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平成25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25年６月20日（木）午後３時～午後４時30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、音田委員、喜多委員、楠本委員、堀委員 

※岡野委員、松岡委員は欠席 

【大阪市】 

井上経済戦略局長、中村経済戦略局理事、土橋交流推進担当部長、 

岩谷大学支援担当課長、二宮大学支援担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

赤井大学改革室次長、冨宅企画総務課長代理  

 

○開会 

（土橋交流推進担当部長） 

ただいまから、平成25年度第１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。 

本年４月の組織改正に伴いまして、事務局が総務局から新しく設置されまし

た経済戦略局に変わりましたので、議事に入ります前に、事務局のご紹介をさ

せていただきたく存じます。 

井上経済戦略局長でございます。 

中村経済戦略局理事でございます。 

土橋交流推進担当部長でございます。 

岩谷大学支援担当課長でございます。 

二宮大学支援担当課長代理でございます。 

それでは井上経済戦略局長よりごあいさつ申し上げます。 

 

（井上経済戦略局長） 

６月から経済戦略局長として就任しました井上でございます。本日はお足元

が大変悪い中、またご多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうござ

います。平素は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頂戴

しておりますこと改めて御礼申し上げます。 

 経済戦略局は世界から人、モノ、投資、情報や様々な価値を集めてくる、そ
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んな関連部署を集約いたしました非常に大きな局となっております。 

実は大学そのものもその機能の一つと我々は考えておりまして、ある意味都

市の知的インフラ拠点として、質の高い教育と研究を通じて、すぐれた人材を

輩出し、また研究開発を推進していただく、そうすることによって我々が描い

ております大阪の成長戦略の実現、この一翼を担うような大学運営をしていた

だきたいと考えております。 

 すでにご承知かと存じますが、大阪市立大学と大阪府立大学の統合の計画を

進めております。 

新しい大学像は都市の知的集積拠点として、まさに大学ビジョン案に書かれ

ておりますが、世界と戦う大学、次代を拓く人材を育成する大学、活力を持っ

て、柔軟に持続的にあるいは自立的に成長していく、そんな大学像をめざして、

新しい大学を作っていただきたいと考えている次第です。 

本日は委員の皆様の忌憚のないご意見をたくさん頂戴いたしたく存じます。 

お時間が許す限り闊達なご議論をいただければと考えております。 

 最後になりましたが、この大阪市の大学を支援する統括部署として、経済戦

略局全力で支援をしてまいりたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 

  

（土橋交流推進担当部長） 

井上局長につきましては、公務のため、退席させていただきます。 

  

次に、本委員会の評価委員は７名が基本となっておりますが、平成24年３月

より１名が欠員状態となっておりました。この６月３日付で、（株）日本触媒顧

問で、神戸大学大学院工学研究科特命教授の喜多委員に新たにご就任いただき

ました。喜多委員は大阪府公立大学法人の評価委員も務めておられます。 

喜多委員よりごあいさついただきます。よろしくお願いいたします。 

 

（喜多委員） 

 喜多でございます。よろしくお願いいたします。 

私は1976年に日本触媒に入社いたしまして、去年の2012年に退任いたしまし

た。その間36年間企業におりまして、ほとんど大学とは無縁でしたが、去年か

ら大学に戻りまして、大学とはこういうものであったということを改めて認識

するとともに、このような非常に大事なお役を仰せつかりまして、もう一度大

学の在り方、どういう風に社会に貢献していけるかということを改めて考えて、

意見を言わせていただきたいと思います。なにぶん分からないことばかりです

が、いろいろと教えていただきまして、勉強させていただきたいと思います。
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今後ともよろしくお願いいたします。 

 

（土橋交流推進担当部長） 

ありがとうございました。 

本日は松岡委員長と岡野委員がご欠席です。従いまして、議事進行は委員長

職務代理者である楠本委員にお願いいたします。 

 

（楠本委員） 

 松岡委員長がご欠席ですので、私が委員長代理を務めさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

議事に入ります前に、事務局の方に、松岡委員長から委員長を退任したいと

のお申し出があったとのことですので、事務局からご説明をお願いいたします。 

 

（土橋交流推進担当部長） 

松岡委員長におかれましては、本日も体調不良でご欠席されておられますが、

健康上の理由により委員長を退任させていただきたいとのお申し出がございま

した。なお、そのお申し出の際に、職務代理者である楠本委員を委員長にとご

推薦いただいております。 

大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条の規定によりまして、委員長は委

員の互選により定めることとなっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員） 

松岡委員長からは私を推薦いただいているということですが、いかがでしょ

うか。 

 

（各委員）異議なし。 

 

（楠本委員長） 

ありがとうございます。ご異議がないようですので、私が委員長を務めさせ

ていただきます。私たちの任期は11月までということですので、そこまでとい

うことになります。松岡委員長の後の大役でございますが、よろしくご協力を

お願いいたします。 

 続きまして、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条第３項に「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」 

という規定がございますので、職務代理者を指名する必要がございます。堀委 

員を委員長職務代理者として指名させていただきたく思います。どうぞよろし 
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くお願いいたします。 

 では議事に入ってまいります。 

 議題は公立大学法人大阪市立大学第二期中期目標の変更についてです。 

 なぜ、変更するのかについて、また変更に伴う、われわれ評価委員会のスケ 

ジュールについて事務局よりご説明いただきます。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

大学支援担当の岩谷です。よろしくお願いいたします。資料に基づきまして

ご説明いたします。お手元の資料１ページ目をご覧ください。 

平成 25年４月に大阪府と大阪市で策定しました「新大学ビジョン（案）」に

基づき、教学と経営の一層の充実とともに、ガバナンス強化を図るために、公

立大学法人大阪市立大学の定款を変更いたしまして、現在兼務となっている理

事長と学長を分離することとしております。それに伴い、中期目標においても、

理事長と学長の兼務が前提となっている部分がいくつかありますので、そこを

修正すること、また大阪府立大学との統合に向けた、法人の取組を推進するこ

とを、追加していきたいと考えております。まずその前提となっております新

大学ビジョン案をご説明いたします。 

参考資料１、新大学ビジョン案の概要、強い大阪を実現する知的インフラ拠

点をめざして、という資料をご覧ください。この資料に基づきまして新大学ビ

ジョン案について概要をご説明いたします。 

始めに、大学統合に関わるこの間の経過に触れておきたいと思います。市立

大学と府立大学の在り方につきましては、府市統合本部の会議におきまして経

営形態の見直し項目の一つとして、大学が検討対象として位置付けられ、その

あと附属機関の審議会であります大阪府市新大学構想会議から、今年の 1月 18

日付で新大学構想提言をいただいております。この提言では、大阪の成長戦略

の実現に向けて両大学を統合することを前提として、教学体制の改革、また選

択と集中による教育組織の再編や新設、大学内システムの抜本的な改革などに

つきまして、新大学の在り方と、その骨格が示されております。この提言に基

づきまして、今年の４月に、提言に対する両大学の意見や市会の議論を踏まえ

て、設立団体である府と市の共同案として、この新大学ビジョン案が取りまと

められたところでございます。現在パブリックコメント手続きにより意見を募

集しておりまして、７月まで受け付けております。 

それでは資料に基づきましてビジョン案の概要についてご説明いたします。

このビジョン案の根幹的な部分は、新大学構想会議の提言に沿ったものとなっ

ております。まず資料１番、なぜ今大学統合かとあります。先程の局長のあい

さつにもありましたように、我々行政は、大学は都市の重要な知的インフラ拠
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点として位置付けておりまして、府大、市大が大阪の成長にとって果たす役割

は非常に大きなものと考えております。ただその存在意義を、現状に甘んじる

ことなくさらに高めていくことが、府市共通の課題であります。今、大学を取

り巻く状況は非常に厳しいと言われておりまして、大学淘汰、大学評価時代と

いう状況の中、世界的な大学間競争を勝ちぬいていかないといけないという課

題もございます。これに対して、府大市大が十分な規模やブランド力を備えて

いるとは言い難いと分析しております。 

一方、両大学が統合すれば、学部構成は両大学とも総合大学ということで、

非常に多様でありますとともに、両大学統合すれば、学生規模が17,000人程度、

神戸大学と肩を並べる国立の基幹大学並み、公立大学では全国一というような

大きな規模になる状況であります。この大学統合は平成28年度のスタートをめ

ざしていると書かせていただいております。 

今後、8月をめどにさらに詳細な、府市、両大学で新大学案を策定する予定で、

その取りまとめにあたって検討を始めているという状況でございます。 

次に、新大学の理念を書かせていただいております。これにつきましては新

たな大学の理念を４つ掲げております。研究で世界と戦う大学、次代を拓く人

材を育成する大学、地域活力の源泉となる大学、柔軟で持続的に改革する大学

の４つです。この４つの理念は、先程の提言においても新大学の基本コンセプ

トとして示されております。 

研究で世界と戦う大学という理念は、ご承知のとおり、両大学は、例えば市

大の人工光合成研究、健康科学研究など非常に大きな業績があるところでござ

います。また科研費では両大学で単純に足し算をすれば、ほぼ20億円で神戸大

学、岡山大学クラスになってまいります。また共同研究でも、やはり広島大学

クラスでございますので、統合によるこれらのスケールメリットというものを

生かして、国内外の大学や企業、自治体との連携をさらに進展させて、新たな

イノベーションを創出するということを理念としています。 

また次代を拓く人材を育成する大学とあります。特に教養教育の強化、グロ

ーバル人材の育成に力を入れていこうとしております。 

地域活力の源泉となる大学ですが、ご承知のとおり、両大学の地域貢献度に

ついては非常に高い評価を得ておりまして、日経グローカルの地域貢献度ラン

キングにおいては昨年度府大８位、市大 12位で、非常に上位にある状況です。

こういった地域貢献の実績も生かしながら、公立大学の責務でもあります産学

連携、政策の提言、地域問題の解決などさまざまな分野での取組を一層強力に

推進するということを理念の一つとしております。 

最後に柔軟で持続的に改革する大学、を揚げております。こういった大学改

革は一般的に一過性で終わることが多いのですが、新たな大学では、新しい教



- 6 - 

 

学体制を導入いたしまして、教育ニーズに柔軟に対応できる体制とすること、

また評価委員会でもご指摘をいただいておりますガバナンスの強化を、柔軟に

持続的に改革するという理念にお示ししております。 

次に２ページ目にまいりまして、この 4つの理念に対応する４つの戦略を掲

げております。 

研究で世界と戦う大学の理念に対応する研究戦略といたしまして、学長のガ

バナンスのもと、新大学の強みを発揮する分野、戦略的研究分野に集中的な投

資を行いまして、例えば世界的なランキングを向上させるなど、そういったこ

とで世界と戦える大学を実現していく。また統合のメリットを生かしまして、

分野の垣根を超えた研究、市大が得意である基礎研究、府大が得意としている

応用研究、こういった基礎から応用までの一貫した研究を充実強化させるとい

うことを揚げております。 

次に次代を拓く人材を育成する大学に対する教育戦略でございますけれど、

グローバル人材の育成強化といたしまして、海外の大学との学術交流協定締結

の促進など、単位認定の大学の拡充、あるいは経済支援、安全確保強化など留

学支援の強化を図りまして、海外の大学への派遣留学の大幅な増加を図ること

を掲げております。また教養教育の強化として、カリキュラムを全学的に見直

すこと、教育支援体制の強化として大学教育を研究する全学的組織を設置して、

各部局の教育活動の支援やFD活動の支援を図るということが示されているとこ

ろでございます。 

地域貢献戦略といたしまして、大阪の成長を牽引する研究活動を強化すると

いうことで、産学官の連携協同オフィスの拡充を図るとともに、幅広い分野を

有する総合大学としての強みを生かしまして、例えば医工連携、大阪文化を核

とした観光の振興など、強い大阪の実現に貢献する研究活動に重点的に取り組

むこととしています。また大阪のシンクタンクとしての機能強化といたしまし

て、行政機関と連携して、地域の課題について研究や提言を行う体制を整備す

る、あるいは成果の還元として課題解決に貢献する大学を目指す。また教育機

関との連携強化として、大阪の初等中等教育の質の向上に寄与するために、小

中学校あるいは高等学校などへ教員や学生を派遣して講座や体験学習、人権講

座などを実施していくということを揚げさせていただいております。 

最後に運営改革戦略としたしまして、この間ご指摘もいただいております理

事長学長のガバナンス強化として、理事長、学長を分離して強化を図るととも

に、裁量経費の拡大などで権限を強化する、また学内改革を推進する直轄の組

織を設置するなどして、単発で終わらない、持続的に改革を進めること、ある

いは外部人材を積極的に登用して、透明性を確保するなどを揚げております。

また教員人事の一元化や教員配置の定期的見直しによる流動性を確保するとい
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うことで、採用、昇任、配置転換などの教員人事、法人に設置している人事委

員会が大学の戦略に合わせて、柔軟に一元的に行う、また人事選考委員会では

当該教員の所属研究院以外から参画させることなどを行って、第三者の視点か

ら選考を行うことを考えております。また大学の先生はめったに配置転換はな

いのですが、教員の所属を定期的に見直して、必要に応じ配置転換することを

考えております。また教職共同の実現ということで、事務組織をいわゆる教員

組織のイコールパートナーシップと位置付け、専門職能集団としての役割を明

確にして、車の両輪のように推進していくというようなことが示されていると

ころです。 

3ページ目をご覧ください。こちらには理念の実現に向けた教育研究体制とし

て、新しい教学体制の導入、あるいは選択と集中による教育組織の再編があげ

られています。もともと市大においては、研究組織である教員組織と教育組織

が一体化しており、例えばですが、学部間の壁が高い、あるいはなかなか連携

教育が難しいというような弱点もございます。そういったことから学部の壁を

低くして、教育ニーズへの対応を図っていくために、教育組織と教員組織を機

能的に分離して、新しい教学体制を導入することとしています。 

また選択と集中による教員組織の再編ということで、もともと府大、市大に

おきましては、工学系、理学系、栄養福祉系、看護系、経済経営系など重複し

ている分野がございます。重複している分野を融合させること、また新大学の

強みと特徴をより明確に示すために今回の再編と併せて、新たな学部・学域の

設置を考えているところでございます。具体的には、４ページ目の下の新大学

の教育研究組織案をご覧いただけますか。これが新たな大学の教育研究組織の

案でございます。右がいわゆる学士課程、学部でございまして、色が付いてい

るのが、新たな学部学域です。例えば真ん中あたりにある新学部として地球未

来理工学部があります。これに理工系の分野を再編して、両大学の建築や土木、

海洋、航空、新エネルギー、防災等の分野を統合し、さらに今後発展が期待で

きるナノサイエンス、ナノテクノロジーをキーワードとした分野を加えて、理

学、工学分野が融合した新しい未来志向の新学部を設置することを提案してお

ります。また下から２番目にある人間科学域ですが、府大の看護を除く地域保

健学域と市大の生活科学部を再編いたしまして、栄養やリハビリ、居住環境、

福祉などの人間のトータルサポートを担う人材を育成する人間科学域を新たに

設置することとしております。そのほかにニーズの高い獣医学部や看護学部を

設置することや、国際的人材の育成や大阪の成長戦略に貢献する機能強化策と

して、経済学部に国際経済学科、商学部に地域経営学科を設置することなどを

盛り込んでいるところでございます。この学部と学域という表現ですが、学部

というのは市立大学をはじめとする、一般的な大学で使用されている組織名称
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ですが、大阪府立大学では今年度から学域ということで、学際的な分野を再編

されて、学域というものを作っておられます。今回の教育研究組織の案では、

学部と学域を併存させるという案を提言いただいておりまして、いわゆる基礎

的な分野の学部と学際的な分野の学域ということで、両大学の強みをそのまま

併存させて生かしていくという組織にしようという提言をいただいており、そ

れを今回のビジョン案でも踏まえさせていただいております。 

それでは３ページ目に戻っていただきまして、一番下ですが、新大学のキャ

ンパスについてですが、ご承知のように、市大は阿倍野と杉本、府大は羽曳野、

中百舌鳥、りんくうとキャンパスが分かれております。社会人大学については、

市大は梅田、府大がなんばになっておりますが、この資料にありますように、

当面の間はそれぞれの大学の現行キャンパスを活用して、原則同じ学部学域は

同一キャンパスに配置するとともに、将来的には市内中心部に新たなキャンパ

スを設置することも考えております。 

４ページ目の最後についてですが、新大学実現に向けたスケジュールが示さ

れております。今後、新大学の認可手続きに変更がありましたら修正する可能

性もありますが、現時点では、平成26年度に理事長と学長を分離して、理事長

を両大学で一本化していく、また法人部門を統合していく、27年度には１法人

化を実現して１法人２大学、28年度から新大学スタートというスケジュールに

なっております。25年度の今年度は26年度に控えている理事長学長分離に向け

た定款変更の手続きを進めることになります。さきほど冒頭でご紹介したとお

り、中期目標には理事長兼学長を前提として記述されている箇所がありますの

で、そのあたりの修正を要しております。また大学統合に向けて、法人にもい

ろいろ検討を進めていただいているのですが、そういった大学統合に向けた法

人の取組を推進することも明記してまいりたいと考えております。ここまでが

新大学ビジョンのご説明です。 

資料１に戻ってください。２変更に伴う評価委員会のスケジュールでござい

ますが、この表にありますように、左から評価委員会、大阪市、大阪市立大学

の欄がありまして、それぞれ中期目標の変更に伴う作業日程を示しているもの

です。評価委員会は今年度５回開催を予定しております。評価に関しても平行

してご議論いただき、この中期目標の変更に関しては第１回と第２回の２回で

ご議論いただき、中期目標の変更に対する意見具申をいただきたいと考えてい

るところです。 

参考資料２をご覧ください。この資料は、地方独立行政法人法の関連する条

文を抜粋したもので、上から２番目にある第25条第３項にありますように、中

期目標を変更する際には、評価委委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を

要することが明記されています。またその下にあるように、あらかじめ法人の
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意見を聴いて配慮しなければならないことも明記されているところでございま

す。 

資料１に戻っていただきまして、右の欄、市立大学から意見を聴くことにな

っているのは法律に基づいたもので、現在、市立大学には後ほどご説明する変

更案について意見照会を行っているところです。真ん中の欄、大阪市におきま

しては評価委員会と大学の意見を聴いて、中期目標の変更について議会に諮る

こととなってまいります。現時点では秋の議会上程を目指しています。 

また先程の参考資料２をご覧ください。中期計画の変更というところで、こ

こにありますように、「地方独立行政法人は、前条第一項の指示を受けたときは、

中期目標に基づき、設立団体の規則で定めるところにより、当該中期目標を達

成するための計画（以下「中期計画」という。）を作成し、設立団体の長の認

可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」

とあります。また「設立団体の長は、第一項の認可をしようとするときは、あ

らかじめ、評価委員会の意見を聴かなければならない。」とありまして、中期

目標の変更に伴う中期計画の変更につきましてもこのような手続きが必要にな

っています。先程の資料１ですが、中期計画の変更につきましても、評価委員

会からご意見をいただくことになっており、第４回、第５回の評価委員会でご

意見をお聴きしてまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。今パブリックコメント手続きで意見を募集されて

いるということですが、大学ビジョン案の説明から、それを実現するために中

期目標、中期計画を変更するということ、また我々がどういう風に関わるかと

いうことをご説明いただきましたが、ここまでの事務局の説明でなにか質問ご

ざいますか。 

いろんなことが関係していますが、分かりやすく説明していただいたと思い

ます。大筋についてよろしいでしょうか。特にご質問がないようでしたら、次

に中期目標の変更点について、事務局よりご説明いただきます。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料２をご覧ください。「公立大学法人大阪市立大学中期目標変更にかかる新

旧対照表」でございます。左が変更案、真ん中が現行、右端が変更理由という

項目になっております。現行から変えた部分は変更案にアンダーラインをひい

ております。変更案を読ませていただきますと、「こうした取組を通じて、「国

立大学のコピーであってはならない」という建学の精神に改めて立ち返り、大

阪市民の気概と活力により支えられてきた伝統を継承して、高度な教育や先進
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的で卓越した研究を国際的視点で推進することにより、大阪市立大学が、積極

的に入学したい大学として選ばれるとともに、大阪の成長に寄与し、強い大阪

を実現するための知的インフラ拠点をめざし、市民に愛され市民が誇る大学と

なることを期待する。」とさせていただいております。元々は「都市研究の拠点

として大阪市を核とした関西圏の発展や国際化をリードし」という文言が入っ

ておりますが、この部分に新大学ビジョン案の理念を追記させていただいてお

ります。いま府市統合の議論がされているなかで、「大阪市を核とした関西圏」

というよりも、「強い大阪を実現する」という表現の方がいいのではないかと考

えております。このページはもう一か所変更箇所がありまして、「理事長兼学長」

を「理事長、学長」に変更しております。先程ご説明させていただいたとおり、

理事長と学長の分離を予定しておりますので、理事長、学長の分離を前提とし

た記載に変更しております。理事長学長の分離につきましては、教学と経営の

一層の充実とガバナンス強化ということで、経営を専門とする理事長と、教学

のリーダーとしての学長を分離することによって、ガバナンスを強化していく

ということと、分離した理事長を府立大学の理事長と兼務していただき一元化

することで、大阪府立大学との統合を円滑に進めるという目的がございます。

こういったことから、定款変更の議案とともに中期目標変更の議案を上程させ

ていただく予定にしております。 

裏面にまいりまして、組織運営のところで、組織ガバナンスの向上という項

目があります。これは、元々「理事長兼学長のリーダーシップのもと」となっ

ておりますので、理事長と学長の分離を前提にした表現に変えておりますが、

ここは単純に「理事長、学長」とするのではなく、「理事長のマネジメントのも

と、学長が教育研究部門においてリーダーシップを発揮し、効果的な運営体制

を構築する。」とさせていただきました。理事長と学長の役割分担をどう考える

のかということが一番の課題になったのですが、理事長と学長が分離された時

は、学長の立場は教育研究のリーダーであるとともに、役員体制の中では副理

事長になります。学長は経営についても責任を負い、また教育研究部門におい

てはトップとしての役割を果たすということになります。そのあたりを文章に

して表現した方がいいのではないかと思いまして、このような書き方をさせて

いただきました。 

それから一番最後のところ、その他の業務運営に関する重要目標の中、「大阪 

府立大学との統合による新大学実現へ向けた取組の推進」は府市大学統合の方

針決定に伴って追加している項目で、新規に追加する項目です。大阪府の方も、

同様に中期目標の変更については議論をされておりまして、ほぼ同じような内

容で考えています。「世界的な大学間競争を勝ち抜き、より強い大阪を実現する

ための知的インフラ拠点として存在感を高めるため、「新大学（案）」に基づき、
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大阪府、大阪市及び公立大学法人大阪府立大学と緊密に連携を図りながら、平

成28年度の大阪府立大学との大学統合をめざし、設立団体が定めるスケジュー

ルに沿って、段階的に準備を進める。」とさせていただいております。中期目標

の期間が６年間ですので、28年度という文字を入れないと６年後の目標になっ

てしまいますので、あえて28年度という文言を入れさせていただいております。

私からの説明は以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

大阪府と市が統合とされるという話から始まって、平成28年度に市大と府大 

が統合するというスケジュールがビジョンで出されて、それに基づいて、中期

目標の変更が必要であろうということです。中期目標の変更について我々委員

会が、結構ですというか、あるいは何らかの意見を申し上げることになるので

すが、いかがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

前文の新大学ビジョンの理念の追加についてですが、新大学ができた時に新 

しい目標が決まるのであれば、今の中期目標に新大学ビジョンを入れないとい

けないという理由はなんでしょうか。学長と理事長を分離するのは定款変更に

関わる部分ですね。旧の前文では市大のオリジナリティがあり、都市研究の拠

点という部分が非常に明快で具体的であると思うので、これを残してほしいと

思います。変更案の知的インフラ拠点というのはあいまいかなと思います。や

はり市大の特徴付けを残していただいて、新たに新大学ができる時に、より特

徴のあるビジョンを入れていただきたいと思います。 

  

（岩谷大学支援担当課長） 

 この文章の変更については悩んだのですが、喜多委員からご指摘いただいた 

都市研究につきましては、前文の上から４つめの段落、大阪市立大学はわが国 

で数少ない、という文章の中で「都市型総合大学として、都市を学問創造の場 

と捉え、都市の諸問題に取り組み、特に都市科学分野の研究とシンクタンク機 

能を充実するなど、大阪の活性化になくてはならない存在として、市民に開か 

れ、市民が実感できる形で都市や地域に貢献していかなければならない。」とい 

う文章を残しています。ここは残したうえで、都市研究を拠点とした、という 

ところから文章を変えました。確かにおっしゃるように、新しい大学に新しい 

大学のビジョンが反映されるわけですが、我々大学支援担当が経済戦略局に移 

っている状況もあり、大阪市全体が行政として目指している、大学に対する思 

い、方向性を今の段階である程度は、今の中期目標に反映するのがいいのでは 
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ないかと考えています。もちろん将来的に新たな大学の理念を実現するという 

のが目的ではありますが、今、橋下市長の元で、知的インフラ拠点をめざすと 

いう方向で進めておりますので、その理念を加えておいた方がいいのではない 

かと考えたところです。ただご指摘のとおり、大学の特徴であります都市研究 

については引き続き大学に取り組んでいただくということになんら変わりはな 

いですし、前文は指示事項として効力のあるものではないので、理念だけ加え 

させていただきました。 

 

（楠本委員長） 

喜多委員のご意見は、変更案は「大阪の成長に」という比較的一般的な表現 

になってしまっていて、都市研究というのが消えてしまっているというご懸念

だと思いますが、前の部分には残しているということです。この目標は大阪市

立大学がある間の目標ですよね。それでしたら、残しても差し支えないと言い

ますか、より強調されるというご意見ですが、いかがでしょうか。 

 

（音田委員） 

 私も、理事長と学長の分離というところは、定款を変更しますし、やむを得 

ないと思いますが、前文のところをここまで変えなくてもいいのではないかと 

いう気がしました。「大阪市を核としたと関西圏の発展」というのがひっかかっ 

ているのではないかと思うのですが、文章で見たときに変更の案の方は、「積極 

的に入学したい大学として選ばれるとともに、大阪の成長に寄与し、強い大阪 

を実現するための知的インフラ拠点をめざし、市民に愛され市民が誇る大学と 

なることを期待する。」というのがちょっと、全体のつながりが悪いような気が 

しまして、ご意見にもあったように、都市研究が市大の特徴だとすれば、なん 

とかそれを生かして直す方法はないのかなと思います。最初に目指し、それか 

ら期待する、というのがでてきているのですが、誰が何をめざして、何を期待 

しているのかというのが分かりにくいのです。たぶん新しい大学の理念を目指 

しますということをおっしゃりたいとは思うのですが、全体としては、今の大 

阪市立大学の中期目標のことですので、上手に両方入れ込むような、文章の案 

があればそうしていただいた方がいいのではないかという気がします。まった 

く変更しないでいいのなら、むしろ前のままでもいいのではないかと思います。 

 

（喜多委員） 

合わせ技ですが、「強い大阪を実現するための知的インフラ拠点をめざし」ま 

でをカットして、都市研究の拠点としてというのがいいかもしれないですね。 
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（音田委員） 

知的インフラ拠点という言葉を入れたかったのでしょうが、分かりにくいで 

すよね。 

 

（喜多委員） 

「都市研究を中心とした知的インフラ拠点として」というのはどうでしょう。 

 

（音田委員） 

それはいいですね。拠点をめざして、期待するというよりは、拠点として、 

という方がいいですね。「都市研究を中心とした知的インフラ拠点として」にす

れば、知的インフラ拠点の意味も明確になります。文章的にもつながりやすい

と思います。 

 

（楠本委員長） 

案を作られた時のお考えは、大阪市にあまり限定しない、大阪全体というニ 

ュアンスが出るようにという考えだったのかなと思うのですが。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

実を申しますと、新大学構想会議で提言を検討いただいている時に、市大が 

核としている都市研究については、委員の方々からいろんなご意見がございま

した。我々としては先程ご指摘いただいた都市研究についてなんら否定するつ

もりはないのですが、新大学ビジョンの理念として使う言葉の中では、「大阪の

成長に寄与する」とか「知的インフラ拠点をめざす」というのが提言やビジョ

ンの中でのフレーズですから、そのフレーズを何らかの形でこの中期目標の中

に、追加しておいた方がいいのではないかということで文章を作りました。た

だ無理やり入れた感じはございますので、文章の整理も含めて考えさせていた

だきます。 

 

（音田委員） 

都市研究という言葉をここでとったとしても、計画の中では残っているのな 

ら、今の時点では残しておいていいのではないでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

都市研究というのは、私たちは何度かお聞きして、実際の業績も見させてい 

ただき力を入れて取り組まれているのが分かるのですが、今のビジョンを検討

されている方々には都市研究というものが具体的には分からないということだ
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ったのかもしれないですね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

学問体系があいまいだというようなご指摘をいただいております。大学の都 

市研究そのものが中期目標の変更に直接かかわるところではないのですが、何

らかの形で、定款変更に向けた話との方向性、新大学のビジョンに書かれてい

るもの、今の本市の方向性というものを入れておかないといけなといけないの

かなということから変更しました。市立大学ではなく、新しい大学の理念とい

うことは間違いありません。 

 

（楠本委員長） 

変更案の一番最後、統合に向けた取り組みの推進というところに書くのは難 

しいのですか。そこは具体的に取り組むことしか書かないのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

中期目標の構成として、前文で理念的なものを書き、項目のところでは具体 

的なことを書いています。中期目標の下に中期計画がぶら下がるものですから、

重要目標の中にひとつ新たに項目を設けておくことで、大学も中期計画を作り

やすいのではないかと思いました。突然、重要目標のところに統合の話が出て

くるよりも、何らかの形で前文に理念的なものを入れておくことで、全体の整

合性が出てくるのではないかと考えたところです。 

 

（楠本委員長） 

都市研究という言葉を入れるのか、あるいはビジョン案に出ているような文 

言をいれるのか、両方入れるとちょっとごちゃごちゃするかと思いますが、悩

ましいところですね。 

 

（喜多委員） 

変更案でも、上の文章には残っていますから本質的に変わりませんね。 

 

（楠本委員長） 

上に都市型云々というのは繰り返しありますし、ここで述べられていると考 

えられなくもないですね。音田委員、文章がつながりにくいというところにつ

いてはどうでしょうか。 

 

（音田委員） 
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「インフラ拠点をめざし」というよりは、「拠点として」という方がいいと思 

うので、そこは考えていただいたらと思います。都市研究にこだわっているわ

けではありませんし、知的インフラ拠点を大きなキーワードとして、使いたい

というお気持ちも分かります。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

文言の修正はもう一度考えさせていただきます。 

 

（楠本委員長） 

文章のつながりは事務局でご検討いただくということで、よろしいでしょう 

か。理事長、学長については、書いておられるとおりでよろしいかと思います。 

次の時にまた皆さんにご意見をうかがって、意見をまとめるのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

７月29日が次回の評価委員会ですが、その時には大学からも意見が出ていま 

すので、その意見も含めて、変更案を検討しますので、それから意見具申とい

う形でご意見をまとめていただきます。 

 

（楠本委員長） 

 意見具申というのは、出された原案について、「結構です」というだけではな 

くてもう少し何かいるのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

 もちろん「意見なし」ということでも結構です。 

 

（楠本委員長） 

それでは中期目標の変更については、次回までにご検討いただいて、またご 

議論ということにいたします。理事長学長は分離するということが決まってい

るのですが、それぞれの理事長、学長の役割分担についてご意見はないでしょ

うか。一般的には理事長は全体のマネジメント、学長は教育研究に責任を負う、

私立大学はそうなっていますね。 

 

（種田委員） 

市大の取組で学長裁量経費というのがよく出てきていますが、これはそのま 

ま学長が運用されるのですよね。理事長は何をするのでしょうか。代表権は理

事長ですか。 



- 16 - 

 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

代表権は、理事長にも学長にも両方にあります。 

 

（種田委員） 

学長は教育研究だけなので、対外的になにか責任をとるというのは理事長で 

すね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

理事長が法人のトップということですので、そうなります。 

 

（楠本委員長） 

大阪市に対しては、理事長がでてくるのですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

設立団体との関係では、理事長と学長を分離型にした場合は、理事長につい 

ては市長が任命権をもっていて指名します。一方、学長は、学長選考会議で諮

られて、その方を理事長が任命するという形になります。学長の立場は理事長

を補佐する副理事長という役割と教学、教育研究部門ではトップとしての役割

があります。理事長と学長が同じベクトルを向いて、大学を運営していく体制

でないと分離型の場合は運営が難しいというのが、一般的には言われています。

理事長、学長の一体型が一般的であるのですが、地独法においては、公立大学

では分離型も選択できるということになっておりまして、今回分離型を採用す

るという方針が決められたのですが、理事長学長の役割について、なにかご意

見がございましたらおうかがいしたいと思います。 

 

（楠本委員長） 

種田委員が言われたように、学長裁量経費はかなり大きな決定だと思います 

がそれは学長が運用するのですか。予算は市立大学の総予算があって、その中

でどう分けるのかということを決めるのは、理事長なのか、学長なのか、とい

うことを質問されたと思うのですが。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

大学の運用の仕方によって、理事長が学長にいくらかの裁量権を与えるとい 

うことがもちろん出来ます。大学の運営上、教学のトップである学長の意見は

非常に重要ですので、どの部分に重点的に投資したらいいのかは最終的に理事
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長が判断するのですが、それに対して、副理事長という立場で、理事長の方か

ら権限を与えられて、学長裁量経費など、何らかの裁量権をもつことは可能だ

と思います。 

 

（喜多委員） 

会社のイメージで行くと理事長は取締役会の会長で、学長は取締役執行役員 

というイメージですね。 

 

（種田委員） 

分離するなら、理事長というのは学者、研究者でなくてもよく、マネジメン 

トのプロ、経営者にするということですね。今、どうされるのかは分からない

のですが、マネジメントのプロの人が来るという前提なので、この学長裁量経

費は研究者のトップの学長がある程度判断して、最終的にはマネジメントの人

が決定する。学長には枠の中で委譲する、何かをするというのを理事長が認め

るということですね。 

 

（喜多委員） 

大型のお金を執行するのは役員会が、ある程度の枠は執行役が配慮できると 

いうことですね。 

 

（楠本委員長） 

大型予算をどれぐらいにするか、学長裁量経費はどれぐらいにするか、何を 

誰が決めるのかなど、実際やっていくと、難しい話が出てくる可能性がありま

すね。 

理事長と学長を分離するのは、過渡的なことではなく、市大と府大が統合し 

てからも分離型ということですね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

市長のご意向はそうです。他の大学でいきますと、首都大学東京や北九州市 

立大学が分離型の大学です。 

 

（楠本委員長） 

首都大学の理事長はどういうご出身の方ですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

財界の方です。 
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（楠本委員長） 

大阪もそういう想定なんでしょうね。 

 

（喜多委員） 

経営能力がないと、大学も経営できないということですね。 

 

（楠本委員長） 

意見が対立しないまでも、分かれるということはあるかもしれないですね。 

 

（種田委員） 

やっぱり研究の先生とは違いますよね。 

 

（楠本委員長） 

他に何かないですか。 

 

（堀委員） 

市大と府大はこの新大学ビジョン案に同意されているのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

提言をいただいた時に、両大学に提言に対するご意見を求めていまして、そ 

の時には、統合については特段反対はないとお聞きしております。 

 

（堀委員） 

しかしこのビジョン案はトップダウンで示されているものですよね。 

 

（楠本委員長） 

市大の業務実績報告書によると、ワーキングチームもできて、統合する前提 

で議論されているようですので、ビジョン案に基づいていると思っていました。 

ただ実際に、部局の人の数を割り振ったりするようになると、いろんな議論 

が出てくるのでしょうね。 

 

（種田委員） 

学部が廃止されると先生の人数に影響されるでしょうし、いろいろな人たち 

に知れ渡ると、自分はどうなるのかなと、議論になりますね。 
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（喜多委員） 

学際と基礎部分と言われましたけど、学域と学部と併存というのは分かりに 

くいですね。 

 

（種田委員） 

受験生にも分かりにくいです。 

 

（音田委員） 

人間科学域が学域で、地球未来工学部が学部というのもどうしてなのかと思 

いますね。   

 

（楠本委員長） 

今あるものをどういう風にまとめるかで考えだされた案なんでしょうね。 

 

（喜多委員） 

そうすると長い時間をかけて変わってくるのでしょうね。 

 

（楠本委員長） 

今は既存の上に作らないといけないですから、時間がたつと変わってくるん 

でしょうね。 

 

（種田委員） 

名前だけで分かる内容には、なかなかならないですね。 

 

（楠本委員長） 

受験生や受験生の親は悩みますね。 

 

（種田委員） 

新しい学部は成果が出ていないだけに、どこを受けていいのか分からないで 

すよね。 

 

（音田委員） 

パブリックコメント手続きによる意見はかなりきているのですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

まだあまりきていません。一般的にパブリックコメント手続きを実施します
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と、締め切り近くなってからご意見が来る傾向にあります。 

すみません。先程の首都大学の理事長ですが、川口三郎氏、元Jリーグのチェ 

アマンでした。 

 

（種田委員） 

もう一つの大学はどこでしたか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

北九州市立大学です。 

 

（楠本委員長） 

今日の内容については、大学からの意見も聞いておられるということですの 

で、もう少し検討いただいて、次回に改めて議論していきます。今日の中期目

標の変更についての議論はよろしいでしょうか。 

 

（種田委員） 

前に業務実績報告書について質問を提出しましたが、次の委員会で議論する 

のですか。 

 

（楠本委員長） 

次の委員会です。みなさんからの意見をまとめていただいて、その後で大 

学と話合うのでしたね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

第３回の評価委員会で大学からの意見聴取を行います。大学の方の出席も多 

いので、毎年大学で行っているのですが、例えば、交通の便とかも考えて、阿

倍野で行うことや、また市役所で行うかは、改めてご相談させていただきます。 

 

（楠本委員長） 

各部局の方も出席されておられましたね。役員の方が主にお話しをされてい 

ましたが、学部長の方にもお答えいただいたこともありましたね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

大学の職員も出席しておりますので、細かい質問についてはお答えいただい 

ております。 
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（楠本委員長） 

大学の方がたくさん出席いただける方がいいかもしれませんね。そうすると 

この間の業務実績報告書の意見を集めて、次回の評価委員会でまとめたものが

出てくるということですね。その時は自己評価について、どうなのかというこ

とも言った方がいいのでしょうか。個別のⅢ評価とかⅣ評価について、評価が

高すぎる項目や、低すぎる項目があればお聞きして、すべてについて答えなく

てもよかったですよね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

他に詳しく聞きたいことなどがありましたらお聞きください。 

 

（楠本委員長） 

では次回のことにも話が及びましたが、今日のご議論はこれでよろしいでし 

ょうか。 

 

（堀委員） 

ひとつよろしいでしょうか。こういう府大、市大の統合は非常に大きなこと 

で、あまり経験しないことだと思うのです。おそらく知事は、統合することで

より強く、より機能性の高いものになるだろうということを考えておられると

思います。今まで、大学の統合の例はいくつかありますよね。 

 

（楠本委員長） 

姫路工業大学と神戸商科大学が統合しています。 

 

（土橋部長） 

府立大学そのものが統合を経験されています。 

 

（種田委員） 

大阪外国語大学と大阪大学もそうですよね。 

 

（楠本委員長） 

大阪外国語大学と大阪大学の統合と今回のものは少し違いますね。 

 

（喜多委員） 

今回はイーブンのものですよね。 
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（堀委員） 

トップが決めておられることですから反対するということではないのですが、 

評価の立場からすると細かいことの評価よりも、統合するということがどうい

う意味をもっていて、今までの事例でどういう風な統合をすると成功している

のか、もし失敗という例があるならどういうものなのかということについて、

議論をしたいという気がするのです。 

 

（種田委員） 

 この委員会で前にそういう話が出たときに、他の委員会がそこで議論される 

ということでした。 

 

（楠本委員長） 

提案された委員会は、統合するということで、どうすればうまくできるかと 

いうことを考えておられるわけですね。 

 

（種田委員） 

去年、評価委員会で年度計画の評価をする時、統合するということなら、今 

の中期計画を私たちが評価することはあまり意味がなく、年度計画はいいけれ

ど、統合に向かえば今の方向とは違うはずだし、中期目標に関してまでは私た

ちの手に負えない、いずれ変わるでしょうと、ということを言いました。私た

ちに統合是非はもともと問われておらず、違う委員会がいらっしゃるというこ

とでした。 

 

（楠本委員長） 

何か言うことがあれば、私たちも言ったらいいんじゃないんですか。 

 

（堀委員） 

私たちは意見を具申するわけですよね。文言の細かい話よりも、本当に大事 

なのはそういう議論なので、せっかくですから議論したいという気持ちがあり

ます。 

 

（楠本委員長） 

例えば統合スケールメリットも、一言で大きくなればいいというだけでない 

んじゃないかと思いますね。 

 

（喜多委員） 
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統合した時に、市大の今の強みとかこれからの強みとかが統合ビジョンの中 

にどういう風に生かされるのか、ということが議論されなければならないです

よね。 

 

（楠本委員長） 

市大の我々の委員会としては、そういうことに気を配らなければならないと 

いうことですね。 

 

（喜多委員） 

統合するということは決まっていますから、それがいいか悪いかはもう仕方 

ないですから。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

例えば柔軟で持続的に改革する大学というビジョンを書かせていただいてお 

りますが、これまでも評価委員会から、学長ガバナンスの強化、大学改革につ

いてご意見を賜っておるところでして、大学統合に向けてということだけでな

く、大学改革という観点から見たときに、大学がどのように改革していくべき

なのかを考えていただくということは、評価委員会の場でもしていただきたい

ことです。 

 

（種田委員） 

私たちの任期はもうすぐ終わりますが、この委員会は統合まであります。中 

期計画の、年度途中の進行状況を確かめているので、評価委員会が統合に関し

て全く触れられないのであれば、何のために中期目標の進行具合を確かめてい

るのかということになります。この委員会も、新しい統合に向けて、全くかか

わらないということでは評価ができなくて困ると思いますので、相互連携でき

ればと思います。 

 

（楠本委員長） 

喜多委員は市立大学と府立大学と両方見ておられていて、市立大学と府立大 

学の評価委員会の委員がそれぞれの大学の応援団になって、それぞれ勝手なこ

とを言うと収集がつかなくなりますが、この話は、これからどんな風に進むの

か、どんな役割が我々にあるのか見させていただくようにしたいと思います。

堀委員が言われたのは非常に大事なことだと思いますね。 

 

（堀委員） 
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会社でもM＆Aというのがあって、会社の役員会で決められるわけですね。 

それをどうなるのだろうと、下から見ているのは株主総会になるのでしょうか。 

 

（喜多委員） 

株主総会はともかく、取締役会がきっちりと方針を出さないと、執行部隊

は何もできません。そう意味で行くと、先程言われた理事長なり、副理事長

である学長、そこの部分のガバナンスができていなかったら、当然軸がぶれ

ますよね。中期目標は両方の大学で当分はそのまま進んで、どこかで一体化

するのでしょうけれど、１＋１が２以上にならないといけないので、そこの

部分がきちんと起こるのか両委員会が見ておかないといけないと思います。

市大と府大は私のイメージでは文化がかなり違います。これからいろんなや

りとりがあって、それで両方の強みが何で、具体的に強い知的インフラとい

うものが何なのかが決まらないと、本当に強い大学ができるのかという疑念

があると思います。今からの議論が一番大事だと思います。 

 

（楠本委員長） 

具体的なことが出てきて、組織、形式を作るのはいいけれど、それが実際ど 

うなっていくのかが大事ですよね。   

 

（喜多委員） 

このままでは単なる入れ物ですからね。 

 

（楠本委員長） 

それぞれ大学のみなさんは大変ですね。我々、できるだけ応援したいと思い 

ます。では以上でよろしいですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

次回は７月29日を予定しておりまして、また改めてご案内はさせていただき 

ます。 

 

（堀委員） 

３回目はまだ決まっていませんね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

いつもは市大でするのですが、場所についてもまた検討させていただきます。 
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（楠本委員長） 

では、本日はこれで閉会させていただきます。ありがとうございました。 

 


