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平成26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26年８月20日（水）午後２時～午後５時 

場 所：大阪市立大学 杉本キャンパス 高原記念館 

出席者： 

【委員】 楠本委員長、種田委員、喜多委員、桑原委員、 
竹村委員、堀委員、宮本委員 

【大学】 西澤理事長兼学長、桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長、 
大嶋副学長、井上副学長、安積医学部・附属病院運営本部長 ほか      

【大阪市】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 

○開会 

（土橋交流推進担当部長） 
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 26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いたし

ます。 
【評価委員会委員】 
楠本委員長、種田委員、喜多委員、桑原委員、竹村委員、堀委員、宮本委員 
【法人役員】 
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、 
大嶋副学長、井上副学長、安積医学部・附属病院運営本部長、 
なお本日安本理事、石河理事兼病院長は所要によりご欠席です。 
【事務局】 
中村経済戦略局理事、土橋交流推進担当部長 
 

それでは、早速ですが、楠本委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 
 

（楠本委員長） 
第２回評価委員会は、杉本キャンパス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、法人のみなさんにはご準備等ご配慮いただきまして

ありがとうございます。 
本日は西澤理事長ほか、役員のみなさんにご出席いただいております。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。それでは議事に入
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ります。本日は議題が二つございます。一つめは平成 25年度業務実績評価につ
いて、二つめは平成 25年度財務諸表についてです。 
一つめの議題、平成 25年度業務実績評価につきましては、前回の評価委員会

で小項目評価の妥当性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、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

たいと思います。続いて、大項目評価の確定も行ってまいります。 
また、「業務実績評価結果」の原案を作成しています。本日の意見交換等を踏

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、事務局より

説明いただきます。 
次に議題２の平成 25年度財務諸表についてですが、6月末に大学から提出い

ただいて、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、内容の説明を事務局より簡潔に受けまし

て、次回の委員会において検討を行いたいと思います。 
それでは、一つめの議題「平成 25年度業務実績評価について」にはいります。 
資料１－１「法人への意見聴取事項」ですが、各委員からのご意見をもとに

取りまとめたものに対しまして、法人からあらかじめ回答をいただいたもので

す。 
委員からのご意見を、業務実績報告書に関するものと、大学改革プランに関

するものに分けてあります。まず業務実績報告書に関するものについて、法人

の方からご説明を受けたいと思います。特に国際化に関する事項については、

委員のみなさまからたくさんご意見をいただいておりますので、まず国際化に

ついてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 
 
（西澤理事長兼学長） 
 本当に暑い中、本学までご来席いただきありがとうございます。理事長兼学

長を拝命しております西澤でございます。本日も皆様方からご意見をいただき、

私共の今後の指標、課題とさせていただきたいと考えております。どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 
 国際力の強化についてございますが、資料を用意しておりますが、その前に

総論的なところをお話させていただきます。 
本学では国際力の強化を第二期中期計画の重点戦略の中に位置付けており、

学長を本部長として国際化戦略本部を設置しております。その実行組織として

国際センターを設置いたしまして、多くの取組、計画を実施してまいりました。

具体的には2011年度、第二期中期計画の１年前の年からですが、３年を一つの
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区切りにしてアクションプランを策定し、具体的な実施年度、数値目標を掲げ

て前向きに推進を図っております。今年度はちょうどはじめの３年度が終わり

まして、セカンドアクションプランに入ったところであります。 
はばたけ夢基金を活用した奨学金制度の試行的な実施や認定留学生制度の導

入などを含めた海外留学の促進、海外拠点、サテライト活動や海外大学のブラ

ンチ、リエゾンの誘致等々の検討、海外との連携をはじめとした事業に取り組

んでおります。アクションプランにそって、優秀な留学生の戦略的な獲得では、

2012年10月に留学生計画を策定しまして、優秀な留学生の増加、2017年で400
人を目標にしており、優秀な留学生確保のための支援策を実施しているところ

です。 
グローバル人材の育成、国際力の強化は今日のわが国での高等教育での大き

な戦略になろうと思っておりまして、本年度、文部科学省のスーパーグローバ

ル大学等事業が実施されており、本学も地域に根ざした公立大学という特性を

活かし、タフな心としなやかな体をもち、グローバルな視野で社会で活躍でき

る人材を養成する、こういった考え方からトランスローカリズムといった基本

コンセプトで申請しました。この申請においては本学の将来を見据えまして、

トランスローカリズムに基づく三基盤、すなわち教育基盤、ガバナンス基盤、

教務基盤、こういった改革、再構築を考えており、長期的視野から10年間の工
程を作成しました。教育基盤ではリベラールアーツを軸とした学士課程の抜本

的な再編、博士課程におけるジョイント・ディグリーコースの設置などを進め

ることを考えています。ガバナンス基盤については改革の主なところでありま

すが、学長のリーダーシップが最大限に発揮されるような体制、それの確立、

また若手、女性、外国人の積極的な活用を実現する人事制度の柔軟化を進める

ことにしております。教務基盤については、入試あるいは学修に関する質保証、

国際的に通用する教務管理、多面的な入試、転学科の流動性などの多様な取組

を進めていく計画をしております。ただ、この申請は残念ながら採択には至ら

ない様子でありますが、今後の本学の国際化戦略については今回提唱した考え

方を基本として、語学力の強化、海外留学の大幅な増、あるいは海外の大学と

の連携強化などを戦略的に統合的に展開していこうと考えております。アジア

を中心とした、大阪発の国際性豊かな大学として発展させたいと考えておりま

す。 
別紙資料１について、個々のご質問についてですが、一つめのグローバルコ

ミュニケーションコースについては、25年度に設置し試行的にやってきており
ますが、27年度から副専攻化を図ろうと考えております。将来的には定員を増
やし、全体的な学生のレベルアップを図りたいと考えております。国際協定校

との単位互換性の進捗については、単位互換性の拡大、大学院レベルのダブル
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ディグリー、ジョイントディグリーの実施により学生の海外留学を促進する環

境整備を整えていきたいと考えております。今のところ交換留学の相手としか

できないということがあり、これを取り払って、こちらから単位を互換出来る

ような、いわゆる認定留学という制度を本年度中に進めたいと考えておりまし

て、ＪＳＡＦ、ジャパンスタディアブローブドファンデーションとの連携協定

を結び、欧米諸国との連携、単位互換出来るような形を作りたいと考えており

ます。 
英語授業における単位取得については、英語で卒業できるコースを設置した

いと思っており、検討中でございます。リベラルアーツを重視した新たな履修

システムを検討しており、この中でも基礎科目については、ＩＣＴを用いた講

義の形態をより確立させていきたいと考えております。これと対面での講義を

組み合わせて、学習単位をユニット化するということも考えております。これ

も申請したグローバルユニバーシティの一つに入っているものです。また４学

期制も現在検討しておりまして、特に１、２回生の期間を２学期制から４学期

制にすることにより、講義の時間、間隔を圧縮することができ、例えば、夏休

みまでの期間を２学期に区切ることにより、一つの授業を１週間に２回すると

いうことができますので、語学の習得には向いているのではないかと考えてい

て、何らかの４学期制の利点を得られるような形で考えていきたいと思ってお

り、そんなに遠くなくできるのではないかと思っております。 
留学生の受け入れは、現在329名ですが、まだまだアジア圏が中心ですので、

より広い範囲から獲得したいと思っております。それから、ＯＣＵグローバル

メンバーズの活動についてですが、これは国際センターの学生ボランティアス

タッフ団体で、学内の国際交流会の企画、運営、海外大学から来訪された学生

との交流、ソーシャルネットワークサービスでの活動などが中心になっていま

す。これは学生が自主的に留学生との交流の機会を広めていくということで、

大学側としても積極的に支援していきたいと思っております。 
また大学の中での海外大学のサテライトの構想ということですが、これまで

も文学研究科の都市文化研究センターや都市研究プラザなどが、海外で大学拠

点を設けて活動してまいりましたが、逆に海外の大学が本学にリエゾンオフィ

スを設けるような位置付けを考えており、よりグローバルなプラットフォーム

を作れるのではないかと考えているところです。 
広報についてはそれほど強いものとは思っておらず、なかなか難しい部分は

ありますが、少なくともホームページは英語だけでなく、他言語でもできるよ

うにしたいと思っております。ただやはり中心は英語のホームページの充実に

なるのではないかと思っております。学生あるいは海外向けに対しての情報発

信は、いわゆるソーシャルネットワークサービス、こういったものの活用がよ
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り有意義かと思っております。大学の授業あるいは研究プロジェクトなどで、

教員がしばしば海外にでておりますので、そういったことから、より情報を速

やかに提供できる体制を作りたいと思っております。先程申しました海外サテ

ライト、リエゾンという形で、将来的になりますが、そういった考え方もして

おります。 
データベースで英語版の入力が少ないということですが、ご指摘はごもっと

もで、非常に簡素な書き方しかできていないところがありますので、これは教

員の理解を得ないといけないと思います。またもう少し簡素化した入力の仕方

を考えているところです。特に必要なのは研究のジャンル、研究の内容が主に

なるかと思いますので、それは教員にとっても書きやすいところですから、そ

ういったものを中心に書くようにしたらどうかと相談しているところです。 
人事交流については、資料に書いているとおりでございます。 

 
（楠本委員長） 
ありがとうございました。詳しくご説明いただきました。今ご説明いただい

た内容などについて、ご質問や追加のご意見等ございませんか。 
 
（堀委員） 
詳細なご説明ありがとうございました。国際化とグローバル人材は各大学で

のキーワードになっていて、文科省もそれを促進しており、これをしないと助

成を促進しないという流れになっているのは理解しているのですが、それぞれ

の大学がみな同じことをしていて、本当にグローバル人材が育つのかどうかと

いう検討は必要なのではないかと思うのです。市大がめざすグローバル人材と

いうものがどういうものであって、それを達成するためには、他の大学とどう

いうスタンスの違いでやっていくのかということが大事なのではないかと思っ

ております。グローバル人材の定義だけでもずいぶんといろんな意見があるよ

うで、それぞれの大学でめざしている目標が明確になっていないように思いま

す。まず市大の特色、位置付けの中でどういう人材の育て方をめざすのか、そ

のために他の大学との差別化、すなわち、如何に特色あるスタンスでいくのか

を、グローバル人材教育をすすめて、議論し方向性を出していただけたらと考

えております。的を絞りにくい話ではあるのですが、どこまでご検討されてい

るかということをお聞きしたいと思います。 
 
（西澤理事長兼学長） 
これらについては、特に井上副学長が中心になり、学内でもずいぶん議論を

しました。先程のグローバル人材育成に関するワーキングメンバーでも、堀委
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員がおっしゃたように、本学にとってどういう人材を育てることに意味がある

のか、よその大学と何がちがうのかを明確にする必要があるのではないかとい

うことを議論してきました。聞きなれない言葉ですが、トランスローカルとい

う言葉を使っています。どういうことかと言いますと、公立大学ですので、地

域から離れることはできない。要するに国際的視野を見据えて、地域におこる

課題などに対応できる人材を一つの絵として描いています。もちろんいろいろ

な学生がいますので、全てがそうではないと思いますが、地域をもっと知るべ

きだということで、以前から大阪に関する文化についてなどの授業を共通科目

で行っています。中には市民と半々になって行っているものもあり、大阪落語

や浄瑠璃など文化的な授業や、理学では、地域の自然に関するものであるとか、

いろいろなことをしているのですが、さらに一歩踏み込んで国際的視野からみ

た大阪というものをどう見るのか、それを総じて大阪学と言っているのですが、

そういう授業も企画しているところです。半数以上は社会で活躍しておられる

学外の先生に来ていただき、オムニバスになるでしょうが、国際的な視野から

見て大阪というものをどう考えるのかという位置付けの教育をやっていきたい

と考えています。もちろんグローバルは語学ができないと話にならないので、

個人的なことを言いますと、１年生の前半、特に４学期制の最初の２学期ぐら

いに受験の続きで英語をやってもらったらどうか、あとはのびのび勉強しても

らえばいいと考えておりまして、そういった考え方も今、学内に広めていると

ころです。これもシステムとしては遠からずできることかなと思います。 
地域に根差すといっても、地域ということと国際ということが対立する言葉

として使われていますが、本当はそうではなく、国際的視野というものがもの

すごく求められているし、また国際的に出ていかないといけない場合も多いわ

けですから、そういった人材が地域の課題に対してどう対処していくか、私た

ちの位置付けはそこにあるのではないかと考えています。 
 
（堀委員） 
アジアの中での視点というのが今のお話の中であまり出てきていないのです

が、それをすすめていかれるのかどうか。また都市学、あるいは都市型のアプ

ローチをグローバル化構想の中に特色づけていかれるのかどうか。この２点は

ご検討されているのと思うので、回答はいりませんが、そこの議論をしっかり

していただきたい。もしアジアの中でいうことにウェイトを置かれるなら、協

定大学を絞り込む、重点を置くということは施策としてあると思うのです。そ

の視点は忘れてもらいたくないと思います。 
 
（西澤理事長兼学長） 
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まさにその通りですが、こういう場所でアジアを出すと、アジアだけが世界

じゃないよと、言われてしまいますので、あえてアジアを使わなかったのです

が、視野はアジアです。ただ学生が留学したい場所は欧米で、ギャップがあり

ますので、そこは上手に学生を伸ばしていきたいと思います。アジアだけに限

定したくないと思っております。都市学については、まさに主幹に考えている

ところです。 
 
（竹村委員） 
ご回答いただいて、国際化について大変お考えになっていると思います。私

は広報戦略のことをご質問しました。広報の概念はいろいろありますが、私が

お聞きしたかったのは海外から非常に優秀な研究者を市立大学にどのように招

聘されて、留学先としてこの大学を選んでいただくための戦略をどう考えてお

られるのかということです。メディアにいますと、いろいろな功績をあげた方、

賞を取られた方については、必ずどこの大学に留学していたかということが大

きなポイントになります。分かりやすい例でいいますと、田中さんがノーベル

賞をお取りになった時、東北大学の人気が上がりました。出身大学がどうこう

ということではないのですが、そこにそれだけの発想できる素地がある、そう

いう環境があるということは、ある種のＰＲになります。海外から市大を選ん

でいただける、そういう戦略も今後必要ではないかと思っております。もう少

し長い目で見ないといけないのですが、学習指導要領でも小学生から英語で、  

あと10年もすると英語で授業するのがどのくらいというレベルではないと思い
ますので、海外からの優秀な研究者をどのように招聘するか、どう門戸を広げ

ていかれるのかというところも、今後考えていただきたいと思います。 
 
（西澤理事長兼学長） 
私どもにとりまして、非常に大きな問題をいただいていると思っております。

実は市から宿題をいただいているのですが、今まで教員を採用するというのは

学部で採用方針を出して、学部単位でものを考えて、大学は承認しているとい

う形でしたが、それだと広範囲なことがやりにくいことがあり、今は学長発議、

学長が必要な人材を公募もしくは指名をしております。すでに国内の人はでき

ているのですが、海外の人もやっていきたいと考えているところです。ただお

金がつきまとう話なので余力がないとできないのですが、海外の方を呼ぶのに、

いわゆるノーベル賞クラスの方も呼びたいのですが、そういう人たちはせいぜ

いサバティカルの間だけしか来られませんので、その時に若い人たち３人くら

いと一緒に来られて、その人たちにはもう少し長い期間大学で仕事をしてもら

うような形ができれば、いいシステムになるのではないかと考えております。
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今チャレンジしているところですが、そういったことができれば、竹村委員が

いわれるような広報のメリットが出てくるのではないかと考えております。 
 

（桑原委員） 
国際協定校、単位互換性の進捗についてですが、うちの大学もそうですが、

ダブルディグリー、ジョイントディグリーなどは現役の学生や大学院生に、刺

激を与えていると思っております。うちの大学は学部構成が市大と似ていると

思うのですが、学部の縦割り構造になっておりまして、経済学部では他の外国

の大学とダブルディグリー制度をとっています。例えば、フランスのパリの第

二大学とは 来年から本格的にダブルディグリーをとれるようにしています。

日本の大学で支払った授業料がそのまま海外の大学に代替されると同時に、パ

リの大学でも授業は英語でする、EUですから、ドイツもスペインも英語で授業
します。一般的な語学留学、語学研修などで１年とかいうような就職に非常に

有利だからという低レベルのものではなく、日本が知的な人材を育成して、グ

ローバルに働いていくためには、どこにコアな部分を持つべきか、という風に

考えていくと、学生が主体的に行くことによって、向こうの大学院、学部の授

業のいいところを学ぶことができる。日本の大学とは教育内容だけでなく、教

育の方法、授業の方法がかなり違うわけで、ＥＵだけでなく、シンガポールや、

タイ、中国とももちろん違う。日本の水準がはたしてグローバルスタンダード

なのかということを、身を以って経験して学ぶことができる。市大が推進して

いる認定留学を中心とするさまざまな留学制度を充実させるのはいいことでは

ないかと思います。そのことが後の世代、大阪市、大阪府を担っていく非常に

若い人材がたくさん出てくるのではないかと思っています。 
 
（西澤理事長兼学長） 
実は今までの対応が手ぬるかったというのを感じておりまして、ジョイント

ディグリー、ダブルディグリー制度は本年度で確立しています。教育課程のも

のですから、各学部でする必要があるのですが、大学院のレベルでしようとい

う流れになっていますし、是非やっていきたいと思います。学部の学生の海外

大学との単位互換というのも、いわゆる認定留学という形で可能になると思っ

ております。今までは交換留学しかできなかったので、アジアの大学なら交換

ができるのですが、欧米の大学とは交換してくれる相手がおらず前に進まなか

ったのですが、こちらから行くだけの、いわゆる認定留学の形で、授業料は本

学にも向こうにも払わないといけないのですが、そこは大学が支援するという

形でできるのではないかということで、今年度中に確立しようと思っておりま

す。先程申し上げましたジャパンスタディアブローブドファンデーションと連
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携し、その相手先として、米国の大学が一番多く、1,500校ぐらいありまして、
あとはヨーロッパ、オーストラリアなどがけっこう多いのですが、すべての大

学をこちらが認定するかは分かりませんし、向こうも学生に対してある一定の

条件をだしてきますので、釣り合いのとれた所にしか行けませんが、公的では

ないのですが、可能性、間口が広がるのではないかと思っており、学部の学生

も留年しなくても留学できるようにしたいと思っております。桑原委員がおっ

しゃる通りだと思います。 
 
（楠本委員長） 
国際化については、いろいろとご意見をいただきましたが、時間の関係もあ

りますので、特にと言うことがなければ、国際化についてはここまでにしたい

と思います。 
それでは資料の１－１、２ページ目以降の国際化以外の項目について、法人

より回答をお願いいたします。 
 
（西澤理事長兼学長） 
国際化以外の項目につきましては、７番の学長のリーダーシップ、９番の新

大学検討本部については私の方から、他の項目については担当の理事から説明

させていただきます。さしあたりまして、７ページの学長のリーダーシップに

ついてですが、各推進本部の人的体制、任務等については規程により明文化さ

れています。各推進本部というのはすべて学長の直下に設置されております。

国際化戦略本部は学長が委員長でございますが、他の推進本部は副学長が就任

しており、学長を中心とした大学執行部との連携強化を図っております。研究

科長については、各推進本部に理系代表あるいは文系代表の研究科長が構成員

として入っており、学長が各研究科の特性に応じて任命するということになっ

ています。また各推進本部の下に設置されます各種委員会の構成員は、広く各

研究科から選任しております。 
重点研究のテーマ、戦略的な研究経費の配分などについては、学長のリーダ

ーシップがより反映できるようなシステムを採用しています。 
研究科長の選考方法については、平成25年度より学部から複数名の候補者を

出し、学長が選考する形にしており、大学運営の両輪を担う研究科長と学長の

連携強化が図れるようにしています。 
現在大学改革プランで５推進本部体制を見直そうと考えておりまして、学長

を補佐して全学的な教育研究戦略を検討する教育研究機構を設置し、そこに戦

略機構を設ける。今までは各学部から代表者が集まる委員会方式で、特に教育

については決めていたのですが、それを学長直下に、学長特別補佐に入ってい
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ただいて、戦略を決めて委員会に落とすというシステムにしたいと考えており

ます。そういうことで戦略機能の強化、学長と研究科長等の連携強化ができる

のではないかと思っております。 
９番の新大学検討本部についてですが、組織としては学長、副学長、常勤の

役員、学長特別補佐等、これは各学部で研究科長を経験されているような方々

で、大学全体のことを考えていただける方を学長が選んでおります。学長の下

に、新大学検討本部会議を設置しており、その下に新大学検討会議、並びに各

ワーキンググループを設置しています。進行状況についてですが、平成26年４
月25日付けで大阪市より統合にかかるスケジュールの延期の通知を受けており
まして、この秋に府立大学と主体的な検討をしまして、大阪における公立大学

のあり方を発信できると考えております。その検討状況については新大学検討

会議、新大学検討本部会議を定期的に開催しながら情報共有を図っていくよう

にしたいと思っております。府立大学との対話は新大学推進会議という形で行

ってきております。 
 
（桐山理事兼副学長） 
２ページの達成水準の設定についてですが、特にオープンキャンパス、進学

ガイダンス、模擬授業は地域貢献ですが、そういうところで数値目標が出され

ていて、多ければ多いほどいいのか、適正回数が検討されているのかというご

質問です。年度計画全体にわたりますが、回答ではオープンキャンパス、進学

ガイダンス等で適正な規模を一定程度考えているということです。例えばオー

プンキャンパスですが、今年は８月９日、10日の予定でしたが、台風で１日し
かできませんでした。昨年は16,000人でしたが、それでも今年は6,000人は来た
のですが、そうなると△になるのかということになりますので、適正な規模と

いうことは検証しながら考えていきたいと思っております。ただ数値目標の設

定については、市議会でも議論がありまして、そこでのご指摘を受けて、大学

業務が計画に沿って円滑に推進されていることを示すための一つの素材として

定量化を進めてきた事情もございます。本学としては、大学各業務のＰＤＣＡ

に沿って持続的に改善充実させていくことを基本としておりますので、その一

環として、毎年できる限り定量化の計画策定を行っています。しかしながらご

指摘のように本来成果が見える実質的な達成水準の設定が求められるところで

ありますので、教育研究の分野では難しいのですが、できるだけ実質的な目標

になるように年度計画作成時に改善を加え、ご指摘の項目も改善の項目として

いきたいと考えております。 
３ページのＧＰＡ制度についてですが、足並みが揃わないというご指摘をい

ただいております。本学としては、全学に導入したということで、完了と位置
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付けておりますが、ただ活用については、具体的に例えばＧＰＡ１点以下の学

生は卒業させないという学部もありますので、それぞれの学部の特性に応じて

活用を考えていきたいということです。今後は全学としても、優秀学生の顕彰

や留学支援、学長からも留学を積極的に支援したいということでしたが、これ

は確実にＧＰＡの点数が反映されますので、ＧＰＡの高い学生に支援するとか、

授業料減免に活用するなどを検討しています。 
学生サポートセンターについてですが、この間、改革改善を進めております

が、新しい組織を立ち上げると古い組織はどうなるかというご心配ですが、本

学としては、基本的にスクラップアンドビルドということで、新しい組織を立

ち上げると前の組織は廃止するということで、役割の明確化をしております。

そのため組織名称が多岐にわたりますので、同じようなものが複数並立してい

るような感じを見受けられるかもしれませんが、そこはスクラップアンドビル

ドでしております。また具体的にサポートセンターの取組について、どういう

ところに力を入れたのか、またどういう課題はあるのか関係者から話を聞きた

いということでしたので、今村学務企画課長から説明いたします。 
 
（今村学務企画課長） 
 まず一つめのご意見、関係教員や職員や負担を軽減して、機能的な運営が可

能な方向に進んでいるのかということも含めて説明いたします。平成25年度の
業務実績報告書の取組実績欄の記載がよくなくて、会議や委員会の構造が複雑

で入り組んでいるという印象を与えていますが、平成25年度、平成26年度も同
様ですが、サポートセンターの運営については関係者に不必要に負担をかけな

いよう配慮しまして、最低限必要と思われる二つの機関、組織のみを設置して

います。ひとつがサポートセンター内の事務方の管理職による実務的な学生サ

ービスなどのセンター運営全般にわたって検討を行うワーキンググループ、も

う一つが、センターの運営について教員と職員が意見交換を行う場としてサポ

ートセンター懇談会を設置しています。ワーキンググループは教育研修、教務

業務の改善、学生サービスの検討の三つのグリープに分かれて随時開催してお

り、懇談会について年間数回程度開催予定です。現在の体制はこのような形で

す。 
二つめに、取組で力を入れた点ですが、学生サポートセンターは平成23年9月

に開設され、学生サービスの向上に向けてさまざまな視点から検討を行ってき

ました。その際、偏った視点、一方的な考え方にならないようアンケートで学

生の意見、声をいろいろ聞きながら進めてきたところでして、学生、教員、職

員の三者で、意識を合わすと言いますか、方向性を合わせて検討推進をしてき

たところです。そのあたりが一番力を入れた点、ポイントであると思っており
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ます。学生に対しましては、開設当初に全学的にアンケートを実施しておりま

して、現在もポータルに意見、要望の受付を常時開設しています。ただセンタ

ーのカウンターで学生の意見を聞くというのはありますが、公式に学生の生の

声、直接声を聞くという場がありません。今年度の後半のどこかで、ワーキン

グループにおいて、直接学生のセンターに対する評価、要望を知って、意見交

換できる場を作るように考えております。 
資料に４点、25年度の具体的な取組を記載しておりますので簡単にご説明い

たします。学生サポートネットの策定は、平成26年３月に学生なんでも相談窓
口を設置したこと、各学部研究科から学生生活相談窓口教員を選出いただいて、

学内のポータルサイト、ホームページの保護者向けサイト、新入生ガイダンス

などで周知しております。学生相談なんでも窓口ですが、サポートセンター内

にカウンターの窓口と個室の相談室を設置しております。日々の履修相談につ

いては、カウンター窓口において、学生が所属する学部研究科に案内するとい

う対応を取っていますが、個人情報の保護に配慮が必要な相談については個室

の相談室に専任の相談者を置いて相談業務を行っております。ちなみに個室相

談の面談や電話の研修は、平成26年４月から７月までですが、だいたい平均で
10件弱程度です。続きまして、環境条件の整備ですが、３点ありまして、一つ
めが潤いのある場つくりの提供、表現が分かりにくいと思いますが、サポート

センターのロビーに学生の写真部、美術部が協力して作品を随時展示をしてお

ります。二つめとして、サポートセンターの中庭が300平米弱あるのですが、そ
こを有効活用しまして、学生に対して中庭の整備コンペを実施し、表彰された

提案をベースにして、平成25年度、26年度に予算計上し、環境整備をしており
ます。また学生のアクセスの改善、受付の機能強化ということで、カウンター

に担当ごとの遠隔呼び出しボタンや、呼び鈴の設置、天井から各学部等の案内

看板の設置をしています。三つめは、職員研修事例研究会の開催ということで、

サポートセンターには杉本地区の各学部研究科、学生支援課、入試担当、就職

担当等複数の組織が入っているのですが、横断的な職員研修や事例研究会を、

年間を通じて断続的に開催しております。それによりまして業務の習熟度の向

上を図り、問題点改善事例などの情報共有を図って、これらの成果を日常業務

に反映することで、学生サービスの向上につながっていると思っております。

最期のシステム化ですが、英文証明書の発行は年間約900通ありますが、発行を
手作業でしている時は１、２週間かかっていたのですが、システム化により即

日交付ができるようになり利便性の向上を図っております。 
最後に課題といいますか、現在の問題意識ですが、特にサポートセンター１

階の教務事務についてですが、各学部と共通教育の教務事務が集まっているの

ですが、これまでの経過もあり、学部ごとに作業の手順、範囲が違うというこ
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とがありまして、まだまだ各学部が縦割りでそれぞれに業務遂行している状況

です。一方で、共通教育の教務担当部門も別で業務をしている状況です。少し

ずつ改善を図ってきたところですが、まだまだこういう形が残っていますので、

せっかく一か所に集まっているのですから、各学部の業務の標準化、共通化を

図り、共通教育を含めた教務部分の体制につきましても併せて検討を行い、効

率的、効果的なセンター運営を行う必要があるのではないかと考えております。 
 
（桐山理事兼副学長） 
８ページの教育組織と教員組織の現状についてですが、教員組織改革検討プ

ロジェクトを設置し、現在具体的に議論していまして、来年度４月から分離が

可能なように作業を進めております。特に研究院、教員組織の方ですが、今ま

でなかったものを作るわけですから、大学院の教授会、学部の教授会と研究院、

教員の組織する教員研究との役割分担をどういう形でするのかということ、予

算配分、研究院長の選任と研究科長との関係などいくつか整備が必要なところ

があります。また研究院という新しい組織を作ると会議が増えるのではないか

というご指摘もありますので、できるだけ効率化を図って役割分担できるよう

に検討中でございます。 
 
（宮野理事兼副学長） 
項目５、６についてご説明いたします。まず４ページ目の項目５、都市科学

等の重点研究についてですが、本学の重点研究でございます人工光合成、健康

科学、都市防災、こういった研究プロジェクトの企画推進体制、学内において

の評価がどうなっているかというご質問です。資料の右側に回答がありますが、

人工光合成研究、健康科学研究についてはそれぞれ人工光合成研究センター、

健康科学イノベーションセンターというセンターを設けまして、それぞれにセ

ンター長をおきまして、センター長のリーダーシップのもとで運営しています。

この両者については規程に基づき、人工光合成研究については人工光合成研究

センター運営委員会、健康科学研究については健康科学研究イノベーションセ

ンター運営会議というものを設けまして、人工光合成研究センター運営委員会

の委員長が学長、研究担当の私が副委員長を担当しております。健康科学イノ

ベーションセンター運営会議の議長が学長、副議長が私ということで運営体制

を整えています。また都市防災研究ですが、東日本大震災が発生した直後から

全学的な組織とし研究プロジェクトチームを立ち上げまして３年半研究を継続

しています。これにつきましては、防災研究に関わる教員によってプロジェク

トチームを構成し、プロジェクトのリーダーが主導して運営しています。都市

防災研究については、今後センターとして運営主体を整備していこうと検討中
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でございます。 
学内における評価についてですが、それぞれ三つの研究プロジェクトにつき

ましては、本学の戦略的研究の重点研究Ａに採択されています。平成24年度に
ついては人工光合成研究、健康疲労科学、都市防災研究が採択され、25年度に
は人工光合成研究、健康科学研究が重点Ａ、都市防災が重点Ｂに採択され研究

費が配分されています。重点研究については、年度ごとに学長に対する終了報

告のプレゼンテーションを行うことが義務づけられていまして、重点研究Ａに

ついては複数の外部委員の評価を受け、その結果をホームページに公表すると

いう形をとっています。それぞれの評価については次年度以降の研究計画に活

かされる形でＰＤＣＡを回す仕組みを作っています。また、戦略的研究はさら

に外部資金を獲得してもらうための呼び水的な研究資金として位置付けられて

います。したがって外部資金を獲得した段階で、申請段階での計画に対する評

価とか、中間・終了段階での評価は当然外部評価として受けていますので、そ

ういった形で外部からの評価を受けることになっております。 
項目６の戦略的研究経費についてです。お尋ねは戦略的研究経費、戦略的教

育経費、学長裁量経費、戦略的経営推進経費の内訳と使途別配分実績について

また評価についてどうおこなっているかということですが、まず戦略的研究経

費は、平成25年度は総額１億円の規模で配分しており、中身は重点研究Ａ、重
点研究Ｂ、萌芽研究、若手研究という４分類になっています。それぞれについ

て各教員から応募してもらうのですが、応募された結果については研究担当副

学長の私と、産官学関連の副学長、文系および理系の研究科長からなる戦略的

研究選考委員会を設けまして、その選考に基づいて文系理系の申請件数を考慮

し、偏りがないように工夫した選考を行い、配分しております。配分において

は最終的に学長が採択と配分金額を決めるというシステムになっております。

各年度の終了案件については報告書の提出を受けて、特に重点研究Ａは外部の

複数の有識者の評価を受けて、ホームページに研究概要と評価の結果の公開を

行っています。また年度ごとに審査をして、継続案件については年度ごとの審

査の結果を反映する形にしていますが、研究成果とか将来の展望、すなわち外

部資金の獲得の状況が勘案されるわけですが、それについて不十分と認められ

たものについては継続が認められないということになります。配分実績につい

ては 別紙資料２に一覧表としてリストアップしていますのでご覧ください。 
次に戦略的教育経費ですが、これについては総額が3,000万円ですが、まず教

育推進本部長が必要と認めた事業として600万円、具体的にはグローバルコミュ
ニケーションコース事業関係経費ですが、これにあてまして、残りの2,400万に
ついてはそれぞれの部局から希望を出してもらい、それについての審査をして

配分を決定するという形になっています。それぞれの事業の実績については実
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績報告書を提出させまして、結果を教育推進本部に報告し、次年度の配分の参

考にするということを行っています。また事業についての内容を全学で共有す

る目的で、ＦＤ活動の一環としてＦＤ報告会での報告を義務付けています。別

紙３に戦略的研究経費の事業の一覧がございますので、ご覧ください。 
学長裁量経費については全学的な視点から、特に大学の特色となる教育研究

の充実に対しまして、当初予算化されていないもので、特に重要かつ緊急性の

高い事案に対して学長の判断、裁量によって、戦略的、重点的に予算配分する

ことになっており、配分を決定する時点において学長により一定の事業評価が

なされております。終了した後の事業効果については、その内容を各申請者か

ら事業実績報告書として学長に報告させ、速やかに事業の効果を検証するとい

う形をとっています。具体的な配分実績については、資料の６ページにありま

す。グローバルＣＯＥ事業にかかる経費、これは本学として継続を求められて

いるものでして、そういった継続事業の研究関係の予算配分、また教育関係、

地域貢献関係、特に高校化学グランドコンテスト、これは昨年10回目を迎えま
したが、地域に対して貢献度の高いものに対する支援を行っています。また広

報関係、施設整備関係が具体的な配分実績として挙げられております。最期に

戦略的経営推進経費ですが、これは大学としての標準装備事業として求められ

ています耐震改修、空調設備等、人事給与システムの更新など、また学長発議

による教員採用、あるいは大学改革を推進するために大学改革室を設置に必要

な経費がここで求められています。効果については提出させる事業実績報告書

の中の事業実績、事業効果により評価をしてきています。 
以上で説明を終わらせていただきます。 

 
（楠本委員長） 
ありがとうございました。たくさんの項目がありましたが、詳しくご説明い

ただきました。委員からご意見等ございませんか。 
 
（堀委員） 
ＧＰＡ制度ですが、各学部に導入するのが目標で、活用はそれぞれの学部に

ゆだねるというご説明でしたが、具体的にはどういうことでしょうか。 
 
（桐山理事兼副学長） 
ＧＰＡ自体は、すべての学部で学生の成績表に記載される仕組みになってお

ります。 
 
（堀委員） 
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その内容を留学に使うかどうかなどは各学部に任せるということですか。 
 
 
（桐山理事兼副学長） 
はい。すでに具体的に卒業要件にしている学部もあります。 

 
（堀委員） 
従来型の成績表記とともにしておられるということですね。 

 
（種田委員） 
私は、学生サポートセンターのことを質問したのですが、ＧＰＡの制度につ

いて追加でお聞きします。もう活用していますということでしたが、ＧＰＡは

使いにくい、従来のものとはギャップがあって、ある学部はなかなか使わなか

ったですよね。今でも理系などでは単純には導入しにくいということがあるの

でしょうか。 
   
（桐山理事兼副学長） 
例えば医学部のカリキュラムですと、ＧＰＡはあまりなじまない仕組みです。

また理学部系だと数学など、世界的に活躍する学生は一つものが突出していれ

ば、あとは卒業に足る程度でいいのではないかということもあります。ＧＰＡ

はどうしても平均すると下がってしまう制度なので、果たしてそれでいいのか

という議論もあり、ＧＰＡと従来型のものと併用する形で活用しています。 
 
（種田委員） 
それは他の大学でもそうなのでしょうか。 

 
（桐山理事兼副学長） 
私が聞いているところではそういうものだと思います。例えば、関西の大手

私学は留学の時にＧＰＡを使っておられますが、Ａ学部の学生はＧＰＡがすご

く高いのですが、Ｂ学部はＧＰＡがものすごく低い。そこで全学で一律にする

とＧＰＡが高い学部の学生が支援を得ることができるというようなことがあり

ます。 
 
（種田委員） 
ありがとうございました。学生サポートセンターについてですが、今回はせ

っかく大学に来るので関係者にお聞きしたいなと思っていました。センターに
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ついて、学生のアンケートから声をきいているけれど、運営には学生を入れな

いのですかということを質問で書かせていただいたのですが、私が大学に在籍

していたころは、大学のカウンターやいろいろな業務で学生がアルバイトで入

っていました。証明書の発行などをする学生の職員みたいな人がいましたし、

それとは別に、会計の専門学校でも運営委員に全部学生が入っていて、身近に

なんでも聞けるという感じだったのです。また今、在籍していた大学からいろ

いろな情報が来る、学生に対してウィークリーで、こういうところに行けばこ

ういうことができるというような、私たちの時にはなかったようなカラフルな

週報が出ていて、学校が学生に対してサポートしているというようなことが書

かれています。今の流れなのか、就職に有利なのか分かりませんが、学生が自

分たちの学校をよくしようとボランティア組織を作っていて、昔でいう生徒会、

常に交渉したりするようなものではなく、そういうボランティア組織と大学が

いろいろ接点を持っています。一つの考え方としてはアルバイトのような形も

ありますが、そういうボランティアのように自主的にやっている人たちが、大

学の中にいるのではないかと思うのです。アンケートではなく直接学生の声を

くみあげるような組織、実際すでにやっているクラブがあるのではないかと思

うのですが、そういうところで声を聞かれたら、学校に相談しにくい、大人に

は言いにくいという人たちの声が聞くことができるのではないかと思うのです。

私自身も職員の方に声がかけにくくて足が遠のいていたのですが、相談する人

にはいろいろな状況の人がいると思いますし、年代の近い人の方が相談しやす

いとか、気軽にしゃべれる場のほうがいろんな意見が出てくると思うので、学

生ボランティアをうまく活用されて意見を聞かれたらと思い、今どういう風に

サポートセンターが取り組まれているのかをお聞きしたかったのです。 
 
（楠本委員長） 
市立大学ではそんなことをしておられるのかというご質問と、されてはどう

かというご提案ですか。 
 
（今村学務企画課長） 
イベントなど単発のものについては、市大の学生にアルバイトで来ていただ

いたりしているのですが、常日ごろのセンター業務については成績等個人情報

などを扱いますので学生アルバイトは入っておりません。学生センターに学生

ボランティアセンターがあり、ボランティアサークルがいくつか独自で活動し

ているようなところもありますので、委員ご指摘のようにそこに話を聞くとか、

各学部から推薦された学生と話合いの場を持つとか、何か今年度取り組んでい

きたいと思います。 



18 
 

（種田委員） 
昔と違って今の学生は自分から絶対行かないので、私学がやっているという

こともありますし、大学生としてどうかという意見もあるかと思いますが、そ

れぐらいいろいろと提供しないと向こうから交渉や要望などは言ってこないと

思いますので、ぜひ手を差し伸べて声を聞いてあげてほしいと思います。 
 
（楠本委員長） 
他にご意見ございますか。 

 
（喜多委員） 
戦略的研究経費についてですが、継続案件について年度ごとに審査されて研

究の成果、将来の展望が認められないものについては継続不可というのは当た

り前ですが、簡単に見極めることができるものでしょうか。 
 
（宮野理事兼副学長） 
非常に難しいことですが、重点研究Ａ、Ｂ、萌芽研究は２年間の事業として

採択しています。ただし１年ごとに申請をし直してもらいます。学長の意向も

ありなるべく簡便化しているのですが、１年が終わった段階で申請書を出して

もらうのですが、その中に１年間で外部資金として採択されたもの、応募した

ものを書く欄がありまして、そこは活動実績としてかなり重視しています。 
 
（喜多委員） 
２年間の間に外部資金の申請か獲得がなかったら残らない、残る可能性がな

いということですか。重点研究ＡやＢはかなりレベルが高い研究だと思うので

すが、かなり困難度の高い研究をそんな簡単に見極めることができるのかとい

う疑問がありまして、確かに外部資金の申請はできると思いますが、外部資金

は簡単にはとれませんので、もう少しゆるめて期間を延ばしてもいいのではな

いかと思ったのですが。 
 
（西澤理事長兼学長） 
金額そのものが有限のものであり、新たに手をあげて新たなシーズを提供さ

れる方もいて、それとの釣り合い上そうせざるを得ないのですが、要するにチ

ャンスを与えて反応がないようであれば次の人に渡す。２年でも研究は完成し

ないと思いますが、特に若手研究などにはチャンスを与えるということをした

いというのが目的で、これで研究を完成させようとは思っておりません。ただ

重点研究Ａに関してはかなりまとまった研究内容の範囲内でしてほしいと思っ
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ています。 
 
（楠本委員長） 
外部資金を獲得すれば、大学から出している分は終わりにして、そちらに移

行するということもやっておられるのですか。 
 
（西澤理事長兼学長） 
１年単位なので、それで手を挙げてこなければ、そちらはそちらでやっても

らえばいい、起動させるために大学は提供するということです。以前は重点研

究ＡとかＢは５年継続していたのですが、現在は最長２年にしました。そのか

わり３年目に新たに申請をしなおして発展させてれば継続することはできます。 
 
（宮本委員） 
私は２ページの達成水準の設定についてお聞きしたのですが、達成水準が形

式的になっているのではないか、これはスポーツで例えて言うと、何時間練習

したとかというレベルの評価基準になっているのではないかと思いました。な

かなか難しいというのはよく分かるのですが、今後はもう少し実質的な評価基

準を設定されてはと思いました。 
またいろいろな側面で学長のリーダーシップを発揮できるようにしていると

いうことでおおむね結構なことだと思います。私の経験でも、昔は大学は学部

主体であって学長の仕事は入学式と卒業式の挨拶だけという人もいたくらいで

すが、機動的に運営するためには学長のリーダーシップが強くなるのはいいこ

とだと思います。ただ心配もあるわけで、立派な学長の時は大丈夫だと思うの

ですが、お金の配分権も強く、人事権もあるとなると、変な学長が出たときの

リスクを回避するような手段はあるのか、あるいはそれはもっぱら学長の人格

に依存することになるのか、お聞きしにくいところではあるのですが、どうい

う風に配慮されているかお聞きしたいのですが。 
 
（西澤理事長兼学長） 
今は学長のリーダーシップが流行りなのであまり抵抗はないのですが、以前

はかなり抵抗のあった話で、非常に危険性をはらんだシステムになる可能性は

あります。例えば、学長裁量経費については、学長が決めるとなっていますが、

副学長が入ってディスカッションして決めますので、学長一人で決めている訳

ではありません。重点研究のどれにお金を付けるかということも、研究科長が

入った評価委員会、選考委員会で点数を付けて、特に重点研究Ｂについてはそ

こで順位を全部決めます。文系のパーセントと理系のパーセントを出して順位
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を並べてもらいます。そこから先は副学長も入るのですが、金額を決める段階

だけ、私がします。例えば８件選ぶ予定になっていますが、もう少し、次のも

あまり差がないとなった場合、ちょっと全体にお金を削ってでも９件目をいれ

るとか、そういう裁量はあります。勝手に一番下のものにお金をつけるという

ことはせず、できるだけ選考委員会の順位を狂わせないで、かつ必要なものに

する。ただ以前から何回も出ていてこれはちょっと違うと分かるのもあります

ので、それには遠慮してもらうというのは私の範囲でさせてもらいます。これ

は選考委員会ではなかなかできないことですので。人事につきましては、個人

でするのではなく、全学の人事委員会がまずあり、そこで選考委員会を設けて、

一定の手順を踏んできて、最終的にこれでいいかということで、今までだった

ら決まりのこととしてハンコを押していたのですが、そこでディスカッション

して、この選考これでいいのかという差し戻しもありだというのが今の人事委

員会になっております。なかなかひっくり返すのは簡単ではないと思っており

ます。 
 
（宮本委員） 
研究科長は複数の候補者を各研究科が選ばれて、その中から学長が選ばれる

ということになっていますね。とすると、研究科長会議は学長を中心とするキ

ャビネットという感じがします。とすると学長の交代によってころっとキャビ

ネットが変わる可能性がありますが、連続性の担保はどうされているのでしょ

うか。 
 
（西澤理事長兼学長） 
候補者はこちらから一方的に指名するのではなく、学部内での意向をお聞き

するということで出していただいております。一応複数名となっていますが、

学部によっては単数で出てくることもあり得ます。違反ですが、そこはディス

カッションの範囲になるのかと。複数名出して検討させていただくという形を

とっていますので、一方的に指名していくわけではありません。 
 
（楠本委員長） 
いかがでしょうか。だいぶ時間が過ぎてまいりましたが、業務実績に対する

質疑はここで終わりにしまして、委員のからたくさん質問のありました大学改

革プランに関する事項について、法人からご説明をお願いします。 
 

（西澤理事長兼学長） 
改革プランについてご説明を申し上げたいと思います。本学はこれまでに重
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点三戦略を推進、それを支えるための経営改革に取り組んでまいりましたが、

大学間競争が激化する中で一層の戦略的な取組が必要になってくると考えてい

ます。昨年10月に市長から本学に対して、新大学構想会議から出された新大学
での改革の内容を本学で先取りしてほしいという要請がございました。また国

におきましても、中教審から大学が社会情勢に迅速に対応できていない、対応

可能な体制にすべきではないかといった提言がなされております。こういった

ことも踏まえ、昨年４月に大学改革室と言うものを設置しまして、学長の直属

として設置するなど、これまでの取組、それを効果的に展開させるという新た

な大学像の実現をめざすために、社会に対して一体的に対応できる仕組み作り、

運営組織の再構築を考えてきております。市立大学改革プランを作成しまして、

現在実現に向けて進めているところです。 
それでは大学改革室の担当副学長の大嶋から説明いたします。 

 
（大嶋副学長） 
１番目の高度専門人材の育成については、かなり教育に主体をおいた内容に

なっておりますので、桐山副学長からご説明いたします。 
 
（桐山理事兼副学長） 
ご質問のポイントは市大が人材育成に取組むにあたり、人材に関する社会的

ニーズをどのように把握し、どのように反映しているかということだと思いま

すが、これにつきましては資料の回答の４行目のところありますように「大阪

市立大学の学生に求める資質に関する調査」として2010年度に本学のＯＢを対
象にアンケートを行いました。ここで顕著になりましたことは、社会人基礎力

の中でも、市大の学生は主体性と発信力が劣っているのではないかというアン

ケート結果がでておりまして、そこに注力するために、本学は少人数教育を特

徴にしておりますので、主体性と発信力の向上を図るため、就職支援でのプレ

ゼンテーションの実施、初年次セミナーでの発表などを検討しています。さら

に最近では、先程学長からもありましたが、グローバルコミュニケーションコ

ースなどでは発信力を付ける、日本についての事項についてプレゼンをすると

いうような授業、ＣＯＣ、地域の地の拠点事業でも地域実践演習という形で、

街に出ていきコミュニティで議論を進めていくという取組を行っております。 
 
（大嶋副学長） 
２番の人事給与制度についてご説明いたします。ご質問のメインは年俸制の

導入についてですが、有期雇用の教員について、例えば外国の教員を採用する

場合、日本の制度では難しいので年俸制でしてはどうかなど取組やすいところ
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から検討することになっています。教員の教育評価、研究評価を年俸に反映さ

せるのかどうかということですが、平成25年度末に教員の評価を３年間かけて
行い、最終評価を３年目に実施するということを行いました。全学共通の評価

項目と各部局単独の評価項目を設定しまして、教員の自己申告で１年目に目標

を立ててもらい達成度を自己評価する。また２年目に新しく目標を書きなおし、

どうするかということを３年間続けて自己評価します。それを部局長が評価す

るのですが、実際に行いましたが、部局によりちょっとニュアンスの違う評価

があるなど、理系文系の違いもあるかと思いますが、評価を実際に活用するの

は難しいというのを実感したところです。また外部評価委員の方にこの評価に

ついての評価をいただいております。そこでは委員ご指摘のこの評価を大学と

してどのように使うかという視点が少し弱いということになっております。大

学としては給与にまで反映させる、減俸の方向ではなく、できればこれだけが

んばったのだからオンしましょうという方向になるかと思いますが、そういう

ことを議論しているところです。前回行いました評価については、部局の使い

方は、まず部局にまかせることになっておりまして、今後大学としてどう使う

かということを議論しているところです。 
３番目、大学改革プランの教職員の声ですが、事務的雑務に追われて教育研

究に充分に専念できない、業務負担が40歳代に偏っている、採用凍結による教
員不足、若手教員のポスト不足などが書かれておりますが、これらは誰しもが

いくらかは感じていることだとは思います。人員削減がこの何年間か続いてき

ましたので、教員も職員もかなり減っております。その中でいろいろ感じるこ

とはあるのだろうと思いますが、だからといってできませんと言うのではなく、

人材の効率的な活用に考え方を絞る必要があると考えており、人員を効率的、

機能的に動いてもらうための制度を考えています。例えばＵＲＡ制度の導入な

ど、外部資金の獲得を教員に任せるのではなく応援する部隊を作るなど、教職

共同ということで、今は教員と職員が共同して一つのことにあたろうとしてい

ます。職員の人が動きやすくなるように、職員力の強化のための研修などもや

っていこうということで、人材の効率的な活用という観点で強化していきたい

ということです。先程学長のガバナンスのお話がありましたが、学部は学部で

いろいろな問題があり、研究科長は大学の運営にも学部の運営にもかかわりま

すので、中間的なところにいるわけですが、学部で何か問題あった時はすぐに

学長まで話が行くように、学長と研究科長がヒアリングが行えるという制度を

設けようとしています。そういうところで、個人としての教員とか職員に仕事

を任せきりにするのではなく、それをうまく動かせるような組織作りをしてい

きたいと考えています。 
次の研究資金、競争的資金ですが、研究資金獲得にかかるマイナス面につい
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てですが、これはおっしゃる通りだと思います。あまりお金を取りに行くこと

ばかりになるとマイナス面もあるだろうと思いますが、ではほっておくのかと

いうわけにはいきませんので、基礎的な研究を続けられる基本的な研究費は各

研究者に配分できるように考える一方で、外部資金の獲得ということにも一生

懸命にならざるを得ないと思います。また産業界との共同研究費などいろいろ

導入しているものがありますが、こういったものを効率的にとっていきたい。

それを取るにあたっては、今でしたら研究支援課がサポートしながら、教員の

負担が少なくなるように努力してやっていこうというところです。今はプロジ

ェクトといいますと、部局横断型のプロジェクトが増えていまして、この人だ

けでできるというものではなく関係者が部局に横断しているような場合があり

ます。そうすると今の組織では処理するのが難しいのですが、現在はそういう

プロジェクトに対応する職員のグループをつくりそこで対応するようなことを

しながら、外部資金を取った時の負担を軽減しながらうまく進めていこうとし

ています。 
 
（西澤理事長兼学長） 
以上でございます。より効果的な大学運営をするためにも法人としまして、

今後も改善改革を進めていかないとならないと考えております。本日のご指摘

を踏まえまして、またさらに改善に取り組んでいきたいと思っております。 
 
（楠本委員長） 
 今の大学改革につきまして、委員からご質問ありますか。 
 
（喜多委員） 
高度専門人材の育成についてですが、私は企業に長年おりまして、長い間採

用面接に携わり最終面接、技術面接もしましたが、常にミスマッチを感じてお

りましたので、こういう質問をさせていただきました。高度人材専門育成はど

この大学も標榜されて、努力されているのですが、人間の幅の広さ、人格の形

成という点が抜けている気がしております。バチェラー、マスター、ドクター

おのおのに求められる資質、幅の広さがあり、企業のニーズはさまざまありま

すので、それをぜひ直視していただきたいと思っております。 
 
（宮本委員） 
今回、業務実績報告書を読ませていただきまして、大阪市立大学が非常にい

ろいろな取組をされていると感じ、敬意を表したいと思いますが、そう言いな

がら冷や水を浴びせるような質問をいたします。 
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大学改革というのは多くの大学で始められてから約20年は経過していると思
います。私が阪大におりました最後の10年ぐらいはこういうことばかりしてい
ました。この20年間を見ていますと、日本の大学の世界的な地位が低下してい
る。大学の改革と大学の質の低下が並行している。これをどう考えるか。一つ

の答えとしては、まだ改革の成果は出ていないが、質の低下があるから改革を

しているということです。しかし逆の仮説もありまして、改革が質の低下をも

たらしている可能性があるのではないかという説です。これは文科省や大阪市

に申し上げたいことですが、そこのところに何か問題があるのかもしれない。

囚人のジレンマ原理というのがありますが、お互いにゲームに参加しているも

のがおかしいと思っていても、自分だけ抜けると損をする、競争に巻き込まれ

る、みんなが悪くなっていく、こういう状況があるのではないかと思うのです。

最後の質問で教職員の声について質問しましたが、大学改革関係の仕事のため

に時間が相当取られているのではないかと思います。改革は悪いことではなく、

いいこともたくさんありますが、効率的にしないといけないと思います。大阪

市や文科省からはいろいろ注文があるでしょうが、効率的に改革をしないとか

えって大学の質が悪くなるのではないか、少し挑発的な質問で恐縮ですが、い

かがでしょうか。  
 
（西澤理事長兼学長） 
大学人にはよくわかる話です。ただこの10年ですが、私共の大学では人材そ

のものがすごく削られています。これは国立大学も同じだと思いますが、その

程度が本学ではかなり過大で、予算にしても縮小傾向が全体にあり、そういう

ベースがあってより改革が求められているということもあるのかと思います。

委員がおっしゃいましたように、改革をして何を求めるのかを明確にしないと、

改革のための改革では全く意味がないと思いますし、効率的な運営というのが

最終的にあり、大学が求めているものが求められるようにならなければならな

い、それが最終的な目標として明確にする必要があると思っております。 
 
（楠本委員長） 
難しいご意見がでましたが、みんな懸念しているところがあるかと思います。 

業務実績報告書、大学改革プランについては、追加のご意見がなければ、これ

で終わりにしたいと思います。 
次は大項目評価についての検討について移りたいと思います。前回の評価委

員会で、小項目についての法人の自己評価の妥当性について検討した内容を事

務局より説明いただきます。 
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（岩谷大学支援担当課長） 
資料１－２「平成25年度業務実績報告書に関する法人の自己評価の妥当性確

認一覧表」をご覧ください。前回の評価委員会で、小項目の法人の自己評価に

ついて、法人からの説明を踏まえご議論いただきましたが、資料１－２はその

内容をまとめたものです。 

 全部で18項目ありますが、表の一番右端に第１回評価委員会での主な意見を

記載しており、法人が自己評価したものから評価を変更しなかった項目につい

ては、意見の下に【法人自己評価で妥当】と記載しております。18項目のうち、

法人の自己評価を変更したものが 1項目だけございます。資料１ページ目、項

目７番については、「博士課程教育リーディングプログラム」に大阪府立大学と

共同申請して採択されたものですが、難しいプログラムを採択されたことを評

価し、法人の自己評価を評価委員会でⅢ評価からⅣ評価に変更したものです。 

小項目評価につきましては、この１項目以外はすべて「法人の自己評価で妥当」

と判断いただいたものと考えております。説明は以上です。 

 
（楠本委員長） 
事務局から説明いただきましたように、小項目評価につきましては、これで

確定といたしまして、次に大項目評価に移ります。 
大項目評価は、第二期中期目標期間よりより、段階別評価を導入することに

いたしまして、基本的には小項目評価の数を元に評価を行います。それでは、

大項目評価につきまして、事務局より説明いただきます。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 
資料１－３「平成 25年度公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価

結果（原案）」と参考資料１－１「第二期中期目標期間における各年度終了時の

評価について」をご覧ください。 
大項目評価については、第二期中期目標期間より段階別評価を導入すること

になりました。参考資料１－１「第二期中期目標期間における各年度終了時の

評価について」の２ページに大項目評価の基準が記載されております。この評

価の基準に基づき、評価いただくのですが、資料１－３をご覧ください。こち

らは評価結果の原案でございます。１番後ろのページをご覧いただけますでし

ょうか。 
こちらは、大項目ごとに、小項目評価の集計を行ったもので、先程の基準に

そって、右端に、評価委員会での小項目評価の数を元にした、大項目別評価を

記載しております。例えば①教育研究等の質の向上を達成するための措置は小

項目が全部で 71 項目あり、Ⅳ評価及びⅢ評価が 69 項目で、9 割以上になるこ
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とから大項目評価としては「B 評価」となります。同様に大項目②から⑤まで
当てはめますと、②がＣ、③がＡ、④がＣ、⑤がＡということになります。 
なお、今の大項目評価につきましては、あくまで小項目評価の数を基準にし

たものであり、参考資料１－１「第二期中期目標期間における各年度終了時の

評価について」２ページの基準には、数を目安として、諸事情等により総合的

に判断するとなっております。 
委員のみなさまには、小項目の数による大項目評価をそのままでいくのかど

うかをご検討いただき、評価を変更する方がいいのか、ご審議いただきたいと

考えております。例えば、B評価は、５段階のうち、真ん中の評価で、「中期目
標の達成に向けておおむね順調に進捗している」という評価ですが、C 評価に
なりますと、「やや遅れている」という評価になります。 
委員のみなさまには、小項目の数による大項目評価をそのままでいくのかど

うか、評価を変更する方がいいのか、ご審議いただきたいと考えております。 
 

（楠本委員長） 
大項目を評価してから、25年度業務実績の全体としての評価を行いますので、

大項目評価が大きな目安のようなものになりますが、小項目の件数の割合に応

じて評価すると、資料１－３の最後のページのように上からＢＣＡＣＡという

評価になります。それについてこれでよいかどうかということを、内容を踏ま

えてご判断いただくことになります。大項目評価については、小項目の数は目

安として、総合的に判断することができます。 
まず②業務運営の改善及び効率化に関する措置ですが、全部で 15 項目あり、

そのうち二つがⅡ評価です。Ⅳ評価とⅢ評価が９割に満たないために C 評価に
なっています。Ⅱ評価になっている項目は、業務実績報告書の 63番、教員組織
と教育組織の分離についての項目ですが、分離ができなかったということでⅡ

評価、もうひとつが業務実績報告書の 66番教員の給与制度については、見直し
をされたのですが、新しい制度を作るには至らなかったということでⅡ評価に

なりました。２つがⅡ評価なのでＣ評価になっているのですが、①教育研究等

の質の向上を達成するための措置は、小項目が 71項目あったのに比べ、②業務
運営の改善及び効率化に関する措置は 15項目しかなく、Ⅱ評価が２つあるとＣ
評価になってしまいます。すごく取組が進んでいる項目もありますので、この

ままＣ評価でいいのかをご議論いただきたいと思いますがいかがでしょうか。

学長のガバナンス、リーダーシップを発揮しやすくしたことや、病院運営の効

率化が進むなどうまくいっていることもあり、それに対して先程の２点がⅡ評

価になっていたということですが、全体として②業務運営の改善及び効率化に

関する措置がどうであったかをご議論いただきたいと思います。 
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（喜多委員） 
①教育研究等の質の向上を達成するための措置についてですが、重点三戦略

が全部これに入っています。Ⅱ評価がついているのが、学生への経済的援助と

特許件数ですが、ウェイトとしては大きくないということを考えると、非常に

頑張っておられて重点三戦略の項目がⅣ評価になっているところをみますと、

これはＢ評価ではなくむしろＡ評価ではないかという印象を持ったのですが。 
 

（楠本委員長） 
①教育研究等の質の向上を達成するための措置はＢ評価ですが、Ａ評価にし

てもいいのではないかというご意見でした。Ⅱ評価になっているところは、確

かに前回の委員会で議論になりましたね。全体としてはＡ評価でいいのではな

いかというご意見です。 
 

（堀委員） 
評価の基準として設定した 90％をどこまで重視するかということになるかと

思いますが、この評価を一般の市民の方が見る時には、内容についてみられる

よりもＢ評価、Ｃ評価、Ａ評価というのを見るのではないでしょうか。 
そうしますと、この評価の目的は一般の市民の方にも、公平に理解できると

いうことが大事だと思いますので、数値のところをあまり重視する必要はない

のでなないかと思います。そういう意味では、今の大項目①のところもＡ評価

というご意見もあるかと思います。大項目②のところはⅡ評価が二つですが、

Ｂという評価にもなりますし、大項目④についても、項目数が少ないので印象

としてはＢ評価にしてもいいのではないかと思います。いい表現ではないかも

しれませんが、その方がむしろ評価としては妥当だと思いますので、あまりこ

の割合を重視しないで、全体の印象を各委員が重視された方がいいのではない

かと思います。 
 

（楠本委員長） 
それぞれご意見をいただきました。大項目①の方は、重点三戦略の項目に  

Ⅳ評価が多いということを考えると、Ｂ評価だと実質を反映していないという

のも理解できるご意見です。全てを上げればよいというものではないので、き

ちんとした評価をしないといけないのですが、いかがでしょうか。 
 
（種田委員） 
異論はありません。項目数が少ないと一つがⅡ評価になるとＣ評価になって

しまいますが、大項目②と④はＢ評価とすることに不足はないと思います。 
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（喜多委員） 
大項目②と④はＢ評価でいいと思います。特に大項目②については経営改革

として大学改革案を提示されていることも考慮できますし、Ｂ評価でいいと思

います。 
 
（楠本委員長） 
では大項目②については、大学運営の効率化が改善されておりますので、Ｂ

評価でよろしいでしょうか。 
では大項目②はＢ評価という結論にしたいと思います。 
それから大項目④自己点検及び評価並びに情報公開等についてですが、これ

は項目が７項目しかなく、ひとつがⅡ評価で大項目としてはＣ評価になってい

ます。Ⅱ評価になっているのは大阪府立大学との情報システムの統合に関する

項目で、府立大学と統合するということで、共同コンサルタント契約を予定し

ていたができなかった。これは大学統合の計画が遅れたこともあり、コンサル

タント契約を共同ですることができなかったということですが、大項目全体を

見たところでは、Ｃ評価は厳しすぎるかなと思います。喜多委員はＢ評価でい

いのではということでしたが、よろしいでしょうか。 
では大項目④もＢ評価ということにいたしましょう。 
それでは、大項目①についてはいかがでしょうか。Ａ評価にしてはというご

意見がありますが。大項目①のⅡ評価の項目は 24番と 48番でしたね。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 
お手元の資料１－２の１ページ目の一番下に項目 24 が、４ページに項目 48

がございますのでご覧ください。 
 
（楠本委員長） 
項目 24は、学生に対する経済的支援が当初予定していたものが、原資確保で

きなかったというもので、項目 48は国内特許の水準が予定通りにならなかった
のでⅡ評価になっています。これらは大学全体の教育研究の質の向上をめざさ

れた活動の中ではウェイトが低いのではないかというご意見でしたが、他の方

はいかがでしょうか。 
 
（堀委員） 
私はＢ評価でいいのではないかと思います。先程のＣ評価は「やや遅れてい

る」いうネガティブな印象を与えますので、内容的に問題となるものがないと

Ｃ評価にしたくないというのがありました。Ｂ評価は「おおむね順調に進捗し
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ている」ということですので、このニュアンスが的確に伝わるのであれば、Ｂ

評価でいいのではないか、要するに二つの項目が少し躓いているということを

考えるとＢ評価でいいのではないかと思います。 
 
（楠本委員長） 
堀委員が言われたようにＢ評価でも決して悪いわけではないので、Ｂ評価で

もいいのではないかと思いますが。Ｃ評価というのは遅れているという印象を

与えますので、私たちとしても、法人が努力されているところがたくさんある

ので、Ｃ評価は避けた方がいい、全体を見て、大項目②と④はＢ評価で妥当と

判断しました。大項目①はもう一息というところですが、残念ですがＡ評価に

は少し届かないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 
 
（喜多委員） 
資料１－３の評価結果のたたき台３ページに重点三戦略のことが特筆されて

いるのに、Ｂ評価だと矛盾しないかなと思います。ただＢ評価も悪いわけでは

ないので、全体のバランスから考えると微妙なのかなと思います。 
 
（楠本委員長） 
小項目の９割という基準には重点三戦略の項目をどうするかは入っていない

ので、別で議論することになりますね。重点三戦略の項目が非常にうまくいっ

ていると書いているのに、Ｂ評価だと矛盾するのではないかというご意見です

が、難しいところですね。 
 重点三戦略の特筆部分については、資料１－３の評価結果のたたき台に記載

されていますので、大項目①については後にしまして、先に評価結果のたたき

台について、事務局より説明していただきましょう。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 
それでは大項目評価については保留いただきまして、資料１－３「平成 24年

度公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価結果」（原案）をご覧くだ

さい。 
こちらの評価結果につきましては、本日の会議でのご意見等も踏まえまとめ

ますが、本日はたたき台として、イメージをお示しさせていただきます。 
１ページ目は「評価にあたって」と、委員の皆様の名簿を記載しております。 
また２ページ目には、大項目別評価と小項目評価の評価基準を記載しており

ます。 
３ページからは全体的評価になります。はじめに、大項目評価の内訳を示し、
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それによって全体的評価を定める構成にしていますが、ここに記載している大

項目評価は、小項目評価の数であてはめたものを記載しており、全体的評価は

空欄にしています。一部保留になっていますが、ご議論いただいている大項目

評価は、A評価が２項目、B評価が３項目、C評価が０項目ですので、全体とし
て、おおむね順調に進捗している、となるのではないかと考えています。 
次に、重点三戦略の取組について、特筆させていただいております。重点三

戦略のうち、①都市大阪のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究・社会

貢献については、COIトライアルに採択されたこと、大学 COCに大阪府立大学
と共同申請での採択、PMOの設置、区役所との連携協定について記載しており
ます。また②専門性の高い社会人教育の育成については、博士課程教育リーデ

ィングプログラムに大阪府立大学と共同で採択されたことについて記載してお

ります。③として国際力の強化については、学生のボランティア組織である

OCUグローバルメンバーズについて記載していますが、本日いろいろご議論い
ただきましたのでまた追加していきたいと考えております。重点三戦略以外で

は、学生サポートセンターの充実、防災訓練について記載しております。 
 次に昨年度指摘事項や今年度の指摘事項などは、本日、法人から意見聴取し

た内容や意見交換をふまえ、記載していきたいと考えております。 
５ページからは、項目別評価になります。 
大項目別評価の判断基準を分かりやすく示すために、大項目の項目ごとに、

表を記載して、簡単に文章でのコメントも記載しています。またそれぞれの項

目について、主な取組事項、意見指摘事項を記載しております。 
１教育研究等の質の向上を達成するための措置のうち、教育に関する措置と

しては、主な取組事項として、大学院教育、学生サポートセンターの機能充実

を記載し、意見・指摘事項として、学生への経済的支援をあげています。研究

に関する措置としては、主な取組事項として、都市科学分野での研究、COI ト
ライアルの採択について記載し、意見・指摘事項は今のところなしです。 
 ６ページにまいりまして、社会貢献に関する措置としては主な取組事項とし

て、大学COCの採択、区役所との連携協定、都市健康・スポーツ研究センター
での取組を記載し、意見・指摘事項としてはなしです。国際化に関する措置と

しては主な取組事項として、OCUグローバルメンバーズをあげていますが、意
見・指摘事項はなしです。 
７ページ、附属病院に関する措置では、主な取組事項として、MedCity21の

開設準備等について記載し、意見・指摘事項はなしです。２業務運営の改善及

び効率化に関する措置では、主な取組事項として、理事長兼学長のガバナンス

強化のための体制について記載し、意見・指摘事項としては、人事給与制度お

よび教育研究体制について記載しています。 
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８ページ、３財務内容の改善に関する措置では、主な取組事項として、科学

研究費補助金や受託研究による外部資金獲得および寄付金活動について記載し、

意見・指摘事項はなしです。４自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する

事項では、主な取組事項は今はなしですが、意見・指摘事項として情報システ

ムの統合について記載しています。 
次の９ページ、５その他業務運営に関する重要事項では、主な取組事項とし

て、防災訓練について、および大阪府立大学と共同申請によるプログラムの採

択を記載し、意見・指摘事項としてはなしです。 
このように、本日はたたき台としてお示ししておりますが、重点三戦略の取

組については、全体評価の特筆事項として、記載させていただいております。 
 
（楠本委員長） 
全体として評価の内容があり、続いて大項目の評価ということで、各項目の

最初にＡ評価とかＢ評価などが出てきます。その大項目①についてですが、確

かに大項目①の中でⅡ評価になっているのが、全体の中でそんなに大きな比重

を占めるものではないということは確かで、それによりＢ評価になっていると

いうことです。 
 
（堀委員） 
全体評価の記述的な内容の流れとしてはこれでいいと思います。５ページの

ところで大項目①が出てくるのですが、Ⅱ評価が２つあるというのが表で出て

きます。見ておられる方はⅡ評価がないのはだいたいＡ評価で、ここにあるも

のはＢ評価になっているということは各ページで分かるようになっています。

大項目①をＡ評価にしますと、Ⅱ評価が２つあるのにＡ評価にした、重点的な

メリハリをつけたというのは分かりますが、見たときの公平感を考えるとＢ評

価でもいいのではないかと思います。記述のところに、重点的なことが書いて

あるので、全体が与える印象としては充分反映されているのではないか、Ｂ評

価だから悪いというのではなく、Ⅱ評価が２つあるからそうなっている。全体

としては重点項目をきちんと評価されていると読まれるのではないかと思いま

すので、Ｂ評価でいいのではないかと思います。 
 
（楠本委員長） 
いかがでしょうか。重点項目の評価については、前の方の文章ではっきり書

くということにし、Ｂ評価のままにしようというご意見です。私もそう思いま

すが、よろしいでしょうか。 
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（宮本委員） 
５ページの表の下の文章を変えることはできないのでしょうか。「重点項目は

順調に進捗しているが、全体としては・・・」などと書くのはどうでしょうか。 
 
（楠本委員長） 
そうですね。そこに重点項目は進んでいるということを記載し、全体で見た

らＢ評価になるということを記載するようにしましょうか。よろしいでしょう

か。 
それでは議題の大きなところが終わりました。さきほど評価の原案を説明い

ただきましたが、資料１－３の文章は、今日のご意見を参考に事務局でもう少

し手を入れていただいて、各委員のところにお示ししてまとめていき、次の委

員会で議論いたします。他にご指摘いただくことありますか。評価結果につい

ては最終的には次回の評価委員会で案をご提示いただきます。その前にご意見

を委員にお伺いすることになりますので、ご協力をお願いいたします。 
それでは、議題１は終わりまして、議題２「平成 25年度財務諸表について」

にはいります。財務諸表及び剰余金の繰越につきましては、市長が承認するに

あたり、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が、本日は、

事務局から簡潔に説明いただき、詳細については次回の委員会において検討を

いたしたいと思います。 

 本日は財務諸表の概要について、事務局から説明をお願いします。 

 
（岩谷大学支援担当課長） 
それではご説明いたします。お手元の資料、ファイナンシャルレポートを中

心にご説明させていただきます。 
公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し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、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。この財務諸表の提出にあたって、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、財務諸表は適正に表示さ

れ、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。 
このファイナンシャルレポートですが、公立大学法人が昨年から効果的な広

報活動の一環として、委員の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様に財

務面からも大学の状況をご理解していただけるようにと作成されました。財務

諸表の概要が端的にまとめられておりますので、こちらを活用してご説明させ
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て頂きたいと思います。 
まず、７ページをご覧ください。貸借対照表の要約を中心にご説明いたしま

すが、５ページにも貸借対照表の概要をお示ししておりますので、適宜、ご覧

いただきます。 
最初に、資産の部でございますが、７ページ一番上の表をご覧ください。資

産の総額は 1,352 億円であり、24 年度 1,278 億円と比べて 74 億円の増となり
ました。主な原因は、設立団体である本市からの補助、貸付に加え、一部、公

立大学法人の目的積立金を活用することで実施しております施設整備の完成が

ございます。17 ページをご覧頂けますでしょうか。後ほどご見学頂けたらと思
いますが、理系学舎整備事業のうちの二期新棟及びけやき通りの完成、それか

ら資料に記載はございませんが、文学部棟の耐震補強を実施いたしております。

こういった施設整備の完成がございました。 
7ページにお戻りください。これらの供用開始に伴い、固定資産の建物等が前

年度比４億円の増となりました。あわせて理系学舎の工事費について、将来、

本市が財源措置を行った上で銀行に対して延払いを行うことになっております

ので、未収財源措置予定額が前年度比 24億円の増となりました。それから、も
う一つの要因としまして、工具器具備品 17億円の増がございます。具体的には、
13ページ、14ページをご覧ください。平成 25年度に開設しました人工光合成
研究センターや平成 26年度開設の先端予防医療部附属クリニックメッドシティ
21に分析機器や医療機器の整備を実施しました。 
また、20 ページをご覧ください。医療分野での取組ですが、患者数が増加し

ている心疾患への体制強化の一環として、外科的治療とカテーテル的治療が同

時に行えるハイブリッド手術室システムを導入するなど、大学病院として高度

で先進的かつ良質の医療を提供するための医療機能の充実に努めました。 
７ページに戻っていただきまして、負債の部でございますが、負債の総額は 405
億円であり 24年度 354億円に比べて 51億円の増となりました。主な増要素は、
先ほど申し上げた理系学舎整備における将来返済分等である長期未払金 27億円
の増でございます。 
純資産の部にまいりますが、一番下の表をご覧ください。総額は、947億円で

あり、24 年度 922 億円に比べて 25 億円の増となりました。主な増要素は先ほ
どご説明した施設整備によるものです。一方で、資本剰余金のうち、損益外減

価償却累計額が24年度より△22億円増加しまして△260億円にのぼっておりま
す。これは、4ページに公立大学法人の会計の特色がありますが、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、市の財政状況は

大変厳しく、理系学舎整備や耐震改修など選択と集中を図りながら計画的整備
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を進めておりますが、十分な予算措置とはなっておらず、大学運営における課

題となっているところです。 
また、利益剰余金につきましては 106 億円であり、24 年度 89 億円に比べて

17 億円の増となりました。これは 25 年度当期総利益が 26 億円生じた一方で、
前中期目標期間繰越積立金 61 億円が９億円取崩され、52 億円に減少したこと
によるものです。先ほどご覧頂きましたメッドシティ 21のほか、職員の人事給
与システムや学術情報総合センターの入退室管理システムなどは本市からの予

算措置を行わず、目的積立金事業の一環として整備致しました。 
次に、損益計算書の概要をご説明申し上げます。６ページにそってご説明いた

しますが、詳細については８ページ、９ページでお示ししておりますので、適

宜、ご覧ください。より実態を把握していただけますよう、セグメント別に表

示しております。 
６ページ一番下の吹き出しをご覧ください。大学セグメントにつきましては、

経常利益１億円であり、24 年度２億円に比べて１億円の減となりました。これ
は退職手当制度の見直しや賞与カットにより人件費の縮減に努めた一方で、水

光熱費が増加したことによるものです。経常利益１億円に目的積立金取崩４億

円を加えて当期総利益は５億円となりました。病院セグメントにつきましては、

経常利益 20億円であり、24年度 24億円に比べて４億円の減となりました。こ
れは医療機器等の減価償却費の増加や電気代の値上がりなどにより費用が増加

したことによるものです。24 年度は目的積立金を財源に手術室を増強したこと
などから入院収益を向上させ、法人化以降最高益となったものであり、減少し

たとはいえ、25 年度も組織的な収支改善の取組により、引き続き高い収益性を
確保しているとかんがえております。経常利益 20億円に目的積立金取崩１億円
を加えて当期総利益は 21億円となりました。 
以上、法人全体として経常利益は 21億、当期総利益は 26億円となりました。
続きまして、10 ページをご覧ください。法人の資金の出入りを示すキャッシュ
フロー計算書につきましては、表の下から５行目にありますように、25 年度中
の資金増減額は 14 億円であり、資金期首残高が 58 億円ですので、資金期末残
高は 72億円となります。24年度 58億円に比べまして 14億円の増となりまし
たが、これは、施設費による収入及び附属病院収入が増加したことなどにより

ます。 
次に、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

ない主要表でございまして、公立大学法人の業務運営に関し、市民の負担に帰

せられる現在及び将来のコストを表示するものでございます。法人の実質的な

業務実施コストは、一番下に記載されております通り、122 億円となります。
24年度 138億円に比べて△16億円となりますが、これは、損益計算書上の費用
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が３億円増加したものの自己収入が６億円増加したこと、また、退職手当制度

の見直しにより引当外退職給付増加見積額が 12億円減少したことなどによるも
のです。 
財務諸表の説明につきましては以上でございます。財務諸表及び剰余金の使

途承認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。よろしくお願いいたします 
 
（楠本委員長） 
財務諸表については、今日はご説明のみとなります。 
これで本日の議題は終わりですが、何か特にご発言ございませんでしょうか。

次回の委員会は９月５日、大阪市役所での開催予定となっています。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 
事務局からでございますが、評価結果につきまして、本日原案をお示しさせ

ていただきましたが、次回の評価委員会では、評価結果の案をお示しし、評価

結果を確定して頂くことになります。評価委員会でお示しする評価結果の案を

作成するにあたり、みなさまのご意見をお聞かせいただきたいので、本日の議

論をふまえた案を早急に作成しまして、メールで照会させていだきます。 

 25日（月）には、事務局から案を送付いたしますので、ご確認いただき、９

月１日（月）を目途にご意見をお返しください。お忙しいとは存じますが、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 
それではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。 


