価委員会としてその評価が妥当かどうか、それ以外の部分と分けて行いたいと

思います。 

始めに法人の自己評価の妥当性に対して、委員から意見の出ているものについて取り上

げ、委員会としての妥当性についての評価を、ある程度まで今日の議論で行いたいと思い

ますが、さらに議論が必要と思われるものについては、次回も引き続き検討します。 

それから妥当性以外の意見について検討します。 

本日の目途としましては、次回の８月31日の評価委員会において、平成23年度業務実績、

第一期中期目標期間業務実績の両方について、法人から意見聴取を実施いたしますので、

できれば、聴取する項目を絞り込むところまで進めてまいりたいと思います。 
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昨年度と同様に、聴取する事項については、あらかじめ法人から回答を頂いて、当日、

それを元にして意見聴取をするスタイルとしたいと考えています。 

 それでは、１つ目の議題にはいります。 

資料１－２「平成23年度業務実績報告書に関する各委員意見」に基づき、事務局より説

明いただきます。 

では、事務局から、説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

お手元の資料１－２「平成23年度業務実績報告書に関する各委員の意見・一覧表」の２

ページ目でございます。まず法人の自己評価の妥当性に意見のある事項については10項目

ございます。 

はじめに、項目【18－2】ですが、計画では、経済学研究科では新たに専門性の高い経

済学の習得をめざす社会人コースを実施する、となっております。委員からは、社会人コ

ースが設置されておらず、なおかつ検討中であるのに、「おおむね進捗」は疑問であると

の意見をいただいております。これに対して法人の回答は、経済学に関しては他に比べて

社会人専用コースを設けるだけのニーズ面で厳しい状況があり、どのような分野に特定し

たコースとするべきかしっかりとした調査検討が必要だという認識を持っている。このこ

とからコース設置には至っていないものの、設置に向けた取組を組織的に進めていること

に加えまして、入試改革によって社会人院生の積極的受入を図っていることを勘案し、

「おおむね進捗している」との自己判断を行ったものです。 

次の項目【80－1】ですが、計画では女性教員の積極的な採用に努める、となっており

ます。委員の意見では、採用者全体のうちの女性教員の割合はどれぐらいかというご質問

がありました。法人の回答は、23年度の女性教員の採用割合は全体の21.1%であり、22年

度に及ばないものの20%台の維持に努めている。大学における女性教員割合は22年度は

12.1%であったがこれを上回る採用割合を確保したため、23年度は13.0%に上昇している。

また特任教員制度の活用などによって女性教員の採用を努めていることから「進捗してい

る」の自己判断を行ったものです。 

次に項目【88】ですが、計画では、研究設備の共同利用推進にかかわって、外部からの

受託事業開始にかかる規定整備を行い、可能な分野から学外受託事業を開始するとなって

いますが、これに対して、規定は策定されているが、開始された受託事業はあるのか、と

いうご質問をいただいております。法人の回答では、新規に開始した事業はなかったが、

規程整備に伴い、新規ではないものの受託研究での実績計上が見込まれることから「おお

むね進捗している」との自己判断を行ったものです。 

次の項目【98－2】の計画では、理学部附属植物園の役割、今後の方向性について検討

するということです。委員からは、活発な議論をもって「特に進捗している」としている

が、議論の中身や方向性はどうだったのか、という意見をいただいております。法人の回

答は、議論により示された方向性は、医学部、文学部、工学部との連携など理学部にとど

まらない全学的な施設として植物園を活用すべきことや、絶滅危惧植物の保全、都市緑化

政策への貢献など更なる地域貢献を果たすべきことであり、大学や社会における植物園の

役割や今後の運営のあり方に資する、有意義な意見交換を市民参加の下で実施できたこと

をもって、「特に進捗している」との自己判断を行ったものであります。 
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次に３ページにまいりまして、項目【100－3】でございます。計画では、複合先端研究

機構において、効率的運営を図る事務体制のあり方検討を行うとしております。委員から

は、準備委員会の立ち上げだけで「特に進捗している」とは言い難いのではないかという

ご指摘をいただいております。法人の回答としましては、22年度に運営委員会規程等の整

備を終えており、25年度に控えた施設開設後の運営を円滑にスタートさせるために準備委

員会を設置している。この準備委員会の設置により全学的意思決定体制が整備され、これ

によって運営体制の強化が図れたことから、「特に進捗している」との自己判断を行った

ものです。 

項目【105－4】の計画は、大阪市の人材育成のため、中等教育との教育の接続のあり方

を検討するとなっております。委員からは、連携事業の参加人数が少なく「特に進捗して

いる」とはいい難いのではないかというご指摘をいただいております。法人の回答は、連

携事業の始まりが平成23年度からであり、取組内容によっては少人数にならざるを得ない

ものもあるが、保護者見学会や出張授業など多岐にわたる取組を実施したことを以って

「特に進捗している」と判断したものであります。 

4ページ項目【131】の計画では、新産業創生研究センターは、民間からの共同研究受入

額２億5,000万円をめざす、となっておりますが、委員からは、共同研究と受託研究を合

計しているが、二つの事業は合計できるものなのか、というご質問をいただいております。

法人の回答としましては、共同研究だけでは目標額に達しなかったが、共同研究と受託研

究は、先方の研究者が入るか入らないかの違いであるため、合計すれば目標金額となるた

め「おおむね進捗」と判断したものであります。 

項目【139－2】の計画では、都市文化研究センターにおける海外連携大学とのシンポジ

ウムなどの企画・実施について、委員からは国際シンポジウムの回数、内容等飛躍的に向

上したとする数値データを示してほしいとのご意見が出ております。法人からは、国際シ

ンポジウム等や外国人研究者受入数、院生・若手研究者等海外派遣のデータのうち、特に

院生・若手研究者等海外派遣者数が平成22年度の37から平成23年度の60へ飛躍的に向上し

ている、との回答です。 

５ページの項目【185】の計画では、エネルギー使用量の１％以上減を目標として、引

き続き省エネルギー運動を推進する、としておりますが、委員からは、関西電力からの

10％削減だけではなくエネルギー使用量の1%以上削減を達成したから「特に進捗してい

る」と判断できるのではないか、とのご指摘をいただいております。法人の回答は、ご指

摘のとおりであり、エネルギー使用量について23年度は1.55%削減を達成できたこととあ

わせて、省エネ対策においても前年度に対し最大電力の13%削減を果たしたことを勘案し

て「特に進捗している」との自己判断を行った、というものです。 

項目【210】の計画は、ネットワークシステムの安定運用に努める、というもので、委

員からは、基本構想をまとめただけでは「進捗している」とは言えないのではないかとの

ご指摘をいただいております。法人の回答では、「大阪市立大学ＩＣＴ化基本構想」をま

とめたことに伴い、ＩＣＴ技術に詳しい課長を採用するなど事務推進体制の整備や、ネッ

トワークやセキュリティに関する整備まで進んだことから「進捗している」と判断してお

ります。 

以上が法人の自己評価の妥当性に関する事項です。 
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（松岡委員長） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、ご意見やご質問等、ございましたらお願い

します。 

 

私のほうから、【18-2】ですが、計画としては、23年度で専門性の高い経済学の習得を

めざす社会人コースを実施する、となっていますが、ご回答ではニーズそのものが高度専

門職業人を要請するコースを設けることが難しい。それから、本学をとりまく現在の状況

からして大学院全般の枠組みの変更がなされることもあるので、部分的に大きな変更する

ことは見合わせている、とのことです。「おおむね進捗している」というのは、実施時期

が翌年度の第１四半期にずれ込むことが確実な場合ですが、これには当てはまらないので

なないか、むしろこれで言うと需要がないのに実施する、設定自身が問題で、あるいは実

施にあたって課題がある、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

るように思われますが、この説明で「おおむね進捗している」というのは問題ではないか

と思います。いかがでしょうか。もう少しご説明があるといいのですが。 

 

（桐山理事兼副学長） 

委員長のおっしゃるとおりです。24年度以降に大学院の改革をめざしていまして、また

経済学研究科では、これまでの実績で、社会人でドクターまでいかれた方がおられました。

こうした実績をふまえた上での新しいコースの設定でしたが、なかなかこれ以後が。回答

についてはもう一度検討させていただきたいと思います。 

 

（堀委員） 

【98-2】の植物園のことですが、計画では植物園の役割および今後の植物園運営の方向

性を検討する。取組の内容として、公開講演、公開討論会をされたとういことで「特に進

捗している」という評価になっています。私個人の意見では、通常こういう検討はなかな

かされないので、オープンにされたということは評価できますが、計画に合わせて評価す

るならば「進捗している」というぐらいではないかという気がします。 

 

（松岡委員長） 

何か補足説明ありますか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

運営の方向性にかかわることとして、ひとつあげられることは、これまで植物園は理学

部理学研究科の附属施設として、比較的理学部に特化して利用されてきました。法人回答

にもありますが、文学部や工学部との連携などが議論され、具体的には工学部の環境工学

の鍋島先生が、植物園を研究フィールドとして使って、植物園との共同研究で、植物園の

温熱環境調査などを行いました。副園長が、植物園の中に非常に涼しいクールスポットが

あるのではないかと以前から指摘していましたが、それを数値的なデータとして把握した

いということで、そういうご専門の工学部の先生と連携して共同研究を始められ、結果と

して、市民の利用にも還元できないかという模索を始めています。 

また植物園自身のご努力で外部資金を獲得され、かなり大がかりな研究を継続して行わ
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れ、平成23年度には一定の成果の報告をされています。これも植物園の今後の運営の方向

性を見出す一つの指標になると考えております。以上です。 

 

（松岡委員長） 

植物園運営の具体的な方向性が出たということですね。他はいかがですか。 

 

（音田委員） 

【80-1】の項目ですが、評価自体に異議があるわけではないのですが、22年度に比べて

順調に進捗しているということは示していただいた数値でもわかるのですが、学部によっ

ては女性教員の比率にばらつきがあると思いますが、要望として、そういうところもでき

るだけ採用を増やすようにしていただきたいと思います。 

 

（宮野理事兼副学長） 

採用者については学部によってばらつきがあると思います。ご承知のようにこの５年間

で教員数を20％削減してきまして、ようやくこの数年の間に目標を達成しました。徐々に

採用できるようになってきましたが、採用したくても、採用枠がそれほどない学部もあり

ますので、どうしても学部によりばらつきはでています。 

 

（音田委員） 

平成21、22、23年度はほほ同じ水準で採用されているということですね。 

 

（宮野理事兼副学長） 

ここ数年は少しずつ採用枠が安定してきており、20％前後で女性教員が採用されていま

す。全体として女性教員の割合が平成22年度は12.1％で、これを基準に引き続き上昇に努

めていきたいということで、平成23年度は13％、約１％上昇しまして「進捗している」と

判断しております。 

 

（楠本委員） 

取組実績では特任制度を利用してとなっていますが、示していただいているのは専任教

員だけの数値ですが、特任教員の女性教員の状況はどうでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

今、特任教員だけのデータは持ち合わせていませんが、多分特任教員になると 比較的

若手の教員が採用できますので、女性教員の割合は増えると思います。ただ文部科学省に

正式に届ける場合は、専任教員の数になりますので、専任教員のみの数値設定にしていま

す。 

 

（松岡委員長） 

【100－3】についてですが、法人の回答の中で「体制の整備が進んだ」ということはよ

く分かるのですが、年度計画そのものは、理系研究科横断・融合的な研究を行い、その成

果の社会への還元を図るということになっていて、体制の整備の結果までふみこんだ形に
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なっていますが、法人の回答ではその部分がちょっと弱いという気がします。体制整備が

できたのはもちろん評価の対象ですが、「特に進捗している」という判断をされるのであ

れば、計画そのものにあるように横断・融合的な研究を行い、その成果が社会へ還元され

たという部分をもう少し追加していただいたほうがいいのではないかと思いますが、この

点はいかがでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

確かに実績として、成果の社会への還元ができたというところまでは少し至らないと思

います。ただ記載が不十分かと思われますのは、取組実績に平成23年度に人工光合成研究

センターの整備に着手した、とありますが、このハードに対するソフト面として、産学連

携が主体になっていて、実際に共同で使っていただく企業との折衝がすでに始まっていま

す。ご指摘のように、成果の社会還元はまだまだこれからですが、その方向に向かって具

体的に進み出したというのが実績として記載できると思います。 

 

（堀委員） 

計画に書かれているのは２点で、成果の社会への還元を図ること、次に書かれているの

は事務体制のあり方検討です。事務体制のところは係長、課長が配置されたということで、

これが「特に進捗している」とされていますが、「特に」というところまでいっているの

かが見えてこないように思います。 

 

（楠本委員） 

計画に記載されている、「社会への還元を図ることとし」いうのは目的であって、そこ

まで「実現する」とは書いておられず、そのために第二期へ向かって体制を準備するとい

うことでしょうか。 

 

（堀委員） 

計画の内容が事務体制のあり方検討なので、事務体制が実際に動きだしたということで、

「特に進捗している」とされているのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

複合先端研究機構が人工光合成研究を担っておりますが、平成21年度までは教員しかお

らず事務組織がついていませんでした。平成22年度以降は、研究支援課が事務を担当する

ことになり、複合先端研究機構担当との兼務ではありますが、係長、職員を配置できまし

た。 

 

（堀委員） 

あり方検討よりもさらに進んで、職員を配置できるようになったから「特に進捗してい

る」との判断ですね。 

 

（松岡委員長） 

【131】ですが、法人の回答を見ますと、共同研究の額と受託研究の額を合計して書い
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ている理由として、先方の研究者が入るかどうかの違いであるとしています。しかしそも

そも先方の研究者が入らないのに共同研究といえるのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

委員長ご指摘の件についてですが、共同研究というのはここに書いてあるとおり、相手

方企業の研究者が本学の教員と共同で研究するものです。受託研究は本学の教員に研究を

任せるというもので、そういう意味では共同研究になりませんが、共同研究にしろ受託研

究にしろ、企業から成果を求められるのは同じです。共同研究の場合は相手方の研究者が

入っており、成果を共有できるので、成果を100パーセント求められるわけではありませ

が、むしろ受託研究のほうが強く成果を求められます。受託研究も企業側からのニーズと

すると共同研究と同じ面があろうかと思います。ただ年度計画としては共同研究にかぎっ

ているので、「おおむね進捗している」と判断しています。 

 

（松岡委員長） 

計画で、共同研究受入額２億5000万円をめざすという設定自身が、おかしいのではない

かと思えるのですが。 

 

（宮野理事兼副学長） 

本学はどちらかというと計画における条件の設定を狭義にしていまして、他の大学と比

較すると単純比較しづらいものが散見されます。昨年度から他大学と比較しやすいような

設定に徐々に改めるようになっていますが、この計画の設定も若干過渡期的な要素がござ

います。 

 

（楠本委員） 

ここで計上されている受託研究は、新産業創生研究センターが受託したものか、それと

も他のものも入っているのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

新産業創生研究センターに限定されているものではありません。新産業創生研究センタ

ーはコーディネーターを配置しておりまして、新産業創生研究センターの中で共同研究を

うけるわけではありません。産業界と連携する窓口になっていて、各教員につないでいく

ということをしています。  

 

（堀委員） 

 【139－2】の都市文化研究センターはシンポジウムを企画、実施するとなっております。  

シンポジウムだけをみると平成22年度は12回で、平成23年度は８回で、計画を厳密にみれ

ば、特に伸びているわけではない、外国人研究者受入数や院生・若手研究者等海外派遣の

人数は、この計画の目的に対しては、参考であって、外国人を受け入れたというのと、フ

ォーラムとかセミナーをされたというのは違う内容が書かれています。シンポジウムの開

催件数としては伸びていないので、「進捗している」とするのか「おおむね進捗してい

る」とするのか判断に迷うところです。 
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（音田委員） 

22年度の回数が特に多かったのですね。 

  

（楠本委員） 

 たまたま22年度が多いだけで、ずっと回数は伸びてきていて、進捗はしているというこ

とですね。 

 

（松岡委員長） 

それでは妥当性のところはこれぐらいにいたしまして、次にまいりたいと思います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料６ページ「取組実績・判断根拠について意見のある事項」についてです。 

項目【７】の計画では、学士課程教育のあり方について、各学位プログラムの効果的な

示し方、学修成果のあり方を含めた検討を進めるとしておりますが、委員からは、各学部

においてカリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーの作成状況はどうなっているか。

また、カリキュラム・マップの作成状況はどうかという質問をいただいております。法人

からは、例えば医学部看護学科のように既に作成済みのところもあるが、全学的な整備は

まだである。カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーについては、第二期中期計

画において策定を明記している。また、カリキュラム・マップについても第二期中期期間

において「学修評価マップ」を基礎に作成することとしているとの回答です。 

８ページ項目【100-2】、府大との産学連携基本協定に基づき、イベント等を検討・開

催する、という計画に対し、委員からは、取組実績にある学外機関との連携とは全て府大

との連携かというご質問です。法人からは、共同オフィス活動により、府大との連携が多

くなっているが、市大単独の連携事業もある、との回答でございます。 

９ページ項目【176-2】、同窓会や保護者等の本学を支援する組織等への対応体制を検

討する、という計画に対して委員からは、同窓会等へ提供を行った保護者情報とはどのよ

うなものか、とういうご質問です。法人の回答では、同意を得たうえで、保護者の氏名、

住所、電話番号、メールアドレス、学生の氏名、学籍番号の情報提供を行った、とのこと

です。 

項目【180-3】、はばたけ夢基金事務局において寄附募集実施委員会を中心に積極的に

募金活動を推進するという計画に対しまして、委員からは、自己評価の判断根拠にある高

額の寄附とはどういうものか、というご質問です。法人からは、100万円以上のご寄附を

高額と表現したものであり、23年度は東日本大震災の影響もあり積極的な募金活動を控え

たこともあって寄付件数は落ち込んだものの、地道な活動によって100万円以上のご寄附

を７件頂戴できたことから寄付金額は6500万円を上回るものとなった、との回答です。  

項目【215-2】の計画、海外交流における危機管理のあり方について検討する、につい

て、委員から、取組実績にある国際危機管理マニュアルとはどういった点に重点をおいた

ものかとのご質問です。法人の回答は、マニュアルは教職員の対応を記載したものであり、

渡航前、渡航中、渡航後の安全管理についてそれぞれ記してある。そのなかで渡航中の危

機対応について重点をおいており、ケース別対応方法や緊急対策本部の体制等について記
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載した、というものです。 

以上が「取組実績・判断根拠について意見のある事項」についての説明になります。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございました。ただいまのご説明で、ご意見等ございませんか。 

 

（岡野委員） 

項目【７】についての確認で、カリキュラムマップのことですが、ここでご回答いただ

いているカリキュラムマップというのは、ところによっては履修モデルのことを書いてい

るのではないかと読めるところがあります。例えば、資料６ページの下の数学科・物理学

科については、カリキュラムマップを作成して複数の履修パターンを提示する余地はほと

んどないため、カリキュラムマップとしては提示していない、というようなことが書いて

ありますが、カリキュラムマップと履修モデルというのは別物ですよね。カリキュラムマ

ップは、その科目あるいは科目ごとに作るのが望ましいのですが、場合によっては科目群

ごとに、例えば、この科目は国際化の要素を中心にふまえた科目です、そういうことを一

覧にするものであって、この回答では、研究科、学部によっては、カリキュラムマップは

作りましたとか、特に作っていませんと書いているところが、履修モデルのことを書いて

いるように読めるところがありますので、そこのところの見解を教えていただきたいので

すが。 

 

（桐山理事兼副学長）   

カリキュラムマップや３つのポリシーは、本学は昨年度以降正式に採用しまして、それ

以前は、理念であるとか、学生受け入れ方針、人材育成方針という形で言っていました。

ですから例えば、経済学部の回答で、３つのポリシーは作成していないと書いていますが、 

実際には受け入れ方針や人材育成方針、つまりディプロマポリシーやアドミッションポリ

シーは作っているわけです。そのあたりの統一ができていなかったのは共通認識が不十分

で、今後検討していかなくてはなりませんが、カリキュラムマップは、履修モデルとは別

のものとして、今年の10月末に完成めざして作成しているところです。用語についても、

若干混乱がみられていますが、共通理解を進めているところです。 

 

（岡野委員） 

カリキュラムポリシーやディプロマポリシーなどの外来の概念は、わりあい最近出てき

たもので、私の属している大学でも教育理念としてあったものを元に、３つのポリシーを

作成し、カリキュラムマップ、そしてそれと関連するかたちで履修モデルを作成していま

す。  

特にカリキュラムマップと履修モデルが混同されているように思いましたが、大学とし

て取り組まれている様子はよくわかりました。 

 

（松岡委員長） 

他にいかがでしょうか。 
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【100－2】ですが、大阪府立大学との連携事業に重点をおいておられる計画ですが、取

組実績として４つあがっておりまして、この４つは全部大阪府立大学との連携しているも

のなのか、そうでないのか、この回答でもはっきりしないので、どういうふうに理解した

らいいでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

いただいたコメントに対する回答のニュアンスと少しちがうのですが、この４つはすべ

て、大阪府立大学との連携事業でございます。 

 

（松岡委員長）  

分かりました。他にございませんか。ございませんようでしたら、平成23年度の業務実

績評価に関する審議はこれまでといたします。これを元にして、また第２回の時に法人へ

ご意見を聴取したいと思います。 

では次の議題へ移ります。第一期中期目標期間業務実績に関する評価について、資料２

－１「第一期中期目標期間業務実績報告書に関する各委員意見」に基づきまして、法人の

自己評価の妥当性に対して委員から意見の出ているものと、それ以外のものについて、事

務局から説明してもらいます。まず妥当性に関するものについて、事務局から説明をお願

いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 資料15ページの「第一期中期目標期間業務実績報告書に関する各委員意見・ご指摘一覧

表」をご覧ください。平成23年度と同様に、法人の自己評価の妥当性に関する意見と、そ

れ以外の意見について分けさせていただいております。 

 自己評価の妥当性に関するものについてから説明させていただきます。 

平成22年度に実施しました、18年度～21年度の４年分についての事前評価結果と、この

たびの中期目標期間業務実績評価における法人自己評価を比較したところ、評価に変更の

あったものが、５項目ございました。これらについて、委員よりご意見やご指摘をいただ

いており、これからご議論いただくもののうち、事前評価ⅣからⅢに下がったものが項目

【75】と【97】、逆にⅢからⅣに上がったものが、項目【102】、【139】、【213】でご

ざいます。 

では16ページ項目【11】、学部第２部（夜間課程）のあり方について検討を行う、とう

いう計画に対し、委員から、昼間就労を余儀なくされている学生への支援として、第２部

の経過授業を活用して、夜間等の履修支援措置を行っており、中期計画を上回って実施し

たとしているが、これは継続されるのか、とのご意見をいただいております。法人の回答

は、仕組み作りを行ったが、実質的なニーズは皆無である。第２部の経過授業を活用して

いるが、今年で第２部の学生が卒業していくことから、留年生への授業枠の確保とともに

今後の検討課題にはなっている、というものです。 

 項目【18】については平成23年度実績においてもご意見がありましたが、計画は、経営

学研究科の社会人特別プロジェクトや経済学研究科の大学教育の実績を踏まえ、高度専門

職業人の育成をめざし、専門性の高い社会人教育の充実を図る、というものであり、委員

からは、経営学研究科での医療・福祉イノベーションについての高度職業人育成に関して
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はよく進捗しているが、経済学研究科では社会人専用コースが設置されていないことなど

から、全体として「進捗している」という評価は妥当である、とのご意見をいただいてお

ります。法人からは、ご意見のため回答なし、とさせていただいております。 

17ページ項目【75】は、都市研究プラザでの、都市に関する研究科を超えた学際的・多

角的、国際的な規模での研究について成果を公表するという計画ですが、委員からは、事

前評価がⅣ評価からⅢ評価に変わったことについて、ご意見をいただいております。法人

の回答は、平成19年度のグローバルＣＯＥ採択や、平成22年度には新国際学術誌を創刊す

るなど国際的な規模で成果があがっていたが、国際学会ＡＵＣの設立が東日本大震災の影

響により平成24年度にずれ込んだこと、グローバルＣＯＥが平成23年度に終了するが平成

24年度以降の見通しが立っていないことから評価をⅣからⅢに変更している、ということ

です。 

20ページ項目【97】は、研究成果の外国語による情報発信を増加させ、国際的な観点か

らの情報を発信する、という計画ですが、委員からは、事前評価のⅣ評価からⅢ評価に変

わったことについて、ご意見をいただいております。法人の回答は、平成22年度の時点で

英語版ホームページ、大学案内冊子、大学案内ＤＶＤは作成し、平成23年度には中国版の

大学案内冊子、大学案内ＤＶＤを作成したが、研究者要覧の入力状況の改善が課題となっ

ているため評価をⅣからⅢに変更している、ということです。 

21ページ項目【102】、各学部・研究科において地域貢献推進のための体制を整える、

という計画に対し、委員からは全学部で地域貢献委員会が設置されているのか、「体制を

整える」という計画では評価が困難である。また事前評価のⅢ評価からⅣ評価に変わった

ことについてもご意見をいただいております。法人の回答は、全研究科において、高校生

や市民、教員、地元企業等を対象とした、地域貢献活動が行われている。また地域貢献推

進本部による全学的な活動もあり、地域貢献が公立大学の重要な役割との意識が定着し、

各研究科における取組も内容、質とともに充実していることから評価をⅣとしている、と

いうことです。 

22ページ項目【139】の計画では、 国際シンポジウムを継続的に開催し、21世紀ＣＯＥ

都市文化研究センターの活用を一層推進させ、国際共同研究を推進する、という計画に対

し、委員からは、事前評価のⅢ評価からⅣ評価に変わったことについて、ご意見をいただ

いております。法人の回答は、都市文化研究センターにおける研究会等とともに、平成23

年度に「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に採択されたことに

より、国際シンポジウムの回数、内容が充実したため、評価をⅣとしている、ということ

です。 

23ページ項目【153】の計画では、地域における基幹病院として、地域医療機関との医

療連携、特に大阪市立病院群との診療・教育・研究における連携を強める、という計画に

対し、委員からは 肝炎患者支援手帳の「健康手帳エル」の作成・配付や認知症事業につ

いて特に進捗しているので、評価Ⅳは妥当とのご意見をいただいております。ご意見のた

め法人からの回答はなし、となっております。 

25ページ項目【213】、業務執行上の安全・衛生の確保、危険物質の保管・建築物のセ

キュリティ管理体制の構築、という計画に対し、委員からは、自衛消防組織についての実

体、また事前評価がⅢ評価からⅣ評価に変わったことについて、ご意見をいただいており

ます。法人の回答は、自衛消防組織については、本部隊と地区隊で構成されているが、地
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区隊は旧教養地区隊など所属を超えた場所区分としている。教員は授業や出張が多いこと

から班長不在時も対応ができるように代行の順番割り振りも行って不測の事態に備えてい

る。このたびⅣ評価としたことについては、事前評価後、東日本大震災を教訓に備蓄の準

備や緊急時の一斉告知放送体制を備えるなどの取組を達成したことから、「中期計画を上

回った実施した」と自己判断を行った、ということです。 

以上が、法人の自己評価の妥当性に関する説明になります。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。次に、お配りしている参考資料５．６．７について説明をお願

いします。 

 

（岩谷支援担当課長） 

参考資料５の第一期中期目標期間事業報告書は、地方独立行政法人法第29条に基づき法

人が設置団体に提出する資料でございまして、評価員会での審議対象ではありませんが、

第一期中期期間に法人が取り組んできた内容の報告でもありますので、参考資料とさせて

いただきました。参考資料６の第一期中期目標期間の成果は、参考資料５の概要版で、第

一期中期目標期間に法人が取り組んできた特筆すべき内容について、分かりやすくまとめ

ていただいたものですので、評価の参考にしていただけたらと思います。 

資料61ページの参考資料７は、平成20年度に実施された大学機関別認証評価評価報告書

の抜粋版でございます。今回、第一期中期目標期間の評価を行うにあたり、地方独立行政

法人法第79条で認証評価機関の評価をふまえることとなっています。大阪市立大学は、平

成20年度に独立行政法人大学評価・学位授与機構の評価を受け、69ページにありますよう

に「大阪市立大学は、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」と

いう評価を得ております。ただし、改善事項としまして、「大学院の一部の研究科におい

ては、入学定員超過率が高い、又は入学定員充足率が低い」と指摘されています。これに

つきましては、中期計画の項目【166】において取組まれ、改善を終えていると考えてお

ります。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございました。今、ご説明いただいた資料は、我々の評価の、直接対象にな

るものではなりませんが、法人が実績として重要なものをまとめられた資料ですので、

我々から見ても参考になるということでつけていただいております。 

資料７については、我々が評価する際には、なんらかの形で、評価機構の教育研究の評

価をふまえて、評価をすることが法律で義務付けられておりますので、全文ではありませ

んが、特に優れた点と改善を要する点について参考資料にしております。 

 これらも参考にしていただき、とりわけ６年間の評価について、先ほど説明のありまし

た自己評価の妥当性について、ご意見を伺っていきたいと思います。 

 

（堀委員） 

学位授与機構の認証評価をふまえてということですが、学位授与機構の認証評価は中期

計画の内容に沿った評価にはなっていないので、ふまえての意味をどうとらえるのか。内
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容について踏み込むのか、認証評価を受けたという事実を知っておくだけでいいのか。

「ふまえて」というのをどうとらえたらいいのでしょうか。 

 

（種田委員） 

認証評価で主な改善を要する点として書かれたことも、すでに改善しているということ

を委員会として確認しておくという意味だと捉えたのですが。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

地方独立行政法人法の文言は「ふまえて」という言葉に尽きます。認証評価機構の評価

の中身が妥当かどうかまで、あらためてご審議いただく必要はありませんが、おっしゃる

ように基本的には、この指摘事項が改善されているということを念頭に入れながら、中期

の評価をしていただくということで結構かと考えております。 

 

（堀委員） 

内容について十分精通して、知った上で評価してほしい。逆にいうと矛盾したような評

価、例えば厳しい評価をうけているのに、素通りしてしまうことのないようにしていただ

きたいという、こういうニュアンスでよろしいでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

先ほどご説明があったように、特に問題になるのは改善を要する点ではないかと思われ

ます。改善を要する点として、大学院の充足率の点がありますが、すでに改善されている

ということです。また優れた点として評価されたことについては、こちらで問題があると

いう評価はあまりしないという配慮が必要ですが、ただ評価の時期が平成20年度ですので、

平成21年度以降は違う評価がありうるかもしれません。ただ少なくとも認証評価機構の評

価があることは念頭において評価いただきたい。こういうことでよろしいでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

それで結構でございます。 

 

（松岡委員長） 

他にありませんか。なければ個別の問題にまいりましょうか。 

 

これは確認ですが、事前評価がⅣからⅢに下げられた【97】ですが、下げた理由のひと

つとして、研究者要覧では機能として英語版を備えているものの、入力状況の改善に関し

ては今後の課題となっているためひとつ評価を下げたということですが、資料47ページの

中期目標期間報告書のデータでいきますと、研究者データの入力率が書かれていて、専任

教員の合計で87.2％、教授で96.0％ですが、准教授、講師、助教とだんだん少なくなって

きている。これのことを指していると理解してよろしいでしょうか。 

 

（赤井企画総務課長） 

この事業報告書に記載しているのは研究者データベースの全体の入力率でありまして、
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予算を確保しまして、英語でも入力できるフォーマットを作ったのですが、英語版の入力

率が約１割にとどまっております。形を作ったが入力率が不十分であり、推奨、啓発も十

分ではないことから、評価を下げております。 

 

（松岡委員長） 

専任教員合計の87.2％はどういう風にお考えですか。 

 

（西川経営企画課長） 

入力率の低い助教、講師は医学部関係の方が多く、ご承知のように医学部の方は２～３

年で異動される方が多いため、入力作業を義務付けるのが難しい状況です。 

 

（松岡委員長） 

項目【11】２部のあり方についてですが、２部を廃止して、それに変わるものとして、

学部の学生の人数を増やしたり、長期履修制度を導入されたり、体制としてはできている

と思うのですが、参考資料６の教育に関する取組で、役割を終えた第２部募集を停止し、

大学院を中心に社会人教育を強化した、ということになっております。参考資料５中期目

標期間事業報告書は、具体的な数値が列挙されているので分かりやすいのですが、40ペー

ジの数字を見ますと、全体とすればむしろ社会人学生が減っている。社会人学生の受け入

れで、平成18年は科目履修生が60名、研究生が96名、学部社会人入学生が26名、大学院生

が35名で合計217人だったのが、平成22年は科目履修生が47名、研究生が69名、学部社会

人入学生が5名、大学院生が32名で合計153人、平成23年は科目履修生が40名、研究生が95

名、学部社会人入学生0名、大学院生が37名で合計172人、大学院生は大体同じですが、全

体としてみると社会人学生が減っている。制度はできたけれども、学部の学生の社会人の

受け入れが平成23年度は０になっている。２部を廃止した後の社会人の受け入れについて

ご説明をいただきたいのですが。 

 

（桐山理事兼副学長） 

基本的に学部の社会人が減った理由は２部の廃止です。 

 

（松岡委員長） 

その分が大学院に増えたりはしていないのですか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

社会人の場合は、景気に影響されやすく、なかなか確保が難しい状況です。ただご留意

いただきたいのはそもそも社会人を対象としている創造都市研究科の数値は入っていませ

ん。創造都市研究科の定員100名ほどのうち、70名は本当の社会人です。創造都市研究科

の場合は、社会人特別入試という枠があり、その枠で入った方は、ここの数値に含まれて

います。 

 

（楠本委員） 

創造都市研究科の数値も別で書いておられると、社会人学生の受入れについて分かりや
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すかったと思います。 

 

（松岡委員長） 

他にございませんか。 

 

（種田委員） 

私は大学のことにあまり詳しくないのですが、17ページ項目【75】についてですが、法

人の回答で②のグローバルＣＯＥ事業終了後の事業方針を決定し、平成24年度以降の事業

見通しがたっていないことということですが、これは法人でコントロールできることでは

なく、社会情勢的にこういう事業は難しくなっているものなのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

ご承知のようにグローバルＣＯＥのような大型の外部資金の場合、国からの予算措置が

終わった後も継続的に事業を続けていくために、設置組織の方に支援が求められ、それが

前提になっております。基本的には都市研究プラザで行っておりました事業につきまして

は、当然のことながら同じ額を法人として支援するのは難しいので、額は若干少なくなり

ますが、いろいろな方策を講じながら継続する方向で進んでおります。ただ永続的にでき

るかは、事業そのものの目標もありますので、いつまでに限ってということができず、か

なり単年度ごとに考えないといけないという面があります。第一期中期目標期間のあと、

第二期中期目標期間に入って、長期にわたって、具体的に、特に財政的な基盤をどのよう

に支援していくか、十分な見通しがたっていないということです。 

 

（松岡委員長） 

戦略的予算配分という言葉がよく出てきていますが、参考資料６でも自律した法人の体

制整備で、戦略的予算配分のことが記載されています。これは運営交付金が少なくなって

いるという面もあって、制度としてはいいけれども、予算全体からみると、配分額をどう

するかは苦心されているところだと思われます。資料45ページ中期目標期間事業報告書の

特定研究奨励費（学内競争的資金）による若手研究者支援をみますと、平成20年度の金額

からだいぶ減っている。外部資金の獲得金額は上がっていますが、ここらあたりをどうい

う風に分析して、この６年間を総括しておられるか、難しく、苦渋の選択をされていると

は思うのですが、そこらあたりご説明いただけますか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

ご指摘のように、資料の54ページになりますが、具体的な実績等の欄の３の予算制度の

改善に、戦略的研究経費という項目があります。これが研究にかかわる戦略的な研究経費

でございまして、公費とは別に競争的研究資金として配分されている額でございます。平

成18年度から平成22度まで数％づつ減少してまいりましたが、平成23年度は前年度を維持

しています。 

これの具体的な中身は、一部ご指摘ありました特定研究奨励費がここ含まれております。

重点研究、都市問題研究、新産業創生研究、それに特定研究奨励費という名目の若手研究

者支援、この４本立てでこれまでやってきまして、これが公費で配分される研究費以外の
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競争的な研究資金で、先生方に研究計画を書いていただきまして、それぞれの部門ごとの

審査委員会で選定をして、研究費を支給するというものでございます。基本的には６年間

で減少してきています。そのほかに拡張される経費で一部、補てんすることもございます。

全体的に公費も含めて減少傾向でございますので、先生方には外部資金を獲得していただ

く努力を常にお願いをし、奨励してきたところです。先ほどご指摘の44ページの、２研究

に関する目標のところですが、文部科学省のいわゆる科研費、厚生労働省の厚労科研費  

そのほかに産学連携に係る外部資金なども含まれています。これにつきましては全体的に

増加傾向で、先生方の公費としての減少を、外部資金の獲得で補っていただいているのが

現状です。非常に人員が少なくなっているなかで、外部資金の総額が減っていって然るべ

きですが、獲得する単価は増加傾向で、先生方にご努力いただいているところです。 

 

（松岡委員長） 

参考資料6で、自律した法人としての体制整備で全学的な大学の管理運営という点から

言うと、理事長を中心とした簡素で効果的な執行部体制をとったということと、５本部推

進体制ができたという点が上がっておりますが、これも６年間の評価、個々の評価はとも

かく全体として、実績としては重要なところだと思うのですが、副学長がおみえですので 

推進本部体制ができた、その結果として５推進本部で、具体的な成果といいますか、部分

的にはありますが、そこがよく見えない部分があって、体制の整備は進んだけれど、それ

ぞれの推進本部でどれだけ実質的、具体的な効果があがったのか、お聞かせいただきたい。   

これは第二期の中期計画で問題になったところでもありますが、大学の管理運営体制と

して 理事長を中心とした簡素で効果的な執行本部体制がこの６年間として、ここでは体

制の整備として進んだということですが、これからのことを考えると６年間として、法人

化して、学長を中心とした管理運営体制が、どれだけ実質的に進んだかという認識をもっ

ておられるか、副学長がおみえですので、評価とは少しはなれますが、重要なことだと思

いますので、可能でしたらお答いただきたく思います。 

 

（桐山理事兼副学長） 

私は教育推進本部の本部長を２年間しております。いろいろな手続きが簡素化されたと

いうことがひとつあげられます。今まで部局長会議、評議会、それ以前にも色々な委員会

がありましたが、そういう手続きが簡素化され、委員会であげられたものが、この推進本

部で決定される。あとは報告事項になっているということで、スピード感がある。本部長

として新たに何かを始めるときのイニシアチブが取りやすくなっている。ということが実

感としてあります。 

 

（宮野理事兼副学長） 

研究推進本部会議については、私が本部長を務めております。理事長学長を中心とした

執行本部体制のメリットとしては、戦略的研究経費は研究推進本部で扱っておりまして、

最終的な配分はまさに学長裁量なんです。それが一本化されている。したがって比較的反

省をふまえた改革がやりやすい。第二期の中期計画の中で、これまでの不十分な点であっ

た、バラまきではなく集中的に研究費を配分することを本来目的としており、改善してき

ております。それができるのはやはり学長裁量だからだと思います。研究推進本部ではそ
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の点が大きな点かと思います。 

地域貢献推進本部は、これも私が本部長を務めております。法人化してから特に地域貢

献が強く求められ、地域貢献を充実するということを検討してきています。以前は地域貢

献推進本部の中で、広い意味の地域貢献として産学連携を行っていましたが、今の執行本

部体制になった時に、外部から産学連携推進本部長になる理事を採用しましたので、独立

してきております。産学連携以外の地域貢献が整理されて、より学長を中心とした執行本

部体制の思いが反映されやすくなったと思います。 

産学連携推進本部は、先ほど申し上げた外部登用の別の理事が本部長を務めておりまし

て、まさに産学連携を進めていくうえにおいて、センターを通じて、コーディネーターを

配下に置き、外部資金を獲得してきており、かなりの効果が具体的に出てきています。 

それと６年間で大きな変化は、最後の国際化戦略本部でございまして、学長が本部長で

ございます。重点項目の一つとして国際化をあげていますので、まさに学長自らが本部長

になって国際化にむけてかなり力を入れてきております。具体的には、本部の下に国際セ

ンターを設けておりまして、非常に活発な検討が昨年来始まっている。例えば本学の卒業

生が上海に非常に多いのですが、上海の卒業生や上海に駐在している日本人の卒業生を中

心とした同窓会組織を作るということが国際化センターを中心に具体化されてきておりま

して、それ以外にも留学生獲得に向けての施策、まさに学長のリーダーップの元、非常に

力強く短時間に進められてきており、大きな成果のひとつではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございました。もうひとつだけ、資料６にも、先ほどの認証評価の優れた点

として、「都市型総合大学」という理念に従って、都市研究プラザ等を中心として都市の

創造性に関する多様な教育研究を行うための体制を構築している、というのがあります。 

確かに都市研究プラザとかそういうところでは、成果がはっきりした形として見えていま

すが、大学全体として、都市研究プラザ以外にそれぞれの部局において、都市科学とか、

都市学について、どういう研究が行われており、授業科目が開設されているのかがよく分

からない。今、問題になっている都構想とか大都市制度とか政策論もあるわけですが、大

学全体としての都市科学に対する研究教育体制というか、総合的にされているものがあれ

ば教えていただきたいと思います。 

 

（桐山理事兼副学長） 

教育の分野で言いますと、全学共通教育、いわゆる教養教育の総合科目で大阪学とか都

市学とか、10科目ぐらい提供されていまして、大阪の商業だけでなく大阪の自然など、文

系から理系まで全範囲そろえた科目群を用意しております。せっかく大阪の大学に入学し

たのですから、学生には大阪のことを知ってほしいと思っております。 

それぞれの学部で関連した都市研究、例えば文学部ですと文化や大阪観光などについて研

究されています。 

 

（宮野理事兼副学長） 

工学部は都市にかかわる分野が非常に多く、都市学科ではいわゆる土木系や建築系など、

また交通も含めた都市のインフラを扱っております。広い意味では都市計画も含まれます。
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理学部の中には地球学科があり、地盤工学の分野で地下水の問題とか地質地盤の問題を扱

っています。医学部の中にも都市医学という分野がございまして、生活科学部では居住環

境学科で、住宅を中心とした都市・地域までを含めて扱っています。ご指摘のようにそれ

ぞれの学科の中で幅広く、都市の問題を扱っています 

昨年３月11日に東日本大震災が起こりましたが、本学では全学的に８学部10研究科総動

員いたしまして、学長裁量経費を使い、都市防災研究という特別プロジェクトを組みまし

た。このプロジェクトには全学部全研究科が参画しておりまして、今年度も継続して実施

することになっておりますが、そういうことができるのは潜在的に、文系から理系まです

べての学科の中に、都市あるいは防災というキーワードで共通して連携してできる力があ

るからではないかと、都市防災研究を通じて改めて認識しているところでございます。 

 

（桐山理事兼副学長） 

言い忘れておりましたが、全学共通教育に、大阪落語という授業がございまして、半分

は学生、半分は市民に公開されています。 

 

（松岡委員長） 

そういう点をまとめて聞かせていただくと、さすが大阪市立大学は、都市学について全

般的に研究教育体制がよく進んでいるということがよく分かりました。 

 

それでは、妥当性に関する項目はこれぐらいにしまして、それ以外の項目について、説

明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援課長） 

27ページ「取組実績・判断根拠について意見のある事項」について説明させていただき

ます。 

項目【4】、優秀な学生の確保のため、オープンキャンパス、進学ガイダンスなど大学

および大学院進学志望者に対する広報活動を強化する、という計画に対し、委員からは 

Ⅲ評価は妥当であるが、それらの取組みが受験者の増につながっているのか、とのご意見

です。法人の回答としましては、オープンキャンパスが受験者増加に直接結びついたかど

うかはデータがなく不明であるが、入学者を対象とするアンケートデータによると、オー

プンキャンパスを大学選択の参考にしたとする学生の割合は平成19年度以降３割弱を維持

しており、本学の魅力を発信するための入試広報の手法としては成果を上げていると考え

ている、ということです。 

29ページ項目【31】、成績評価をより厳正かつ客観的にするためにＧＰＡ制度を拡大す

る、という計画ですが、委員からは、以前から学部間での温度差が指摘されているが、前

向きに検討を始めている学部もあるものの、依然として導入に反対している学部もあり、

進捗しているとは言い難いように思う。学部によって向き不向きがあることも理解できる

ため、計画の目標や達成水準を見直していく必要があるのではないか、とのご意見をいた

だいております。法人からは、ご指摘のとおり現行の評価制度を活用するとしている学部

もあるが、導入していない学部においても大学教育研究センターと連携し適切な評価制度

のあり方について議論検討を進めていることから「進捗している」と自己判断を行った。
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しかし、委員ご指摘を今後の計画実施において参考にしたい、という回答です。 

項目【80】、女性研究者支援を図る体制を整備する、という計画に対し、委員からは、 

女性教員の採用については依然として進んでいるとはいいがたい。人件費抑制などの厳し

い状況があることは理解するが、ポジティブアクションの導入などにより一定の人数の女

性教員、研究者が増える方向で一層の努力を望みたい、というご意見です。法人からの回

答は、女性研究者のための環境整備指針検討ワーキングを開催し、女子トイレへの擬音装

置増設などの具体的な取組みを実施した。人事部門を含め、一層、全学的な支援策の展開、

体制整備に努めたい、ということです。 

 30ページ項目【157】の附属病院の経営改善に係る管理会計システムなどを整備する、

という計画に対し、委員からは、管理会計システムを活用した経営改善の推進は病院経営

上、必須であり迅速な達成努力が望まれる、とのご意見をいただいております。法人の回

答は、診療科別の経営成績を概括的に把握する一定の水準には到達したと考えているが、

経営改善等に有効活用できる水準へのレベルアップに向け算定方法の精査を加えていると

ころであり、より精度の高い管理会計システムの構築に努めていく、ということです。 

  

（松岡委員長） 

ありがとうございます。ただ今の事務局の説明でご意見、ご質問ありましたらお願いし

ます。 

 

（音田委員） 

先ほどの平成23年度実績評価とも関連があるのですが、項目【80】女性研究者の支援を

図る体制を整備するということですが、参考資料５の、学内保育所等の利用状況を見ます

と、保育所が設置されて、取組みが進んできていると思ったのですが、普通なら増加する

はずの利用者が減っているところに疑問を感じました。また女子トイレ擬音装置は、女性

からの要望があったから設置されたのでしょうか。どこかで女性研究者のアンケートをさ

れたようなことが書いてありましたが、そこでの要望をうけてということで実施されたの

ならいいとは思うのですが。 

それとポジティブアクションということを書きましたが、これは、国の色々な男女参画

の計画でも、女性の割合を大体３割ぐらいにすることを目標としていますので、先ほどの

女性教員の採用人数も20％台を維持されているということですので、さらに上をめざして

引き続き頑張っていただきたいという要望です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

女子トイレ擬音装置の設置ですが、資料45ページにありますように順次設置をしてきて

おります。以前に全学の女性教員を対象にアンケート調査を行いました。その中でトイレ

の改善希望がけっこうありまして、昨年のワーキングの中で順位付けを行い、一番要望が

高いものとして、トイレの擬音装置設置がありました。それと保育所のことですが、利用

が進まない背景の一つとして、実は男性の先生も利用していますが、教員の場合、裁量労

働制の中で時間の融通がきく場合があります。また大阪市外など遠方から通勤されている

先生もいらして、本学の中にある施設に子供さんをつれてきて預けることに支障があると

いうこともあるのではないかと思います。これは今後どういう方向がいいのか、継続的に
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検討していきたいと思っております。 

女性研究者の比率を増やすということも継続的にもちろん進めているところですが、教

員数が削減されてきている中で、なかなか新規採用がしにくいということもあります。  

ただ教授の先生の中には女性の方が多いので、今後定年退職を迎えた教員層の入れ替わり

にともない、女性教員を増やしていくことも可能かと思っております。昨年度、国の女性

研究者支援プログラムに応募しておりまして、まだ採択結果は出ていませんが、そういっ

た努力も継続して続けていく所存です。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。他にございませんか。なければ本日はこれで終了いたします。

8月31日の第２回評価委員会は市立大学が会場となっております。 

意見聴取する内容としましては、①評価の妥当性について、法人に改めて確認すべき事

項、②取組の質に関する意見・指摘のうち、意見聴取すべき事項、③平成22年度評価で指

摘された事項を考えております。 

本日の議論をふまえ、事務局から別途、委員の皆様に確認を取っていただいて、意見聴

取する内容を整理してまいりたいと考えております。 

本日はこれで終了いたします。お疲れさまでした。 


