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平成24年度第２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８月31日（金）午後２時～午後４時 

場 所： 大阪市立大学 学術情報総合センター１階 文化交流室 

出席者：  

【委 員】（五十音順） 

種田委員、音田委員、楠本委員、堀委員 松岡委員長 

※岡野委員は欠席 

【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】 

西澤理事長兼学長、柏木副理事長、桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長、 

安本理事、石河理事兼病院長 ほか 

 

○開会 

（上田行政部長） 

本日は、残暑厳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 24年度 第２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。まず、簡単ではありますが、ご出席の皆様のご紹介をさ

せていただきます。 

 

《委員長以下、委員の紹介と、理事長兼学長以下、理事の紹介》 

 

それでは、早速ですが、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） 

本日の第２回評価委員会は、昨年に続きまして、杉本学舎にお邪魔いたしま

して開催の運びとなりました。開催にあたり、準備等ご配慮いただきましてあ

りがとうございます。また西澤理事長はじめ、役員のみなさんにご出席いただ

きましてありがとうございます。また、教職員のみなさんにも多数お集まりい

ただいております。忌憚のない議論が行えればと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

本日は議題が４つございます。最初は、平成 23年度業務実績評価と第一期中

期目標期間（平成 18～23年度）業務実績評価に関する法人からの意見聴取につ
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いて、2 番目が平成 23 年度業務実績評価について、3 番目が第一期中期目標期

間の業務実績評価について、最後の４番目が平成 23年度財務諸表についてでご

ざいます。 

まず１つ目の議題につきましては、第一期中期目標期間および平成 23年度の

業務実績報告書を５月末に法人からご提出いただき、第一回評価委員会で評価

について検討を行ってまいりました。本日は、事務局から各委員に事前に確認

いたしました意見聴取事項について、法人から意見聴取を行いまして、委員会

としての評価結果をまとめていくにあたっての意見交換を行いたいと考えてお

ります。 

２つ目の議題は平成 23年度業務実績評価について、３つ目の議題は第一期中

期目標期間の業務実績評価について行います。それぞれ、第一回評価委員会で

の検討内容を確認して、改めて評価の妥当性についてご審議いただきます。 

それから本日までの検討内容を基に、平成 23 年度と、第一期中期目標期間の

業務実績評価結果の原案を作成しています。本日の議論を踏まえて修正を行う

必要があると思いますが、これについても本日、お示しいたします。 

最後に議題の４つ目といたしまして、財務諸表についてですが、こちらも 6

月末に大学から提出いただいておりまして、既に委員の皆様のお手元にござい

ます。財務諸表の承認と剰余金繰越については、市長に対し本委員会が意見を

述べることとなっております。本日は、時間の都合もございますので、内容の

説明を簡潔に受けるにとどめまして、次回の委員会において検討をいたしたい

と思います。 

それでは、１つ目の議題「平成 23年度業務実績評価および第一期中期目標期

間の業務実績評価に関する法人からの意見聴取について」に入ります。 

資料１－１「評価委員会として大学から意見聴取する事項」は、これまでの

議論と、各委員からのご意見を元に意見聴取の内容を取りまとめたもので、あ

らかじめ大学から回答をいただいたものでございます。こちらは、事務局から

各委員へお送りしております。 

それでは、法人の方からご説明を受けたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

（西澤理事長兼学長） 

本日は残暑厳しい中、本学舎にお越しいただきありがとうございます。改め

まして、私、公立大学法人大阪市立大学の理事長兼学長を拝命いたしておりま

す西澤でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。はじめに法人を代

表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。委員のみなさま方におかれまして

は、平素から本学の運営に関しましてなにかとご配慮賜りまして、この場をお
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借りいたしましてお礼申し上げます。またこの度は大変ご多忙の中、当法人の

業務につきまして、細部にわたり御精査いただいておりますこと、改めてお礼

申し上げます。 

本学は平成 18年の４月に法人化されまして、法人として自律した運営を進め

てまいりました。今後も法人としての自律性、機動性というメリットを最大限

生かして、より効率的あるいは効果的な運営を進めたいと考えているところで

ございます。 

また今年は第二期中期計画の初年度ということで、第一期中期計画の成果を

踏まえてより一層の取組強化を行いたいと思いますし、また新たに始まった取

組を計画的に確実に着手して、実行に移していかなければならないと思ってお

ります。さらに現在積極的に取り組んでおります、ガバナンス改革を中心にい

たしました市大改革を進めるためにも、新大学構想会議におきまして論議され

ている新たな大阪の公立大学のビジョンにふさわしい、都市と市民に貢献する

新たな大阪市立大学の像、姿を示さなければならないと考えているところでご

ざいます。本日は委員の皆さま方には忌憚のないご意見を賜り、後日ご報告い

ただきます評価結果を尊重させていただきまして、本学の改善に活かしていき

たいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。 

それでは資料の１－１に記載されております、事前にいただきました 10項目

の事項につきまして、法人の見解を私あるいはそれぞれの担当の理事から説明

させていただきます。 

はじめに私の方からは①～④について、ご説明いたします。 

１ページ、運営体制にかかわる第一期中期計画期間の成果について、でござ

います。 

本学は、法人化とともに学長を中心とした少数精鋭の執行役員体制をとって

おります。大学の基幹業務でございます、教育、研究、地域貢献、この３つの

３推進本部を設置いたしておりまして、全学的な教育研究評議会、外部委員を

交えた経営審議会を設置し、一体的な法人運営を行っております。 

22年度には新たに産学連携推進本部と、国際化戦略本部の設置を行いまして、

５推進本部体制が確立しております。各本部ではそれぞれ大学の基幹業務の全

般的な基本方針を審議、決定しております。各本部の本部長は理事の役員が担

当しておりまして、これらの本部の元に関係委員会が設置されています。多く

の委員会あるいは関連組織、施設の運営委員会にも役員が参画しておりまして、

本部で決定された基本的な方針に沿う形で、執行部と一体感をもって各事業の

具体的な事項を決定、実施しております。 

加えまして、学長裁量経費、戦略的研究経費の配分により、効果的で効率的

な経営を実施してまいりました。この７月には全学的な人事委員会を設置いた
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しまして、これまで各部局で行っておりました教員採用を一元化するなど、ガ

バナンス強化についても取組を進めてきておるところでございます。 

各本部の成果といたしまして、教育推進本部におきましては戦略的な教育経

費の制度化を行いました。研究推進本部におきましては戦略的研究経費の再構

築や若手研究者への支援の充実を図っております。地域貢献推進本部におきま

しては、地域貢献活動の窓口の一本化 シンクタンク機能の強化を目指して、

現時点で仮称ではございますが、地域連携センターの設置に向けて検討を始め

ております。産学連携推進本部では、外部資金の獲得の向上に努力してまいり

ましたし、国際化戦略本部では「大阪市立大学国際化 1stアクションプラン」を

策定いたしまして、国際力強化の PDCAサイクルを確立いたしました。 

その他運営体制を側面から支える取組といたしまして、自治体、教育委員会

あるいは他大学との連携協定、あるいは三井住友銀行との包括連携協定なども

行っております。 

２ページに移りまして、②の全学的な取組体制について、各学部間での情報

伝達体制、および全学的な取組の推進体制について、です。 

全学の教育につきましては、教育研究評議会が共学の審議機関としてござい

ますけれども、各学部間の情報共有体制としては、教育推進本部の専門委員会

として、教務担当部長、各学部の研究科より選出されました委員で構成されま

す学部・大学院教務委員会を設置いたしておりまして、教育推進本部で決定さ

れた方針に基づいて、教育に係る事項について審議あるいは情報共有を図って

おります。 

全学的な情報共有体制としては、役員会のメンバー、教務及び学生担当部長、

各研究科長、その他課長級以上の職員を構成委員といたしました部局長等連絡

会を月１回定例で実施しておりまして、情報共有を図っております。また全学

的に新たな取組を進める場合に、担当となります各推進本部の元に全学的な検

討体制、推進室の場合やワーキングという形の場合もありますが、設置いたし

まして、実施方法、内容等あるいは実施案を作成いたしまして、役員会での決

定を受けて、部局長等連絡会を通じて周知を図り、同時に全学的な検討体制に

おいて、進捗管理、あるいは効果検証、あるいは、さらなる改善に努めている

状況でございます。 

このように共有された情報を効果的に外部に発信し、大学のプレゼンスを高

めていくため、平成 23年度より大学広報室を設置し、学長を中心とした定例記

者懇談会を開催しております。また、昨年度からホームページの大幅な再構築

を行い、全学はもとより社会への広報強化を図っております。 

３ページに移ります。国際力の強化、グローバル人材の育成への今後の取組

についてです。本学では、アジア地域の大学等と連携した国際的ネットワーク



- 5 - 

 

を構築いたしまして、文理融合のアプローチによって、欧米型ではないアジア

独創の学問、本学で言えば、防災科学、新エネルギーといったようなものを打

ち立てるとともに、またアジアで活躍できる人材を育成するなど、アジアに軸

足を定めた国際化戦略を展開していきたいと考えています。その際の海外活動

拠点として、本年 11 月 8 日に、上海に本学初の海外活動拠点を設置しまして、

オープニング記念イベントを開催することにしております。この拠点プラット

フォームに、卒業生のネットワークの強化、留学生獲得、学生派遣、研究交流

などを促進させていきたいと考えております。 

４ページに移りまして、本学のグローバル人材の育成方針は、公立大学の使

命として、地域と世界を結ぶ人材、ＯＣＵグローバル人材力を育成することを

目標としています。具体的には、資料にございますように、外国語でのコミュ

ニケーション力の養成と運用能力の育成、地域についての確かな知識と自己理

解と他者理解を深めたうえでの多文化共生社会確立への指向、アジアを中心に

してビジネスを展開できるグローバル人材の育成、国際レベルの研究に従事す

る能力を有する学生の育成、これら４点を全学に共通して習得すべき能力とい

たしまして、また各学部でのグローバル人材像に基づいた教育を行っていくこ

とにしています。本学が世界の学生や研究者が寄り集う、グローバルな交流の

拠点となるために、優秀な留学生を獲得する一つの方策といたしまして、在阪

総領事館推薦枠を確保する入試制度や、短期留学生向け日本語研修プログラム

を平成 25 年度から開始するようになっておりますし、また、24 年度に世界的

に著名な研究者を招聘いたしまして、全学を挙げての国際シンポジウムを開催

する準備を進めているところでございます。 

昨今の海外留学の減少については、内向き志向あるいは厳しい経済環境や就

職活動との関係など、様々な要因が考えられるところでございますが、本学学

生の海外留学に対する関心は決して低くはございません。特に英語圏への留学

を望む声が多いことから、今年度新たに短期語学研修プログラムとしてビクト

リア大学、オックスフォード大学の 2コースを開設いたしました。 

最後に秋入学について、既に理学研究科の前期博士課程、後期博士課程、工

学研究科の後期博士課程では導入済みでございますが、今後も大学院を中心に

検討を進めていくこととしています。学部につきましては社会の動向を見つつ

研究していきたいと考えているところでございます。 

５ページの大学支援組織、大学サポーター事務局の取組については、昨年 1

月に保護者、卒業生、同窓会、大学サポーターを組織的に支援する仕組みを整

備いたしまして、「大学サポーター事務局」を設置いたしました。それまでは同

窓会、あるいは学友会について、総務課の担当係長が個別に対応しておりまし

たが、大学として卒業生、保護者の連絡先の管理も行っておらず、個別で活動

している各学部の同窓会との対応で終わっておりました。これらを組織的に支
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援するために、大学サポーター事務局を設置したしまして、学生、保護者、卒

業生の情報収集を開始いたしました。その情報をもとに広報誌の送付、中之島

講座等々の大学開催イベントのお知らせメールの発信などを行っております。

また平成 23年度には情報管理、情報発信等をより効率的、効果的に行うために

「大学サポーター・公開講座管理システム」を構築いたしまして、情報の有効

管理活用に努めています。大学サポーターの愛校心や母校に対する貢献欲求を

高めていきたいと考えているところです。 

平成 23 年度の情報収集の実績といたしましては、新入生全体の 99％にあた

ります 1,544 名の保護者情報、２回生以上の学生の保護者情報 605 名の情報を

収集しました。また同窓会、学友会への保護者情報の提供につきましては新入

生の 1,509 名、在学生の 576 名の情報を提供しました。そのほかでは卒業生の

2,272名にも情報提供依頼を行っておりまして、平成 24年８月現在で 998名が

登録されています。 

以上が私からの説明とさせていただきまして、続きまして各担当理事から説

明させていただきます。 

 

（桐山理事兼副学長） 

それでは、⑤優秀な学生の確保について、現在少子化の中で、本学がどのよ

うに対応をしているかをご説明させていただきます。 

一つは本学や難関国立大学に入学を希望する意識の高い生徒に対して、大学

での入試説明、進学ガイダンスの機会を増やすということを行ってきておりま

す。一昨年度は市立大学、府立大学、関西大学の３大学と合同入試説明会を行

わせていただきまして、平成 24年度からは新規で名古屋・高松での進学ガイダ

ンスを行っております。関西での主な取組につきましては、各高校に出かけて

行きまして、出前授業を実施しており、進学ガイダンス、出前授業などいろん

な場面に応じた対応を行っております。三重県の出身の方ですが、実際に出身

高校に出向いて模擬授業をされた先生がいらして、授業をうけられて生徒から

市立大学も視野に入ったというような感想をいただいております。 

それから新たな入試としまして、推薦入試の実施、特に指定校推薦というと

ころで、平成 23年度から工学部建築学科で、高校を指定しての募集を実施して

います。慎重にではありますけれど、こういった形での推薦入試制度を今後実

施していきたいと考えております。 

また海外からの留学生の確保に関しましては、昨年の国際センターの立ち上

げ以来、留学生計画を策定しております。本学の学生のグローバルな人材育成

のために、交流協定校との単位互換やダブルディグリー制度について今後積極

的に取組んでいきたいと考えておりまして、平成 26年度の制度導入をめざして

この春から検討を進めているという状況です。 

交換留学生の受入数につきましては、第二期中期計画期間中に現在の 15人か

ら 30人に倍増するという数値目標を設定しまして、交流協定の大学との交換留
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学を進めていきたいと考えております。先ほど学長からも少し言及がありまし

たが、平成 25年度入試から在阪総領事館推薦枠を設けまして、そこから推薦い

ただいた留学生の入試を実施したいと考えております。25 年度入試につきまし

ては３学部で制度を実施することになっております。 

⑥厳正かつ客観的な成績評価について、この間、GPA制度の導入については、

評価委員の先生方からいろいろとご意見いただいております。法人といたしま

しては、GPA 制度の重要性は認識しておりまして、単位の実質化の一つのツー

ルと考えております。ただ、学部ごとに非常に小人数でやっているなどの特性

がありますので、単位の実質化についてはその他の仕組と組み合わせて考える

必要があると考えております。他方で、交換留学のためには、単位互換を始め

として、国際間での大学同士での教育の質保証を実現する観点で言いますと、

やはり GPA制度を全学的に導入しなければ対応できない状況かと思います。本

学では聴取内容の欄にご指摘いただいたとおりの現状ではございますけれども、

昨年度、私が座長となりまして、教育改善ワーキングを立ちあげ、そこでの議

論を踏まえて、9月以降、全学共通教育教務委員会と学部大学院教育教務委員会

で、成績評価の改訂、これは今までは ABC と Dというものから、AAとか S評

価というもののように変えるというような成績評価の改訂と共に、GPA 制度に

よる表記も行うことを検討し、今年度中には結論をみたいと考えております。 

私からは以上です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 宮野でございます。私からは⑦、⑧、⑨の３つの項目につきましてご説明い

たします。９ページの⑦についてですが、ひとつは都市科学研究について第一期

中期目標期間でどれだけ取組が進められたかというお尋ねについてですが、平

成 19 年度から 23 年度にわたりまして、都市研究プラザがグローバル COE の

プログラムを獲得いたしまして、都市研究プラザを中心となり、都市科学研究

を推進してきております。ちょうど 23年度事業が終了いたしまして事業結果報

告を作成したところでございますが、この間、先端的な都市論の発信拠点とし

ての形成が行われました。具体的には国際学術誌 CCSの発刊ができ、現在まで

１０号の発行を行っております。またあわせて国際的な学会であります、都市

創造性学会をパリで立ち上げることができました。この事業は都市研究プラザ

が中心となりまして、文学研究科、工学研究科など 4 研究科 5 専攻との共同事

業として都市問題に取り組んできたところです。これまでに約 100 名の研究者

を育成してきたという実績を持っております。都市問題研究につきましては、

今後、世界標準の学位を擁する目的のリーディング大学院構想へ継承するとい

う計画を進めております。 

また都市研究プラザ以外での各学部での取組、あるいは全学的にどうとりま

とめているかということお尋ねでございますが、都市研究プラザの授業の中に

は、都市研究プラザのほかに、文学研究科、工学研究科、生活科学研究科、創

造都市研究科など各研究科が共同して行っておりますし、また以前にご説明い

たしましたように、各研究科には都市問題にかかわるカリキュラム等がありま
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して、教育研究を推進していっているところでございます。また昨年、東日本

大震災が発生しまして、この発生に鑑みまして全学的な、分野横断的な都市防

災研究プログラムを立ち上げました。これにつきましては、本学の重点研究と

して研究助成を昨年、今年度と採択する形で継続しています。 

また若手研究者への研究経費の支援と言うことですが、若手研究員支援とし

ては一つはポスドク・キャリア開発事業というプログラムにつきまして、大阪

府立大学・兵庫県立大学と共同事業として採択が決定しておりまして今後   

推進していく予定でございます。本学独自のものとしては 戦略的研究経費の

なかで、これまでは特定研究奨励費と言う形で若手研究者中心に支援してまい

りましたが、今後第二期中期計画の中でも、若手研究という枠組みの中で継続

的に支援していくということで推進をしております。 

またグローバル COE事業の継続につきましては、学長裁量経費などでこれま

でも対応してきております。 

次のページの女性研究者支援でございます。これまで 女性研究者の環境整

備のためのワーキングを立ち上げまして、アンケートなどを行い具体的な対応

について検討してきたところでございます。そのアンケートの要望内容につい

て知りたいというご要望ですが、お手元の資料にもまとめてございますが、ア

ンケート結果を環境整備、人事制度改善、その他と言う形でまとめております。

アンケート結果に寄せられました要望の中で、優先順位をワーキングの中で整

理し、物理的な条件をかみ合わせまして、実施可能なところからその対応を進

めております。具体的にはトイレ環境の整備にかかる要望が多くございました

ので、擬音装置とか温暖トイレの設置等を行っております。 

また育児休業を取得している教員数の割合把握や、学内保育所についての使

用率についての分析等々を行っているかということですが、11 ページにまいり

ますが、職員課を中心に、このようなデータ整備を行ってきております。女性

教員数そのものはまだ決して多くはないのですが、過去３年間毎年１％ずつ上

昇してきている中で、育児休業取得につきましても、過去３年間でみますと１

～３％ずつ、徐々に上昇してきている状況と把握しております。保育所の運営

につきましては、一時保育を含めますと、年々増加傾向にございまして、今後

に向けての検討を継続的に進めていくところでございますが、特に、保育園の

運営に関しては、本学以外の国公立大学を中心に全国調査を行いまして、これ

らの資料に基づきまして、今後の対応に向けて検討を進めていきたいと考えて

おります 

また⑨地域・社会貢献でございます。これにつきましては、地域貢献につい

て色々取組んでいるが、その取り組みについてどのように成果を判断、測定し

て、また今後の取組みにどのように反映させていくのかというお尋ねでござい

ますが、地域貢献の代表として、公開講座を数多く行っております。これにつ
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きましては先ほど理事長からの説明にありましたように、センターで一本化し

て整備するという計画を進めておりますが、これまでの講座の中身を改善する

ために、受講者アンケートや、昨年からは講師の先生へのアンケートも行いま

して、講座の内容や、対象者の選定など、今後の改善に向けての資料として整

備をしてきております。ここには書いていませんが、地域貢献の一つとして、 

教員免許状更新講習というのを過去 4 年間行っております。文部科学省のアン

ケートの他に、これも毎年改善に資するために本学独自のアンケートを行って

おります。 

以上が私からの説明になります。 

 

（安本理事） 

⑩につきましては、安本から説明させていただきます。 

⑩は人工光合成による次世代エネルギー研究が注目されているが、現在の状

況や大学全体の中での位置づけについてお尋ねしたい、ということでございま

す。 

現在大阪市から補助金をいただきまして、人工光合成研究センターの建屋が

建築中でございます。この人工光合成研究センターは、全学的な産学連携拠点

の位置づけでございます。人工光合成の研究はまだ基礎研究の段階ですが、基

礎研究から出口を見据えた研究をやろうというのが産業界からの要望でござい

まして、それを実現できると考えています。設備の関係でこの建屋に入居して

もらう企業は３～５社に限られますが、ただ人工光合成は実際エネルギーを作

るということ以外に、いろんな派生技術、例えば機能性食品、建材や太陽電池

に使うなどが予想されますので、広く知識を普及させることによりまして、中

小企業にも研究の参画の機会を与え、また早期に実用化するということが、非

常にポイントであります。そういう意味では入居できなくても、広く技術を普

及させるという目的で、10 月から人工光合成フォーラムを開催します。これは

一種の会員制組織で大阪市都市型産業振興センターと大学が共同で開催するこ

とにしております。このフォーラムへの参画を促すために、６月に大阪でセミ

ナーを開催しまして、300名以上の参加がありました。７月には東京で開催しま

して、130名以上の参加がありました。このフォーラムは 50社 100人ぐらいを

目標にしておりますが、先ほど確認しましたところ、現時点で 20社の申込があ

り、９月いっぱい申込を受けつけまして、10 月からスタートする予定でござい

ます。以上です。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございました。10 項目について、あらかじめご意見を伺いたいと
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言っていた点について、詳しくご説明いただきました。それでは、各委員の先

生方から今の説明を踏まえて、あるいはこれまでのご意見ご指摘を踏まえて、

改めてコメントをお願いしたいと考えております。大体 30分程度、お願いしま

す。 

 

（堀委員） 

3ページの国際力の強化のところでお聞きしたいのですが、グローバル人材の

育成、また視点をアジアにおくということは大変大事なことであり、いいこと

だと思っています。その中で上海に海外活動拠点を設けられるということです

が、海外拠点をあちこちで設けている大学もあるのですが、そこで何をめざし

て、どのような展望をもっておられるかお聞かせください。 

 

（西澤理事長兼学長） 

拠点というと本格的に聞こえるのですが、上海に勤務しておられる、居住さ

れておられる OB の方々、中国から留学にこられて上海に帰られた方々、そう

いった方々の同窓会的な組織を昨年 11月に作り上げました。実は私が学長にな

って最初に OB の方々とお話した時に、上海にたくさん OB がおられるという

ことを聞きまして、そういった組織ができないのかお尋ねすると、もうすでに

いろんな集まりがあるということをお聞きしました。それを大学と連携できる

ような集まりにしたいということで、まず同窓会の旗揚げをしようということ

を昨年させていただきました。昨年 11月に中国交流博覧会がありまして、毎年

研究科から何件か出品している関係もあり、向こうからの招聘もありまして、

それも兼ねまして柏木副理事長に代表で出席していただいたのですが、８０名

ほどが集まり、なかなか活発に議論していただきました。私どもとしてはそれ

を元にしながら、ただ単に同窓会を作っても、大学と直接結びつけられないの

で、橋渡しする場所がいるのではないかということで、大阪市の拠点を貸して

もらえないかということを相談していて、模索を始めていました。今年３月に

橋下市長にお会いするチャンスがありまして、ガバナンスの話をいろいろお聞

きしまして、ガバナンスはしなければならないと決意したところですが、その

折に上海は府と合同で事務所を残すということをお聞きしましたので、私たち

は今こういうことを組織化していっていますので、拠点の形を作れないかとい

うお話をしましたら、非常に好意的にとっていただきまして、ぜひ考えてくれ

といわれました。そういうこともありまして、何らかの形で私どもの費用で上

海の事務所に人をおかしてもらえないかということを相談しているところです。

そういったことも踏まえて、何らかの形で同窓会組織あるいは同窓会に類する

方々との連絡網ができないか、またそれを大学に直結する形にしたいというの
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が第一です。それから何をするかということですが、私自身が考えておるのは、

学生を短期ですが上海に送り込んで、インターンシップを行ったり、あるいそ

の連携を取りたい、それから可能であれば、上海の優秀な方々の留学を促進で

きるような方策をとりたい、といったようなことを今の時点では考えておりま

す。 

 

（楠本委員） 

 アジアに重点を置くというのは、私も結構だと思います。その重点の置き方

ですが、主として留学生を呼ぶことに力を入れられるのか、アジアのいくつか

の大学と協定を結ぶということをお考えなのか、具体的なことをお聞かせくだ

さい。 

 

（西澤理事長兼学長） 

すでにいくつかの大学と協定を結んでおりまして、単に留学生だけを呼び込

むのではなく、こちらからも人を送れる、教員との研究交流などもできるよう

にしたい、もう少し相互的なことをしていきたいと考えております。アジアの

大学は非常に目覚ましく発展しておりまして、レベルも非常に高くなっている

大学がたくさんございます。そういうところとの連携は非常に意味があると考

えております。 

 

（種田委員） 

 自分の出身大学が、交流会活動をこの 10 年ぐらいで目覚ましくやっていて、

大きくなっていて、やればできるんだなと思っていました。大学支援組織につ

いても、拠点というのは必ずしも必要ではなくて、在留の古くからおられる方、

会長とかがいればうまくいくと思うのですが、例えば関西の大学が東京に拠点

を出す時に、東京駅のどこか、セミナーやリクルート活動にも使えるような部

屋を借りることをイメージしているのかなと思ったのですが、もうちょっと、

専任者がいて深いことをするということなのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

そんな大げさなものを作ろうとするとずいぶん費用がかかり、本学ではなか

なか手が届かないのですが、単純に言いますと、机一つと人を一人置きたい。

そこで、大学との連携がきちんととれるようにして、大学からの反応が相手方

に、十分に伝わるようにしたいというのが拠点の意味です。実際にはむこうに

おられる OB の方々や上海によく行く方々に、無給ですが、国際交流アドバイ

ザーというポジションについていただきまして、活動しやすくしています。こ
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れは先方からそういうことを言われまして、ようするになんであなたが大学の

ことをするのか、ということがあるらしいです。  

 

（種田委員） 

私の出身大学でいう代議員で、代議員となると、やろうかなというイメージ

ですね。 

 

（西澤理事長兼学長） 

熱心な方々がおられまして、そういった方々にかなり依存している部分があ

ります。 

 

（種田委員） 

大学支援組織については、私の出身大学も親を巻き込んでいて、今、子供の

入学式にはもちろん親がきていて、総会、学校の交流会や大阪での交流会、同

窓会組織にも、学生は東京の学校にいるのですが、親が呼ばれて、自分の出身

校でなくても参加されていて、最後には寄付につながっています。愛校心が寄

付につながっているのがいいなと思っています。 

 地域ごと各県ごとの交流会や、毎年の総会に総長が全部出ています。必ず年

１回ぐらいは総長と対談しているうちに、愛校心がでてきて、私も在学中は愛

校心なんてなかったのですが、寄付もするようになってきました。さらに卒業

して 25年たつと学校に呼んでいただけるというのがあったのですが、最近はさ

らに短いタームになっていて、10 年か 15 年ぐらいで呼ばれています。やはり

若い頃はなんとも思わないのですが、なにかと接点を持たれるようにするとう

まくいくのではないかと思うのですが、市大ではそういう、招待のようなこと

はどうされているのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

実は 25 年目とか 50 年目とかに招待されているのは知っているのですが、ま

だ直接そういったことはできておりません。同窓会は全国で 23支部ございまし

て、毎年総会をされていて、お声がほぼみんなからかかるのですが、とても一

人では回りきれず、チャンスを見ながら行かせていただいたり、副学長に行っ

ていただいたりしています。確かに、行きますと情報の流通がすごく良くなる

ので、意味が非常にあるのかなと思っておりまして、もちろんさせていただこ

うかと思っております。 

それから保護者の集まりに関しても、学友会ができてからこういった集まり

ができるようになりまして、毎年 11月 3日にはホームカミングデーというのを
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設けておりまして、その折には保護者の集まりの会をさせていただいており、 

かなりの方が来られます。今年はそれとは別に、５月に大学の催しとしてボー

ト競艇をするのですが、そのボート祭の初日の土曜日に保護者会の方々を招待

して、終わった後で、学長、役員、研究科長を交えた簡単なパーティをして、

意見交換会をさせていただいています。保護者会のみなさま方から感想やお話

をしていただきますと、非常に遠いところから、わざわざこのためだけにきて

くださっている方もおられて、私どもも感謝するぐらいで、熱心な方々が多く

なってきています。生徒はその場にいなくて、保護者だけですが、直接出身者

ではないけれども、非常に愛校心としては向上していくのではないかと思って

います。 

 

（音田委員） 

私は⑥と⑧について、質問させていただいたのですが、その前に今のお話を

伺って、保護者情報についての数字を見ていますと、入学生についてはすごく

率が高いのに、在学生になった途端に落ちていて、分かる気はするのですが、

もったいないと思うのですが。 

 

（西澤理事長兼学長） 

実は保護者情報がないことはないのですが、個人情報になるので、許可をも

らっていないと使えないものです。今年の入学生には入学の折に、個人情報の

許可をもらったものが 99％です。それとこれを同窓会に使ってもよろしいです

か、というものも少し％が落ちるのですが、ほぼ 100％近くいただけたというこ

とでこの数字ですが、他の学年は、それ以外の状況で許可をもらっていますの

で、どうしても反応が鈍くなり、この程度の数字になっています。ですから年

度を重ねていけば、かなりの％になると考えております。 

 

（音田委員） 

毎年入学時に、許可を取られるということですね。 

⑥についてですが、先程の説明で状況が分かりました。今後状況が進んでい

くであろうと思います。私も大学のいろんな制度について分からないのですが、

GPA 制度の拡大を目標にされているのに、なかなか進まないというのが気にな

っていまして、各学部からの報告などをみると、学部によってすごく温度差と

言いますか、熱心なところと、始めから無理といっているところがあって、無

理なら無理で仕方ないと思ったのですが、本当に事情があって難しいのか、せ

っかくのガバナンス体制が進んでいって、多少無理でも何かと組み合わせるな

りして、全学的に取り組んでいく、また国際的な仕組みの中で進めていければ
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いいのではないかと思って、こういう質問をさせていただきました。９月以降

にこういう委員会を立ち上げて、今後検討していかれるということですので、

これについては分かりました。 

⑧についてですが、色々な取組みをされているように思うのですが、アンケ

ートの内容を知りたいということでご質問させていただきました。要望の多か

ったものから順次実現していきたいとうお話で、また総合的に女性の就労支援、

キャリア支援を行うセンターの立ち上げということが挙がっていますが、奈良

の県立医科大学で最近こういうセンターができていて、まだ具体的に動き出し

ているわけではないのですが、大変喜ばれていると聞いています。主に情報提

供や相談窓口などが中心になるとは思うのですが、こういうことはぜひお願い

したいと思います。また女性教員への支援が行われる推進本部はどこにあたる

のでしょうか。 

あと女性教員の比率についても、まだ低いけれど、年々１％程度あがってい

るということですが、全国的に大学の女性教員の比率は 16.7％ぐらいなんです。

これを一つの目標としていただきたいと思います。ただ数だけ増やせばいいと

いう問題ではないので、実際にどういう風に育てていかれて、次に昇進昇格し

ていく時に、きちんと能力を見ていただいて男性と同じように評価していただ

けるようなシステムをぜひお願いしたいなと思います。 

保育所のことにつきましても、利用されている方の実態の把握、もし利用が

なかなか進まないのならその理由がどういったものなのかということ、それか

ら育児休業を取得する方も女性だけでなく、男性の取得率もぜひ調査していた

だきたいと思います。以上です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

女性研究者支援を考える本部は、研究推進本部であつかっております。この

研究者推進本部の下に女性研究者環境整備のワーキングを設けておりまして、

このワーキングの中で具体的な検討を行っているところです。センターの立ち

上げについては、ワーキングで将来に向けて考えているものの一つとして、女

性研究者支援室、まだこれは仮称ですが、これを設置して、今、ご指摘ござい

ましたように、色々な情報の一元化をしていきたいと考えております。ワーキ

ングでもいくつかで意見が出ておりますが、女性研究者のネットワークを構築

して、この支援室において一元化し、問題整理をして、具体化していくという

ようなことができればいいと考えています。また先進的な大学の事例を学ぶ意

味で、学内セミナーやシンポジウムを開催して、啓発に努めていきたいと思っ

ています。具体的にどういう内容のセミナーやシンポジウムがいいのか、ある

いは女性だけでなく、男性も含めて男女共同参画の視点で進めていきたいと思
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っています。男性教員に対してもどういう視点が大切なのか、問題整理をして

いきたいと考えています。 

また育児休業の男性教員の取得データについても提示してほしいということ

ですが、すぐにお答えできるものとしては、例えば保育所の利用については女

性教員だけでなく、むしろ男性教員の利用の方が多いので、そういったことも

考えていかなければならないと考えております。ご質問にすべてお答えできて

いないかもしれませんが、女性教員も学部によって抱えている問題は必ずしも

同一ではなく、これまで一元化して整理できていなかったので、まず支援室を

立ち上げる中で、積極的に問題整理していきたいと考えています。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。それでは私の方からいくつかおききしたいと思いま

す。 

まず⑦都市科学研究についてですが、本学の特色が都市研究、あるいは都市

教育にあるということは、第 1 回の評価委員会でもいろいろお教えいただいた

ところですが、その点で２点お尋ねしたいと思います。 

一つは今日お話しされた中で、全学的に見て都市教育研究基盤が拡充してき

て、都市研究、あるいは都市の教育について、99 名の研究者を養成されたとい

うことですが、ごく大雑把で結構ですので、その内訳、分野、今どういったこ

とをされているのか教えてください。 

もう一つは、中核的な組織として、グローバル COEの都市研究プラザがあり

ますが、これが終わって、大学院構想への継承を新しく包括都市センターとし

て計画されているというお話について、まだ構想の段階ですが、どういうとこ

ろが今までのものと変わって、狙いとしているかということをご説明いただき

たいと思います。 

 

（宮野理事兼副学長） 

基本的には都市研究プラザを中心としたグループがグローバル COE のプロ

グラムを取得する中で、若手教員を育成して、外に輩出していく、具体的には

他の大学の専任教員として、あるいは特任教員として採用されていくというこ

とができてきたわけです。そもそもグローバル COEのプログラムは、若手研究

者の育成ということですので、その目的に沿った、具体的な成果として 99名と

いう数字を出させていただいておりますが、どういう分野について何人ぐらい

というのは、今数字を持ち合わせておりませんので、また改めてご報告したい

と思います。  

それから二つ目のグローバル COE以降、都市研究プラザを中心とした研究成
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果をどういう風に発展させていくかということですが、グローバル COEの後継

の一つとして、リーディング大学院のプログラムが昨年から国の研究資金とし

て公募され、実は、今年３件応募して、そのうちの１件が公募書類審査を経て

ヒアリングに進んでいます。進んでいるものの一つがこれにかかるもので、こ

れまでのグローバル COEで培ってきた成果をふまえて、さらにリーディング大

学院の場合は、若手研究者の育成ということですが、修士・博士の５年間一貫

の教育プログラムとして構築をして、それを世界標準、世界的なレベルの学位

を擁するというプログラムでございます。よりグレードの高い若手研究者を育

成していくというプログラムでございますので、これが獲得できれば、これま

で第一期中期目標期間に培ってまいりました本学の都市科学研究の一端をさら

に高く、世界標準に持ち上げることができると期待しています。 

 

（松岡委員長） 

①運営体制と②全学的な取組体制についてですが、この第一期中期目標期間 

で、５つの推進本部の体制ができて、その結果それぞれの推進本部で、いろん

な形で素晴らしい取組ができたということは大変結構なことだと思います。そ

の点につきまして、一つはこの中期計画が終わったあとで、全学的な人事委員

会を７月に立ち上げられたということをお聞きしましたが、第一期中期計画が

終わってから、具体的に今言われたような全学的な人事委員会制度以外の点で、

すでにそういう理事長兼学長のリーダーシップのもとにガバナンスの強化とし

て動き出していること、あるいは動きつつあることがありましたらお聞かせく

ださい。 

②全学的な取組に対してですが、２ページによりますと新しい取組を進める

場合には、全学的な検討体制を設置して、進めていくという話でしたが、これ

を読んだ限りではそれぞれの推進本部とこの全学的な検討体制の関係がよく分

からなかったのですが、先ほどのご説明で、５つの推進本部のどれかの元に検

討会議を作るということをお聞きしたので、私の疑問は解消しました。例えば、

もっと全般的なことに関して、どこの推進本部にも入らないようなものがあれ

ば、どうなるかということを教えてください。 

 

（西澤理事長兼学長） 

通常の業務、あるいはその延長線上にある場合、推進本部が新たなことをす

る場合は、ワーキング若しくは推進室を設けて企画検討して、さらに役員会に

あげてくるのが通常の形です。それとは別にまったく全学的なこと、新規で考

えないといけないような場合、例えば大阪府市の新大学構想会議への対応があ

ります。全体的なことを考えるのは一部署では無理なので、学長直轄の組織を
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作って、今回の場合ですと市大改革プロジェクトチームというものを、学長の

下に直接おきまして、そこで検討して、それを全学的に持ち込むと、まだ経過

段階なのですが、そういった諮問機関のような形で作っていくことが考えられ

ます。もちろん内容によってやり方は変わると思います。 

人事委員会が発足するということはかなり大きなことで、みなさん方と色々

ディスカッションしてきたところです。今やっと動くというところに来ました。

他のことにつきましては、これにからむ話になるのですが、例えば学部長、研

究科長の選任というのは、従来は各部署で選挙で決めていましたが、それを学

長任命、指名にするとか、あるいは学長の選任をどうするかについてはこれか

ら考えなければならないことです。 

 

（楠本委員） 

今、おっしゃった人事委員会についてですが、昨年、委員長から全学的な教

員人事について、それぞれバラバラになっているのをもう少し統一する考えが

ないのかという質問がでて、それは検討中だとお答えになったと思うのですが、

その考えと今の人事委員会は別の話なのですか。私は昨年からの話が全学的な

動きになってきたのかなと思っているのですが。 

 

（西澤理事長兼学長） 

教員を採用する際には、申込みが各部署からありましたら、それを人事委員

会で検討して、その人事を進行するか進行しないかをまず決めて、する場合は

選考委員会を別に設けまして、そこの結果を最終的に人事委員会で検討すると

いう形です。全学組織としてするということです。 

 

（楠本委員） 

そうすると、教員人事と全学的な例えば学長人事、そういうことも含めたも

のをやっていこうということですか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

人事委員会自体は教員人事のことですけれど、人事委員会以外に他に何があ

るかというご質問でしたので、そういったことも考えているということです。

まだしているわけではないのですが。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございました。あとの議題もありますので、議題１はこれまでと

します。また関連があればご意見をお聞きします。 
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それでは議題の２「平成 23年度業務実績評価について」でございます。 

事務局より、第一回評価委員会で意見のあった事項について資料２－１（１）「平

成 23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」に基づ

き、ご説明いただき、法人からの意見聴取ののち、委員会としての評価の方向

性について議論したいと思います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

大学支援担当課長の岩谷でございます。 

それでは、本体資料 13ページをご覧ください。資料２－１（１）「平成 23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」という資料で

す。この資料は第一回委員会での議論の結果を取りまとめさせていただいたも

のです。 

15 ページをご覧いただきますと、表の一番上の段、左から、23 年度の計画、

それに対する大学の取組実績、法人の自己評価、それに各委員からのコメント、

第一回委員会で出された意見をまとめたもの、最後に備考欄という順で記載し

ております。 

項目 18－２と 16 ページの項目 131 につきましては、いずれも大学の自己評

価は「おおむね進捗している」となっておりますが、それぞれの項目につきま

して、何をもって「おおむね進捗している」と判断されたのか、改めて精査す

る必要があるということで、これらは、本日、大学から意見聴取させていただ

く事項としております。 

これら以外の項目につきましては、大学から出された回答及び第１回の評価

委員会での補足説明を確認いただいたうえで、備考欄に記載させていただいて

おります通り、大学の自己評価で妥当であるとのご判断を、仮に得たものと考

えております。 

説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

それでは、その２項目について、法人からご説明をお願いします。 

 

（桐山理事兼副学長） 

年度計画 18－2 について、経済学研究科は新たに専門性の高い経済学の修得

をめざす社会人コースを実施する、という計画につきまして、19 ページに、回

答を記載しておりますので、それに基づきまして説明させていただきます。 

経済学研究科では、古くから社会人特別選抜制度を設けておりまして、「長年

の職業生活を通じて得られた経験を学術的業績に仕上げていただくこと」、ある
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いは「自分のライフワークとして長年研究してきたテーマを論文や著書に仕上

げていただくこと」を目的に、通称「熟年大学院」として親しまれてきた制度

がございました。実際にこの制度を使いまして、たくさんの著書を仕上げ、  

博士号を授与した実績がございます。 

この伝統的な制度を B選抜としまして、これとは別に平成 23年度より、新た

に「学士課程等で経済学を学んだ社会人」のうち、「経済学の知識を今日的な水

準に引き上げる必要」を感じておられる方を対象に A 選抜を設置しました。必

ずしも社会人専用ということではありませんが、いわゆる熟年大学院とは別の

コースとして作らせていただきました。業務実績報告の取組実績の表現が十分

ではなかったと思いますけれど、そこでの「入試改革による社会人院生の積極

的受け入れは行っているが」とあるのは、このＡ選抜の実施のことを指してお

りまして、専用ということではございませんが、それを含めたコースが 23年度

に設置されまして、実施しているということで、「おおむね進捗」と判断させて

いただいております。 

 

（安本理事） 

年度計画 131について説明させていただきます。 

共同研究の目標額 2 億５千万円、オープンラボラトリの開催４回という計画

に対して、結果として、目標額の約 7 割となる 1 億 7,400 万円とおおむね達成

しており、オープンラボラトリも目標の年 4 回開催は達成されている、という

ことを合わせまして、「おおむね進捗している」と判断いたしました。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。なにかご意見ございませんか。 

 

私の方から、①のほうについて、社会人専用ではないけれども A 選抜という

社会人選抜を 23年度に始めたということで、ぴったりではないけれども、実績

としては社会人のコースが設けられたということですね。その点は理解いたし

ました。そうすると、専門性の高い社会人を養成する社会人コースの実施とい

う計画について、A 選抜の方は、学士課程で経済学を学んだ社会人、社会人で

すけれどもここが少しニュアンスが違っている、それが「おおむね」と判断さ

れたと理解してよろしいでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

基本的にそういうことです。 

 

（脇村経済学研究科長） 

補足的に答えさせていただきますと、専門的な職業人というものに向けた社
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会人コースというのは、経済学研究科では非常に難しいと思っておりまして、

他大学でも経済学でそういうコースを作るというのはかなり例が少ないと考え

ております。また場所的にもサテライト的にするなら話は違うと思うのですが、

出願する人は多くはないだろう、特別のカリキュラムを設けるような、専用コ

ースは非常に難しいと考えています。検討はしていたのですが、現在、枠組み

が変わる可能性が出てきたので、将来的にもう少しちがった枠組みの中で検討

していこうというのが現在の我々の判断です。 

熟年大学院と呼んできていたものは100人ぐらいの卒業生を出していまして、

ある程度実績を挙げているのですが、現在は出願者が減ってきていまして、他

の大学でも似たようなものが作られているということも影響しているかと思い

ます。 

 

（松岡委員長） 

それで年齢制限を 30才に下げられたということですね。 

 

（脇村経済学研究科長） 

 そうです。ただそれもあまり効果を発揮していないのですが。 

 

（松岡委員長） 

何かご意見ございませんか。 

 

それでは、次の議題３にいきまして、「平成 23 年度業務実績に関する評価結果」

の原案の検討でございます。事務局より本日までの検討内容を基に調整いただ

いた原案を説明いただいたうえで、内容の検討を行ってまいりたいと思います。 

それでは、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 21ページをご覧ください。 

資料２－１（３）「平成 23年度業務実績に関する評価結果（原案）」といたし

まして、これまでの委員の皆様の議論を踏まえまして、原案としてとりまとめ

たものでございます。内容を簡潔にご説明いたしますが、まず全体の評価・項

目ごとの評価につきましては本日の議論を踏まえて記載いたしますので、基本

的には空欄としています。 

 資料 24ページをご覧ください。「Ⅰ全体的評価」では平成 22年度の全体評価

における指摘事項について３つの項目を記載しております。それらにおける大

学の対応につきましては、平成 22年度評価結果における各委員からの意見・指
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摘事項等一覧や本日の意見聴取を元にこれから記載させていただきます。 

平成 23年度における取組実績といたしまして、経営学研究科による「医療・

福祉イノベーション経営」をテーマとした社会人プロジェクトや、東日本大震

災をうけ、研究科の枠を超えた都市防災研究体制による取組、あるいは医学部

付属病院での肝疾患診療連携拠点病院や認知症疾患医療センターとしての取組

を特筆したらどうかと考えております。 

資料 25 ページにまいりまして、平成 23 年度評価結果における全体的な指摘

事項といたしましては、先程よりご指摘ありますように国際力強化の要素であ

る GPA制度についてや、女性研究者支援、あるいは全学的な取組を進めるうえ

での体制について、を考えておりますが、また第２期中期目標期間に向けた点

も含めて、本日の議論をふまえて記載したいと考えております。 

資料 26ページの「Ⅱ項目別評価」でございますが、教育に関する措置の主な

取組事項といたしまして、「医療・福祉イノベーション経営」をテーマとした経

営学研究科の高度専門職業人の教育、学生サポートセンターなどの学生支援体

制の整備を記載させていただいております。意見・指摘事項としまして、国内・

海外における優秀な学生の確保の取組の強化を求めているところでございます。 

研究に関する措置の主な取組事項として、人工光合成研究や外部資金による

若手研究者の海外派遣、あるいは理学部付属植物園の活用、都市防災研究につ

いて記載しております。意見・指摘事項については市大の特色となる都市科学

に関する研究についての全学的な取組や、広報活動への取組、あるいは女性研

究者へのさらなる支援について求めております。 

資料 27ページ、社会貢献に関する措置については、咲くやこの花中学校・高

等学校との連携事業、産業連携の推進として中小企業同友会との「産学地域連

携基本協定」や治験の取組、地域防災フォーラムなどの公開講座の実施、東日

本大震災に伴う支援体制、国際化戦略本部などの国際交流の実施体制について

記載しております。意見・指摘事項は、空欄にさせていただいております。 

資料 28ページ、附属病院に関する措置については、肝疾患診療連携拠点病院

や認知症疾患医療センターとしての地域医療機関との医療連携、あるいは病院

機能評価の受審、東日本大震災への対応として DMAT隊の派遣等を記載してお

ります。意見・指摘事項としては管理会計システムの効果的活用について求め

ております。 

資料 29ページにまいりまして、業務運営の改善および効率化に関する措置に

ついて、ここでの取組事項につきましては、学生サポートセンターの開設、戦

略的研究経費をはじめとする戦略的な予算配分、大学サポーター事務局の設置

を記載しております。意見・指摘事項は空欄とさせていただいております。 

財務内容の改善に関する措置といたしましては、研究系外部資金、科学研究
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費補助金などの外部資金の獲得、経費の削減について記載しております。意見・

指摘事項としましては、研究系外部資金、科学研究費補助金等の外部資金に加

え、「はばたけ夢基金」の寄付活動についても求めております。 

自己点検・評価および当該情報の公開等に関する事項については、年度計画

にかかる自己点検・評価を記載しております。意見・指摘事項としては業務実

績報告書の数値指標について、比較検証できるような設定を求めております。 

その他の業務運営に関する重要事項といたしまして、安全なアクセスルート

としての南部ストリートの整備や、教職員、学生、市民参加による防火訓練な

どの安全確保の取組について記載しております。意見・指摘事項は空欄とさせ

ていただいております。 

 以上が、平成 23年度業務実績評価結果の原案の概要でございます。あくまで

も、法人から提出のありました業務実績報告書、及び本日までの議論と各委員

からのご意見に沿った形で作成したものでありまして、本日の議論により適宜

変更等を加えていく必要があると考えておるところでございます。 

 続きまして、資料 33ページからの資料２－１（４）「平成 22年度評価結果に

おける委員会からの意見・指摘事項への対応一覧」につきましては、昨年度実

施しました、平成 22年度業務実績評価における委員会からの意見・指摘事項に

関する、大学の取組をまとめたものでございます。全部で 13 項目ありまして、

内容のご説明は、時間の関係もありますので省略させていただきますが、大学

においては、ご指摘をふまえまして、理事長や理事が推進本部の本部長を担う

ことによる一体的な推進本部運営や、理事長のガバナンス強化による効率的・

効果的な経営に取り組んだとしております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

議題２の 21ページから 31ページまでの 23 年度の評価結果につきまして、最

終的には次の委員会で決定したいと考えております。今までご説明いただきま

したのはそこに至るまでの原案で、今日の議論は入っていませんので、今日の

議論、各委員から追加の意見がありましたら、それを踏まえて、次の第３回の

評価委員会でまとめるという形にしたいと思います。 

今の段階で、委員の方々からご意見ご質問がありましたらどうぞ。 

 

（堀委員） 

質問ですが、今ご説明いただいた「平成 22年度の業務実績評価における評価

委員会からの意見・指摘事項への対応一覧」が 33 ページから 40 ページまであ

るのですが、これはどういう意味であって、これをどういう風にインクルード
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していくのでしょうか。 

 

（岩谷課長） 

22 年度の実績評価の時点で意見をいただいていたものでございます。その部

分につきまして、その後どのような取組をしているかということを書かしてい

ただいておりますので、参考にしていただいて、例えばこれについては、23 年

度の取組実績として、どのように評価するかということを含めて、評価結果に

反映させるべきかどうかを含めてご検討いただけたらと思います。 

 

（堀委員） 

22年度としては、評価は終わっているということですね。23年度については、

前年度の参考ということですね。 

 

（松岡委員長） 

今回の 23年度の評価結果の中で、特記すべき事項、意見指摘事項と言うのが

ございますが、これらが来年度はこういう形になって出てくるということです。 

 

（堀委員） 

それではここに関係しまして、病院における会計システムの構築について、

十分にできているのかという疑問が前からあったのですが、ここでの回答につ

いても各診療科の診療実績について、まだ逐次十分に把握できていないのでは

ないかと思われる文面になっているのですが、その後進展があるのか、クリア

でないので、お聞かせいただきたいと思います。 

 

（西川経営企画課長） 

管理会計システムにつきましては これまでもご指摘いただいているところ

ですが、当初は21年度中の完成を目指して、中期計画でも計画しておりました。

人件費の配分等については、当初は患者別で収支を算定することを計画してい

たのですが、各種データの数量の換算等がうまく構築できていませんで、一度

22 年度に稼働させたのですが、かなり数字の齟齬がありました。そこで患者別

の収支の算定が困難なので、診療科別の収支で算定するということですすめて

まいりました。色々なデータで行ったのですが、その中でも、医薬品費のマス

タメンテナンス、運用等についてきちんと整理されていない面がございまして、

損益決算と診療科別とで積み上げた収支にかなり開きがございました。それら

を精査しながら、医薬品費については別途、一定手作業的な案分を加えてやっ

たところです。ところがその案分に際しまして、ほとんどの部分を診療収益の
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比率でもって案分するということをしておりますので、かなり歪みがでていま

す。また開示した場合のコンセンサスも非常に懸念されます。そういったこと

につきまして、この中にも書いておりますが、大学の先生で、病院の管理会計

等に見識のある方に助言をいただきながら、今改良を加えておるところでござ

います。 

今のシステムは、一定診療科別での概要を算定できるレベルには達していま

すが、経営改善に用いるには、難しいと考えています。２年後に病院情報シス

テムのリニューアルを考えておりますので、その中で、もう少し精度の高い管

理会計システムの構築してまいりたいと考えております。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。28 ページをご覧ください。評価結果の原案では「管

理会計システムを効果的に活用して、引き続き改善に努められたい」となって

います。今のお話をお聞きしても、このような形に残すことになるかどうかで

すが、そうなりそうですね。 

 

（石河病院長） 

管理会計システムの見事なモデルがありましたら、今すぐにでも買いたいぐ

らいです。堀委員もご承知だと思うのですが、ほとんどの病院がこのシステム

を有効に使いたいと思っているのですが、なかなか正解が見えてきません。な

かなか問題だと思うのですが、完成に向けて、今、経営企画課が全面的に取り

組んでおりますので、でき次第、またこの場で報告させていただきます。 

 

（堀委員） 

特に大学病院の場合は、どの先生が診療にコミットしているのかが分からな

いというのが現実です。私が前に大学病院にいた時は、業務アンケートで、何％

を診療にあてるかなど個人調査をして、その配分で、人事の給与のいくらが費

やされているかということをしました。何か大学なりの基準を設けられて、分

かりやすい、実態に即したようなものを導入していただいて、大学なりのシス

テムを作っていかれたらいいのではないかと思います。一般病院の方がずっと

やりやすいのですね。大学病院と言うのはいいところと悪いところがあって、

境界が不鮮明なところがあります。例えば脳卒中センター、診療科がきちんと

分かれているのではなく、いろんなところから人員を出しておられて、そこで

診療された内容が、親診療科なのか、その下の診療科なのか線引きが難しいと

いうことがございます。大変だとは思いますが、経営面から見たときに、実態

がつかめない、うやむやでどんぶり勘定なのは基本的にはよくない、改善して
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いくべきだと思っておりますので、ぜひご努力を続けていただきたいと思って

おります。 

 

（柏木副理事長） 

どこの診療科の収益かいうのは、きちんと把握しないといけないとは思って

います。一方で、大学法人ですので、病院長がこの医療機器をすぐに変えよう

と思っても、自分で借金できない仕組みになっていまして、建物も古くなった

ら設置者で変えてもらわないといけない。借金できないということにより、今

まさに、収益を把握しようとする取組に対する意識が低くなったというのが、

そこにある現実だと思っています。今、医学部の病院も借金できるように、自

分たちで借りて医療備品を更新していくという仕組みを得たいと思いますので、

経営が健全である病院経営のための制度改善のために、ぜひお力添えをいただ

けたらと思っております。大阪市で言うと総合医療センターと大学附属病院と

の根本的な違いは、医療センターは自分で借金できて、大学病院はできないと

いうことだと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

それでは、議題３へまいります。「第一期中期目標期間（平成 18～23 年度）

業務実績評価について」です。議題２と同様に、事務局より、第一回評価委員

会で意見のあった事項について資料３－１（１）「第一期中期目標期間（平成 18

～23 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」に基

づき、ご説明いただき、委員会としての評価の方向性について議論したいと思

います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

41ページをご覧ください。資料３－１（１）「第一期中期目標期間業務実績報

告書に関する法人の自己評価の妥当性の確認一覧」です。第一回委員会での自

己評価の妥当性についての議論の結果を取りまとめさせていただいたものです。 

43 ページをご覧いただきますと、先ほどの 23 年度の妥当性確認一覧と同様

に、左から順に、中期計画、それに対する大学の取組実績、法人の自己評価、

これに対する各委員からのコメントと、それに対する法人からの回答、そして、

これらをふまえて第一回委員会で出された意見をまとめたもの、最後に備考欄

には当該項目の取り扱いについて、記載させていただいております。 

すべての項目について、大学から出された回答及び第１回の評価委員会での

補足説明を確認いただいたうえで、備考欄に記載させていただいております通

り、大学の自己評価で妥当であるとのご判断を、仮に得たものと考えておりま
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す。 

説明は、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

以上でございますが、これまでの評価委員会では法人の自己評価について、

特別の異論がないということでございますが、改めてなにかご意見があればお

伺いしたいと思います。 

 

それでは、次へまいります。 

続いては、「第一期中期目標期間（平成 18～23 年度）業務実績に関する評価

結果」の原案の検討でございます。事務局より本日までの検討内容を基に調整

いただいた原案を説明いただいたうえで、内容の検討を行ってまいりたいと思

います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料 51 ページをお開きください。資料３－１（２）「第一期中期目標期間業

務実績に関する評価結果（原案）」といたしまして、これまでの委員の皆様の議

論を踏まえまして、原案としてとりまとめたものでございます。第一期中期目

標期間につきましては、平成 22年度に、平成 18年から 21年度までの実績につ

いて事前評価を実施しております。今回は事前評価後の 22 年度、23 年度の実

績評価をふまえまして、事前評価結果を元に中期目標期間全体の６年間分の評

価結果を案としてまとめたものでございます。 

54 ページをご覧ください。総合評価・項目別の評価につきましては本日の議

論を踏まえて記載しますので、個別の評価につきましては空欄としています。 

 総合評価の中では、５つの推進本部を設置し、効率的な法人運営や、運営交

付金の削減のために外部資金の獲得に努めたこと、などが記載されています。

また理事長兼学長のリーダーシップによる、ガバナンス機能が十分に発揮され

るよう、常に検証されることを希望するとさせていただいております。 

資料 55ページからの項目別評価については、特筆すべき点、改善すべき点を

あげております。 

特筆すべき点につきましては、事前評価以降の取組みについて特筆すべき点

を追加しております。改善すべき点につきましては、事前評価で改善すべき点

としていた点が、事前評価以降において改善されたものは削除しております。

しかしながら、事前評価以降に新たに改善すべき点として追加しているものも

あります。 



- 27 - 

 

事前評価より追加したものをいくつかあげさせていただいておりますが、ご

覧いただければと思います。 

資料 66ページをご覧ください。評価結果のむすびについては空欄になってい

ますが、本日の議論をふまえ、記載する予定です。 

 以上が、評価結果（原案）の概要でございます。 

平成 23年度分同様、原案につきましては、あくまでも、法人から提出のあり

ました業務実績報告書、及び本日までの議論と各委員からのご意見に沿った形

で作成したものでありまして、本日の議論によって適宜変更等を加えていく必

要があると考えております。 

 簡単ですが、説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

   

（松岡委員長） 

むすびはブランクでありますが、その他色々と今日の議論等もふまえて、第

３回の評価委員会で完成させていきたいと思います。なにか意見ございません

でしょうか。 

ございませんようでしたら、次に、財務諸表について、でございます。この

点につきましても事務局よりご説明いただきます。今日は簡単な説明を受ける

だけにして、審議につきましては、次回第３回の評価委員会で行います。 

   

（岩谷大学支援担当課長） 

６月28日に大阪市長あて法人から提出のあった財務諸表等を、資料４－１（別

冊１）としてお手元にお配りいたしております。公立大学法人におきましては、

市民その他の利害関係者に対しまして、財政状態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、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関

する書類、行政サービス実施コスト計算書の作成が義務付けられています。公

立大学法人は、事業年度の終了後３月以内に財務諸表を市長に提出することと

されておりまして、市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴いたうえで、

承認を行うこととされています。なお、財務諸表の提出にあたっては、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して、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、意見をいただいているとこ

ろでございます。 

平成 23 年度の財務諸表の概要につきまして、本体資料、69 ページの資料４

－２「平成 23年度財務諸表の概要について」をご覧ください。まず、表の左か

ら２番目、貸借対照表からご説明申し上げます。左の資産の部ですが、資産の

総額は、1,170億円、うち、土地、建物などの固定資産が 1,014億円、未収附属
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病院の収入、現金及び預金などの流動資産が 155 億円となっております。右の

負債の部でございますが、負債の総額は、318億円であり、うち、公立大学法人

の会計独特の処理ですが、固定負債として償却資産を承継・取得した場合に当

該資産の見返として同額を計上し、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り扱いとされる資産見返負債が 168 億円ございます。

他に、法人化に際して市から移管した基金やはばたけ夢基金が長期寄付金債務

となっており、その他、市からの長期借入金、流動負債として未払金などがご

ざいます。資産除去債務につきましては、平成 23事業年度より「地方独立行政

法人会計基準」等の改訂に伴いまして、資産除去債務に関する会計基準を適用

したことから、アスベストや放射性廃棄物の処理費用の見積額として新たに 700

万円を計上しております。なお、運営費交付金債務につきまして退職金の執行

残を例年計上しておりましたが、平成 23年度が第一期中期目標期間の最終事業

年度であったことから精算が必要であり、全額を臨時利益として収益化したた

め、計上がありません。 

次に純資産の部にまいりまして、純資産の部の総額は、852億円であり、市か

らの出資である資本金、資本剰余金のほか、利益剰余金が69億円ございまして、

このうち、当期総利益は 19億円となっております。別冊の１、資料４－１、財

務諸表 2 ページの右下をご覧ください。純資産につきまして、損益外減価償却

累計額が平成22年度より△22億円増加しまして△217億円にのぼっております。

これにつきましは、主に市が出資した学舎の減価償却に相当するものになりま

して、施設設備の更新について、市からの財政的支援を前提としているもので

す。しかしながら、市の財政状況が大変厳しく、大規模改修のための十分な予

算措置が困難な事態となっております。また先ほどお話がありましたとおり、

借金が出来ないということもあり、大学運営における課題となっているところ

です。 

次に、69 ページの資料４－２「平成 23 年度財務諸表の概要について」に戻

りまして、表の左から３番目、損益計算書につきましてご説明させていただき

ます。経常費用の総額は、482億円であり、教育経費、研究経費、病院の診療経

費、人件費などがございます。経常収益の総額は、493億円であり、大阪市から

の運営費交付金の収益、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り扱いによりまして、発生する収益でございます資産見

返負債戻入、その他の収益、いわゆる法人の自己収入である授業料、入学金、

検定料といった学生納付金や、附属病院の診療収入、企業などとの受託研究、

共同研究に関する収益がございます。以上、経常収益から経常費用を差し引い

た経常利益は、11 億円となっております。また、臨時利益としまして先ほどご

説明いたしました運営費交付金の収益等が３億円、臨時損失としまして、こち
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らも先ほどご説明いたしました資産除去債務の初年度の処理として必要な 100

万円を計上しており、臨時収益としまして、３億円を計上しております。これ

に、目的積立金取崩 5億円を含めまして、当期総利益は 19億円となります。経

常利益の 11億円の内訳といたしまして、先程の別冊の１、資料４－１、財務諸

表をご覧いただきたいと存じます。財務諸表の 18ページに、開示すべきセグメ

ント情報というのがあります。ここで大学と附属病院とを分けた形の表現にな

っておりまして、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

にあたる金額が計上されております。大学については 4,400 万円、附属病院は

10 億 4,700 万円となっております。大学の黒字額が、平成 22 年度の 4 億 8 千

万円に比べると、大きく減少しておりますが、減少の理由は目的積立金を財源

とする事業が増加したことによるセグメント情報の見かけ上の減少であります。

業務費用のうち、（注４）にありますように、目的積立金を財源とする費用が 3

億 8,000 万円ございます。目的積立金を財源とした費用は業務損益のなかに含

まれますが、その費用の見合いとして計上する目的積立金取崩による収益、3億

8,000万円につきましては、セグメント情報の業務損益のなかに含まれておりま

せんので、実際の大学セグメントの当期総利益は、4,400万円に３億 8,000万円

を加えた額、4 億 2,400 万円となり、平成 22年度水準の黒字となります。黒字

の主な要因は、人件費やその他の経費削減に努めたことであります。附属病院

につきましては、新規補助金や治験受託の獲得、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、人件費などの増加を極力抑えた結果、10億 4,700

万円の黒字となっております。法人化以降最高となった 22 年度の 12 億 4 千万

円に比べると減少しておりますが、主として老朽化した施設の改修をすすめた

ことによるものです。なお、業務費用のうち、目的積立金を財源とする費用は

8,600万円となっております。 

また、財務諸表５ページでございますが、利益の処分に関する書類（案）と

いたしまして、法人としてはこの 19億円について、第一期中期目標期間におけ

る目的積立金の残額 50 億円とあわせまして、第二期中期目標を達成するため、

先ほどもご説明いたしましたが、第一期に実施できなかった学舎の老朽改修や

大学改革を推進するための人材育成などの事業に充てるべく、合計 69億円につ

きまして全額を積立金へ振替え、第二期へ繰り越したいと考えておられます。 

本体資料の最後の 69ページの概要に戻りまして一番左、法人の資金の出入り

を示すキャッシュフロー計算書ですが、当期の法人支出が 741億円、収入が 723

億円であり、資金増減額は△18 億円となり、期首残高が 49 億円ですので、期

末資金残高は 31億円となります。次に、表の一番右、行政サービス実施コスト

計算書をご説明申し上げます。企業会計にはない主要表として、行政サービス

実施コスト計算書があります。公立大学法人の業務運営に関しての市民の負担
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に帰せられる現在及び将来のコストを表示するものであり、法人の実質的な業

務実施コストは、172億円となっています。財務諸表の説明につきましては以上

でございます。財務諸表及び第二期中期目標期間への積立金の繰越に関するご

議論につきましては、次回の委員会でお願いしたいと思っております。 

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した。ご説明については、特に種田委員はいろいろご意

見がおありだと思いますが、議論は次回に行わせていただきます。 

本日の審議はこれで終わらせていただきます。 

それでは次回の評価委員会は９月 18日（火）で、大阪市役所で開催します。 

みなさまありがとうございました。 


