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平成27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27年８月18日（火）午後３時～午後５時30分 

場 所：大阪市立大学 杉本キャンパス 学術情報総合センター 10階 会議室 

出席者： 

【委 員】種田委員、楠本委員、桑原委員、竹村委員、堀委員 

【大 学】西澤理事長兼学長、柏木副理事長、井上理事兼副学長、 

宮野理事兼副学長、石河理事兼病院長 ほか 

【大阪市】中村経済戦略局理事、和田交流推進担当部長、森山大学支援担当課長 

ほか 

 

○開会 

（和田交流推進担当部長） 

定刻になりましたので、ただいまから平成27年度第２回大阪市公立大学法人評価

委員会開始いたしたいと思います。 

 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。最初に簡

単ですが、ご出席の皆様のご紹介をさせていただきます。 

  

 《評価委員、法人役員、大阪市事務局の紹介》 

 

 それでは早速ですが、委員長、議事進行よろしくお願いします。 

 

（楠本委員長） 

それでは、第２回評価委員会を進めさせていただきます。今日は１年ぶりに、杉

本キャンパスにお邪魔いたしまして開催する運びとなりました。立派なお部屋に通

していただきまして、法人の皆さん、ご準備いろいろありがとうございました。お

世話になって、お礼申し上げます。 

 本日は、ご紹介がありましたように西澤理事長ほか役員の皆さんにご出席いただ

いております。また、教職員の皆さんも多数ご参加くださっています。こういう雰

囲気で忌憚のない議論が行えればと考えておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日は、議題が２つございます。１つ目が平成26年度業務実績評価について、２

つ目が平成26年度財務諸表についてですが、まず１つ目の平成26年度業務実績評価

について、始めていきたいと思います。 

 第１回の前回の評価委員会では小項目の評価が妥当であるかということの検討を

行ってまいりました。その結果、ほぼ確定はいたしましたが、本日は業務実績報告

書を拝見して、各委員がいろいろこの件について聞いてみたいというようなことを
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取り上げて、それを事務局でまとめていただいて大学のほうに照会して、そのご意

見を伺うということを、難しい言葉では意見聴取ということになっています。この

大学のご説明を伺って、委員会としての評価結果をまとめていくにあたっての参考

にさせていただきます。質問に対する大学側のご回答の説明をいただいた後で、続

いて大項目の評価の確定も行ってまいります。 

 また業務実績評価というのは、文章としての報告というもの、評価というのをま

とめるのですが、その原案を現在既に作成を始めておりまして、本日の意見交換の

結果を踏まえて、さらに追加修正を行う必要があると存じますが、これについても

今日、事務局のからお示しいたします。 

 それから２つ目の議題の平成26年度財務諸表についてですが、６月末に法人から

財務諸表を提出いただいておりますので、既に委員の皆様のお手元にはお届けして

ございます。この承認と余剰金繰り越しについては市長に対して本委員会が意見を

述べるということになっておりますので、本日はこれについても議論するわけです

が、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していただくという

ことになっています。議論等については次回の委員会で行っていただくという予定

でございます。 

 では、１つ目の議題です。平成26年度業務実績評価についてですが、平成26年度

で、平成24年度から始まった第二期中期目標期間のちょうど半分を終えたことにな

ります。つきましては、平成26年度業務実績評価に入る前に西澤理事長より第二期

中期目標期間の前半を振り返っていただいて、評価の参考にしていきたいと存じま

す。 

 西澤理事長、よろしくお願いいたします。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 本日は、本当に暑い中、またお忙しい中、この会議に来ていただきまして本当に

ありがとうございます。公立大学法人大阪市立大学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。 

 委員の皆様方におかれましては平素から大阪市立大学の運営に対しまして、何か

とご配慮いただいております。この場をおかりいたしまして、お礼申し上げます。

また、このたびは大変、ご多忙の中、当法人の業務についての細部にわたりまして

ご精査をいただきましたこと、改めてお礼申し上げたいというふうに思います。本

日のご審議におきましても委員の皆様方から、忌憚のないご意見を賜り、そして後

日ご報告いただきます評価結果を尊重いたしまして、私ども本学の改善に生かして

いきたいというふうに考えておりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。

着席させていただきます。 

 今、委員長からお話がございましたように、第二期中期目標期間のちょうど３年

過ぎた前半というこの24年から26年度の取組ということにつきまして、中期計画の

観点からご説明を申し上げたいというふうに思います。 
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 内容といたしましてはこれまでの取組や、あるいは成果を一旦振り返って、そし

て課題を整理するとともに、第三期を見据えていかなければならないという時期に

入ってきているのではないかと思いますので、少しお時間をいただければと思いま

す。第二期の前期の取組とともに今後の展開につきまして、ご説明させていただき

ます。少し資料がございますので、今、配布させていただきます。 

 また合わせまして、私も理事長に就任いたしまして５年半が経過いたしました。

これまで主に大学改革、あるいは府大との統合問題ということについて、かなり大

きな課題として取り組ませていただきましたけれども、その経過についても少しご

報告できればというふうに思っております。 

 それでは、今配布させていただきました１ページからご覧いただければと思いま

す。最初、四角括弧をくくっているところであります。第二期中期計画の要旨とい

うことを記載しております。この計画の策定に際しましては、高校あるいは学生へ

のアンケート等を実施いたしまして、本学の評価あるいは特徴を明確にして、その

特徴を生かして都市を学問創造の場として捉える、本学の以前からの考え方であり

ますが、こういった理念をどう実現していくのかという視点で検討いたしておりま

す。特に社会が求めるグローバル人材、あるいは地域で活躍する人材の育成、また

関西を視野に入れた都市の施策あるいは地域の活性化、こういったことに対しての

貢献、これを今後の使命として策定してきております。その使命を実現するために、

都市大阪のシンクタンク、あるいは都市科学分野の教育、研究、地域貢献、こうい

ったことをはじめとした重点的に取り組む三戦略を定めております。合わせまして

安定した経営基盤の構築、効果的な戦略、こういったことを進めるための学長のリ

ーダーシップによります一体的な経営改革にも精力的に取り組んできたというのが

今まででございます。 

 その四角の下に点々で囲んでおりますが、これが重点三戦略の主な取り組みとい

うことでございます。重点三戦略の取り組みとしては、次世代エネルギーの開発研

究、そして健康科学研究、そして都市防災研究の３つを重点研究というふうに位置

づけておりまして、体制の充実を図るとともに「人工光合成研究センター」などの

拠点施設を整備いたしまして、企業、あるいは地域との連携を大きく進捗させてき

ました。 

 その下の点々の括弧の下のところになりますけれども、健康科学の分野では「健

康科学イノベーションセンター」を開設し、そして産学連携事業の推進を行ってま

いりました。またさらに市民の健診拠点としてだけではなくて集積データを活用し

た先端予防医療研究を推進するためのＭｅｄＣｉｔｙ21、こういったものも開設さ

せていただきました。 

 また地域貢献と、教育の連携によります都市防災を主テーマといたしまして、文

部科学省のＣＯＣ事業に採択され、そしてＣＲテーブルによります課題解決型の教

育、あるいは地域貢献、こういったことを推進してきております。 

 また、国際力強化につきましては、国際センターを中心といたしまして、３年ご
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とのアクションプランを策定いたしております。現在は第二次のアクションプラン

の具体化に取り組んでいるところでございます。国際化につきましては、その他の

取組にもございますけれども、グローバルコミュニケーションコースの設置であり

ますとか、あるいは海外留学の支援などのグローバル人材の育成、あるいは海外の

大学との連携強化、こういったことの取り組みに力を注いできております。 

 一番下の段になりますけれども、新しい大学づくりを目指した運営改革の取組と

いたしまして、大学の改革プランを策定いたしております。人事委員会制度の発足

でありますとか、あるいは理事長、研究科長の選考方法の見直し、あるいは学長の

諮問機関となります教育研究戦略機構の設置など次のページに渡りますけれども、

学長のリーダーシップの強化の取組等を進めてまいります。 

 その他では施設の再編整備を進めたことでありますとか、あるいは大阪市立大学

の夢基金を始めたこと、あるいは附属病院では手術室の増設等々の病院機能の強化

を図っております。また、新たな病床管理制度などの病院長ガバナンスの強化を図

ってきております。また、当初の中期計画では記載しておりませんが、府大と新大

学への実現に向けまして、両大学で主体的に検討を進め、新・公立大学大阪モデル

基本構想を取りまとめたところでございます。 

 以上がこれまでの主な成果というふうに考えられますけれども、ちょうど２ペー

ジ目の中段以降になりますが、今後の展開として第二期中期計画を視野に入れまし

て、検討すべき内容を少しまとめさせていただきました。 

 まず先ほど申し上げましたとおり、今年から教育研究戦略機構を設置いたしまし

た。その運用を軌道に乗せることによりまして、学長のリーダーシップによります

教育制度の改革を、戦略的に教育研究活動を展開できるようにしたいというふうに

考えております。 

 国際力強化の取組といたしましては、外国語教育の強化をはじめとしたリベラル

アーツ教育の改革を進めていきたいと思っておりますし、その実施体制の構築をす

る必要があろうと考えております。また、専門性の高い社会人の育成につきまして

は、時代の要請にこたえる社会人教育の改革を中心に経済、それから経営分野にお

きます教育研究組織の改革を行ってまいりたいと思っております。また新大学の姿

を先取りいたしました理工分野での展開なども検討していきたいと考えております。

さらに新大学にかかわっては、基本構想に示しておりますグローバルキャンパスに

つきまして、府大と機能の具体的検討とともに実現に向けた各方面への協議を今現

在進めているところでございます。 

 健康科学の分野におきます予防医療研究の充実、あるいは共同研究の発展をはじ

め、これまでの都市科学研究をさらに深めて、社会に成果を出していきたいという

ふうに考えているところでございます。このために公立大学の制約に対する法改正

の実現を踏まえました大学発ベンチャーへの支援、あるいは大阪市などが持ってお

られます公共のビッグデータを活用できる仕組み、こういったことについても取り

組んでいく必要があるのではないかというふうに思っています。また、こういった
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教育研究活動を安定的に実施し、続けられますような経営基盤の構築も図っていく

必要があろうと思いますし、夢基金を含めた外部資金の獲得強化だけではなくて、

あるいは学生負担のあり方についても検討していく必要があろうかと考えておりま

す。 

 こういったことが主な取り組み、それから今後の展開についての考え方と思って

います。 

 その次に３ページから５ページにつきましては、今お話ししたような事項を含め

まして、当初の計画とこれまでの取り組み、それから今後の展開を一覧表にさせて

いただいております。今日は個別の説明は省略させていただきます。 

 ６ページ目の最後のページをあけていただければと思いますけれども、今ご説明

させていただきましたのは３年間の主な取組でございますけれども、このページに

つきましては新しい大学像を目指した改革の取組について、ちょうど私が学長に就

任して以降の大学改革の経過をまとめております。前段では、先ほどご説明申し上

げました大学運営の改革、あるいは学生支援の改善やサポート改革、こういったこ

とについて時系列的に記載いたしております。 

 後段は参考として、新大学検討の経過をまとめさせていただいております。私が

学長に就任した次の年、２年目でございますが新しい市長が就任されまして、それ

以降府立大学との統合につきまして、全学を挙げて精力的に議論、検討を進めてま

いりました。今年の２月には先ほども申し上げましたが、「新公立大学大阪モデル

基本構想」を両大学が主体となってまとめ上げておりまして、今後両大学とも新大

学の実現に向けて取り組み、とりわけグローバルキャンパスの機能の検討を現在進

めているところでございます。 

 中期計画のこれまでの取組につきましては以上でございますけれども、私の任期

は実は本年度末まででございます。余り時間的余裕はございませんけれども、先ほ

ど来お話をしております全学共通教育の改革をはじめとした今後の展開につきまし

て、さらに前進を図って第三期を担っていただく、次期執行部に実現を託していき

たいというふうに考えているところでございます。ご報告は以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 どうもありがとうございました。第二期中期計画の前半を終えて、その実績のま

とめと今後の展開についてご説明いただきました。 

 それでは議事に入っていきたいと思います。資料１－１ご覧いただけますか。法

人への意見聴取事項という資料がございますけれども、これに基づいて進めてまい

ります。この資料はこれまでに各評価委員からご意見をいただいたものを取りまと

めたものでありまして、それに対してあらかじめ法人側からご回答いただいたもの

が記載されています。 

 早速ですが、時間の都合もありますので、法人のほうからご説明を受けたいと思

います。全部で項目は12ございますので、まとめて全部やってしまうとちょっと混
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乱する恐れもありますので、幾つかに区切って説明をいただいて、その段階で意見

を交換していきたいと思います。 

 それではまず１番、ちょっと飛び飛びになりますけど３番、７番、それから９番、

10番について西澤理事長よりご説明をお願いいたします。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 それでは平成26年度の業務実績につきまして、委員からいただいております質問

に対しまして、ご説明申し上げたいと思います。 

 今、委員長からございましたように１番、３番、７番、９番、10番の５つについ

て私からご説明させていただきまして、その他の項目につきまして、副理事長以下

その担当理事からご説明させていただきたいと思います。 

 １ページ目の上段でありますが、まず国際力の強化ということでございます。グ

ローバルコミュニケーションコースの成果でございますが、平成25年度より２年間、

グローバルコミュニケーションコースの試行期間を行っております。別添の資料と

いうのがございます。ちょっと分厚い資料でございますけれども、別添資料１と書

いた資料でございます。これに指標としてはまとめておりますけれども、結果的に

は参加した学生の英語能力はおおむね上昇するということが明らかになったと言え

るのではないかと考えております。とりわけ日本人が不得意とする流暢さであると

か、発音については顕著な伸びを見ることができたと考えております。このコース

の中長期的な目標についてでございますけれども、２年間の試行では先ほどの利点

がある一方で、課題も浮かび上がってきております。その課題とは学生が研修に行

った後どうするのかとか、あるいは学生がみずから目標を持って継続的に語学を学

び続ける人となっていくための仕組みをどうつくるのかといったようなことであろ

うというふうに考えております。 

 この解決を図るために平成27年度にこのコースに引き続いて新設されましたグロ

ーバルコミュニケーションの副専攻では、いわゆるグローバルコミュニケーション

コースの総合演習という科目を新設いたしまして、初年度の後期に海外研修の準備、

それから２年次には帰国後のフォローということをするといったような形のコース

をとらせていただきました。目標を持って継続的に学習することを狙っております。 

 次に国際交流の促進ということについてでございますけれども、業務実績報告書

に記載の協定数21は大学間の協定となっております。部局間協定を含めた協定数は

2015年４月現在で122協定になっております。これは別添資料の31ページに示させて

いただいております。 

 次に海外での卒業生の組織化についてでございます。全学同窓会、友好会とも表

現していますが、事務局と連携して行っておりまして、現在同窓会の海外支部が置

かれておりますのは上海、バンコク、ジャカルタ、台湾、シンガポール、シドニー、

ニューヨーク等がございます。また、大学の出先としての上海拠点、それからさら

には本年度中にバンコク拠点を設置いたします。今後、これらとの交流を深めまし
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て、またさらに現時点で５名の海外アドバイザーを任命しておりますけれども、こ

れはＯＢの方で海外におられる方でありますが、こういった方を介するなどさらな

る展開ができればと考えているところでございます。 

 続きまして、３ページの３番、大学院研究科についてということでございます。

この研究院につきましては、中長期的な毎年度の人事計画に沿いまして研究科の教

育研究の向上、それから柔軟性の高い教員人事を図る目的で平成27年４月に設置し

たものでございます。これはちょうど別添資料の37ページにございますけれども、

本学では従来から都市研究プラザ、あるいは複合先端研究機構を設置いたしており

まして、分野横断的な研究あるいは文理融合の研究などとして、あるいはまたこう

いったことの代表として都市防災研究を推進してきております。都市防災教育研究

センターを設置するなど総合大学の特性を生かして部局の垣根を越えた取組という

のを進めてまいっております。今後は研究員制度を活用いたしまして、さらなる横

断的な研究の発展につなげていきたい、あるいは人事の連携につなげていきたいと

考えております。 

 一方で教育につきましては、社会科学系研究院を中心といたしまして、現在の経

営学それから経済学、創造都市研究科の３つの研究科の教員によります新しい社会

人大学院、あるいは学部におけます新学科の具体化に向けて既に検討に入っており

ます。今後、研究院制度の利点を生かし、教員人事の柔軟性を活用いたしまして、

より効果的な教育体制の構築を図っていきたいと考えているところでございます。 

 それから次の７番、５ページになります。大学改革についてでございます。まず

学長のリーダーシップが発揮できる体制の全体像につきましては、冒頭にも説明さ

せていただいておりますけれども、今年から学長の補佐機関として教育研究戦略機

構というのを設置させていただきました。この戦略機構において、全学的な戦略で

あるとか、あるいは大幅な制度改革等を検討いたしまして、学長に提言を行っても

らうというふうにしております。その提言の実現に当たりましては、教育研究をは

じめとして全学的な取組を推進する５つの推進本部がございますが、各部局とも連

携を図りながら戦略を推進していく、そういった体制になっております。つまりは

戦略立案機能と戦略推進機能を整理して、学長のリーダーシップを発揮できる体制

ということとして、強化した形になっております。こういった形で実施をしたいと

考えております。 

 ５ページの下から４行目からになりますけれども、効果的な教育研究基盤、ある

いは支援体制の構築につきましては、今年から人事計画策定会議を設置いたしまし

た。学長によります全研究院長へのヒアリングを行いまして、平成27年度教員人事

方針などをまとめております。これらの中では全学共通教育の強化のための、また

これに関係する研究院の体制構築のほか、あるいは非常に最近は重要になっており

ますけれども女性教員の任用促進でありますとか、あるいはテニュアトラック制度

の定着、あるいは国際公募といったことを活用した外国人教員の採用等の促進、こ

ういった全学的な戦略を踏まえた人事構想の実現に向けて取組を進めたいというふ
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うに考えております。 

 次のページの７行目からになりますけれども、教員の給料の制度につきましては、

平成26年度の給与改定におきまして、高年齢層の水準は据え置き、若年層の処遇改

善にあてることによりまして、モチベーションの向上に努めたいと考えているとこ

ろでございます。 

 それからその下のＵＲＡ制度についてでございますが、ＵＲＡ制度というのはＵ

ｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ａｄｍｉｎｉｓｕｔｒａｔｉｏｎですけ

れども、研究者とともに研究活動を円滑に実施するための業務全般を担う専門職で

ございます。政策情報等の調査分析やあるいは研究力の推進のための施策の実施、

あるいは大型外部資金を獲得するための研究戦略の企画などを行う職種として制度

を導入いたしております。体制といたしましては、ＵＲＡ職、それから教員、事務

職、こういったものが一体となりまして、各学部、あるいは教員の研究力の増進、

あるいはプロジェクト形成の支援を得るためにこのＵＲＡセンターを設置したとい

うことでございまして、研究担当副学長が所長をするということになっておりまし

て、全学的な推進体制という形を構築いたしております。 

 それから次のページの７ページの１番上でございます。９番、大学統合について

ご説明させていただきたいと思います。統合につきましては、５月の住民投票後に

本学の見解を公表しております。これはこの資料の１番最後のページ、51ページに

なりますけれども、別添資料10というところでございます。この中で今後の方針と

いたしまして、新公立大学大阪モデル基本構想を進化させるべく、今後とも大阪府

立大学としっかりと議論を積み重ね、グローバルキャンパスの開設など連携強化を

図っていく旨を内容としております。この７月には大阪府立大学と新大学推進会議

を再開いたしております。これはもう３年間やっておるわけですが、これを再開い

たしております。引き続き新大学の実現に向けて検討を重ねていきたいというふう

に考えております。 

 それから７ページの中段、10番、市大サポーターについてでございます。在学生

の就職支援につきましては、在学生と現職教員、あるいは現職民間企業に勤務され

ておられますＯＢＯＧとの交流会などの交流会を年に３ないし４回は開催いたして

おります。また毎年11月３日はホームカミングデーを開催いたしておりまして、学

生を交えた同窓会事業として全学的に行っております。 

 卒業生への支援につきましては、全国で24支部、それから海外７カ所の同窓会支

部がございまして、こういったものを通じて卒業生間での交流もなされております。

また、全学的な取組とは別に学部、研究科単位の同窓会組織によりまして卒業生が

活躍する企業の見学会でありますとか、あるいは卒後研修会でありますとか、ある

いは卒業後のキャリアアップのための説明会など多数の取り組みがなされておりま

す。 

 以上が私からの説明でございます。他の項目につきましては、各担当理事からご

説明申し上げたいと思います。説明はここで一旦終わらせていただきます。 
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（楠本委員長） 

 ありがとうございました。それでは評価委員の方から、ご説明いただいた項目に

ついて、何かご意見あればご発言お願いします。 

 

（堀委員） 

 ご説明どうもありがとうございました。大学統合のことが住民投票以降の流れの

中で、大阪市立大学として統合へのスケジュール感というのに変化があるのかない

のか、あるいは総論のところの外堀を詰めていくということにどうしても終始され

ているような印象があります。ですから次の中期計画、今の中期計画はちょうど３

年目ですけど、次の中期計画の策定に当たって、それがかなり大きな影響を及ぼし

てくるのではないかと思いますので、そのあたりの現状とスケジュール感というの

がどのようになっているかお聞きしたいのですが。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 非常に今の時期が難しい時期に入っているので答えにくいのですが、といいます

のは、統合ということに関してはかなり設置者側の意見というのが大きく左右する

ものではないかなと思います。現時点では大学としての考え方は、今までの方向を

堅持しているということで表現させていただきました。これは府立大学ともディス

カッションしながらこれで行こうということでやっておりますので、両大学は今ま

でと姿勢は変わらないということは言っているのですが、ちょうどこの11月後半に

選挙になりますので、そこまではこれ以上具体的なことを今、決めることができな

いというのが実態ではないかなと思っています。私どもとしてはその内容をきちん

と整理しながら積み上げ式にやっていって文科省ともご相談をしてという、そうい

う手順を踏みながらやるべきではないかなと思っております。今まで都構想で言わ

れていた29年度とかいうのは、もう既に現時点で設置者側からは困難とのことで、

そのスケジュールはもうないと考えております。 

 

（堀委員） 

 もう一つ、よろしいでしょうか。 

 ＵＲＡ制度、非常に真摯的に取り組まれている。これは恐らく５つの、教育研究

や産学連携などの推進本部の中の、研究推進本部が新しい構想として出されてきて

いるのではないかと思います。それで高く評価したいと思っています。研究推進の

ためのサポート制度と私は解釈しているのですが、このビジョンといいますか、ど

ういうところまで踏み込んで、これのあり方といいますか、どこまでというような

ビジョンがおありでしたらお聞かせください。 

 

（西澤理事長兼学長） 
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 構想はいろいろ高く持ちたいのですが、何しろ費用もかかる話なので、実際には

まだ２人しかおりません。これから地道にやっていかなければならないことと、さ

らに発展させることの２つがあるのではないかなというふうに考えていますが。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 研究担当の宮野でございます。基本的に研究推進本部のもとに２つのセンターが

あり、まず従来からございます産学連携のための新産業創生研究センターというの

がございます。ここにはコーディネーターが配置されておりまして、教員のシーズ

とそれから企業等のニーズを結びつけるという仕事を今までしてきてもらっていま

す。それに対しまして若干遅れておりましたのが、いわゆる学官連携ということで

大学と国や地方自治体の結びつきとしての関係ございますので、そこを中心にＵＲ

Ａセンターが担うということで、産学連携が研究センター、学官連携がＵＲＡセン

ターという、大きな位置づけをとりあえずしています。 

 特にご指摘のＵＲＡセンターで何をしていくかということですが、６ページの回

答のところにちょっと書かせていただいておりますように、外部資金を取りに行く

ときに、いわゆるＰｒｅ－Ａｗａｒｄといいますが、国の外部資金等について前も

って情報をとりに行って、実際に出てきたときにそれに沿った体制を作っていくと

いうことです。それから実際に事業がとれた後、お金を動かしていかないといけま

せんが、そういったＰｏｓｔ－Ａｗａｒｄのところについても、踏み込んでこのＵ

ＲＡセンターのほうで教員をサポートしていくということを考えております。 

 

（堀委員） 

 この前もお聞きしたかもわかりませんが、専任のスタッフを置いておられました

か。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 はい。シニアＵＲＡということで、本学を退職された先生、特任教授をシニアＵ

ＲＡとしてお二人雇っております。あと事務的には研究支援課がそれをサポートす

るという形をとっております。 

 

（楠本委員長） 

 いかがでしょうか。 

 

（種田委員） 

10番の市大サポーターについてですが、よその大学ではＯＢの経営者が授業を持

って、キャリアセミナーのようなものをしているというのをお聞きしました。たぶ

ん市立大学でもされているのではないかと思います。市立大学は以前から就職率は

いいと聞いていますし、今は売り手市場ですから、特に何もしなくてもいいのかも
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しれませんが、高い地位にいて活躍されている卒業生の方たちと現役の学生が交流

する場を持つことや、さらに具体的に就職のサポートにつながるようなこと、この

あたりのお話について、どういう形でされているのか教えてください。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 現職で活躍しておられる方々に本学に来ていただいて学生に直接講座といいます

か講義をしていただくという形をとっていまして、商学部は商友会という会がござ

いまして、そこが一連の講義を受け持ってくださっています。それから経済のほう

は経友会という会がございまして、オムニバス形式で15回の講義を全部受け持って、

いろいろと本キャンパスでやっていただくという形です。かなり以前から、学生と

の交流も含めてやらせていただいております。それから最近になりまして、もう少

し初年時の教育の中にもそういった形を入れたいということで、これは国際から見

た日本というか大阪、そういった視野からの大阪を考えてみようというような形で

の「大阪学」という、これも15回のオムニバス講義ですが、教員も参加しています

が、現役で活躍しているＯＢの方々に主に受け持っていただいて講義をしていただ

くといった形で、専門だけではなく、初年時にもそういった講義の形式を入れるよ

うにさせていただいております。これは学生にとっても好評でして、非常に密着感

が出てきまして、社会に対する窓口みたいな形になってきているのかなと思います。   

それから就職に関しては、かなり以前より力を入れておりまして、就職説明会とい

うのは実は900回ぐらい、いろいろな会社に来ていただきまして、主に高原記念館に

おいて、学生に提示してやっております。かなり濃厚な説明会をやっておりまして、

中にはこちらからの要望と会社からの意見が一致した時については、英語だけです

る、英語で質問しない限りは返事してもらえないというような説明会もやらせてい

ただきまして、これも結構学生には好評でして、そういった形でかなり努力はさせ

ていただいております。 

 

（楠本委員長） 

 よろしいですか。ありがとうございました。他、いかがでしょうか。 

 私から１つ、グローバルコミュニケーションコースについて、委員からも結構意

見が出ており、詳しく解析した結果をご説明いただきましてありがとうございまし

た。これはまだ２年ですね。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 試行としては２年です。 

 

（楠本委員長） 

これから先をどうされるのか、２年を経て質的な変更のようなことをお考えなの

か、もしあればお聞かせいただけますか。 



－12－ 

 

（井上理事兼副学長） 

 私のほうから説明させていただきます。後程またご説明させていただきますが、

先ほど学長が説明したとおりのものが現実にございます。今後につきましては、そ

もそもグローバルコミュニケーションコースは学生の中の割と上位の学生を対象に

して開講しております。通常の英語の授業ではある意味では物足りないという、そ

ういう学生ですので、そうした学生を対象にさらに伸ばしていくということが大事

だと思っています。それで学力をはかる上で最近の英語教育では、ＣＥＦＲという

のを一応標準にしておりますけれども、今のところは初年時ですけれどもＥ１レベ

ルを目指そうかというのが目標になっておりますけれども、グローバルコミュニケ

ーションコースの学生なんかはもっと伸ばすほうがいいですから、そうするとＢ２

とかＣ１であるとか、より上位の目標設定をしていければというふうに考えており

ます。 

 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございました。まだご意見あるかもしれないですけど、ほかの

項目についてもご説明をいただかなければなりませんので、理事長からご説明いた

だいた件については以上で一旦区切らせていただきます。 

 次は８番と１１番と６番について、それぞれご担当の方からお願いいたします。 

 

（柏木副理事長） 

それでは柏木のほうから６ページの８番、ホームページ等による情報発信につい

て、ご説明したいと思います。さらなる機能強化が必要と考えるが、今後の課題に

ついてお聞きしたいということでございます。この間、法人評価委員会の委員の皆

様からは随分前からこういう広報活動について重要だということでご指摘いただき、

取り組んでまいりましたので、少しご報告申し上げたいと思います。別添資料の最

後のほうの45ページのところをめくっていただくと別添資料の追加というのが一枚

もので挟んでいるかと思います。その一枚ものの「これまでの広報の主な取り組み

について」少しご説明をしたいと思います。 

 まず１枚上に書いておりますのが、平成22年度ということで、その時ちょうど創

立130周年でございました。もともと委員の皆様のほうからステークホルダーに関心

を持ってもらうようにということでございましたので、まずは法人のロゴマークを

つくったり、中之島の市役所でその時に話題になっている講座を市民向けにやらせ

ていただいたり、あるいは「はばたけ基金」募金を募集したり、少しでも関心を持

っていただこうということで130周年の記念事業を展開しました。 

 その下の広報室の設置ということですが、やはり広報を戦略的にどのように進め

るかということでは一つのセクションが要るだろうということで、広報室の設置を

させていただきまして、その下に書いておりますように学長による記者さんへの定
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例的な懇談会を開くというのも23年から取り組ませていただきました。 

 それから１つ飛んで、ホームページのリニューアルということで、これまでのホ

ームページは漫然としていたのですが、学長の部屋とか、イベント情報コーナーと

か、大学のトピックスなりカレンダーみたいな話題性のあるものを、見やすくリニ

ューアルをするということを、24年度にさせていただきました。現在下から２つあ

りますようにツールとしてはフェイスブックを26年度からやっておりまして、今年

度はＹｏｕＴｕｂｅの公式チャンネルオープンということで、このような取り組み

をこれまでさせていただきました。 

 今後の課題でございますが、少し個人的な感じもありますが、やはり大学の使命

であります教育、研究、それから地域貢献という意味でいいますと、公立で総合的

な大学ですので非常にバランスのいい構成になっています。でも、ともすればバラ

ンスがいいものなので、とんがっている部分が少し目立ちにくいということもあり

ますので、積極的な広報活動をしていかないとやはり多くの方々に関心を持っても

らえないのではないかと感じています。ということで我々教職員が、一人一人いろ

んなイベント、学会、いろんなお話をする時に市立大学がどんな教育をしているの

か、これからどんな教育をしようとしているのか、今どんな研究をしているのか、

これからこういう研究を始めるのかというようなことを、大学の構成員一人一人が

心がけてやっていくということで、大きな力になるのではないかと考えていまして、

今後そういうことにも大いに力を入れて、全学的な広報機能、能力をアップしてい

きたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 11番の項目につきましては宮野のほうから回答させていただきます。お手元の資

料７ページから８ページにかけて、回答文章を用意させていただいておりますが、

ご質問としましては社会貢献、大分努力して充実してきていると思うけれども今後

教育と研究との関係でどのように進めていくかというお尋ねでございます。 

 基本的には現在、本学で進めておりますＣＯＣ事業がそうですが、いわゆる社会

貢献だけではなく、研究とか教育、特にＣＯＣでは最終的には教育プログラムとし

てどう落とし込むかということが問われているわけですが、本学といたしましては

この大学の使命であります教育、研究、社会貢献、これを個別に推進するだけでは

なく、一体化させることで相乗的な効果が生まれるという認識を踏まえまして、今

後とも地域社会への貢献というものへの取組を進めていきたいというふうに考えて

おります。具体的には大学と地域社会のあり方につきましては、シーズとニーズの

マッチングといういわゆる相互的な関係から、協働による実践というような相乗的

な関係への転換が必要なのではないかというふうに考えています。これまでの地域

との関係を見ますと、ともすれば教員個人が中心だったのですが、教員個人として

だけではなくて、大学としてかかわって研究と教育、さらには社会貢献との一体化

した取り組みというものに発展させていきたいというふうに考えております。以上
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でございます。 

 

（石河理事兼病院長） 

 それではＭｅｄＣｉｔｙ21について報告させていただきます。 

 健康寿命の延伸が国民的課題でありますが、がんの治癒のため早期に発見するこ

とや健康から病気への移行期である未病状態を診断し、発病する前に医学的介入を

行う先制医療の必要性が認識されています。その観点から５年前より医学部附属病

院では検診事業の開設の要望が強く、その開設場所を病院内で検討してまいりまし

た。しかし、院内は既に手狭で適切な開設場所がなく、事業がなかなか進行しませ

んでしたが、近鉄よりあべのハルカスでの場所提供の提案があり、早速ワーキング

チームを立ち上げ、ハルカスにおいてこの事業が運営可能かを検討しました。当初

３年間は収益は低迷するが、４年目以降は安定した運営が可能との判断をいただき、

大学本部執行部の許可のもと昨年４月に医学附属病院ＭｅｄＣｉｔｙ21として開設

いたしました。加えて医学部に先端予防医療研究センターを設立いたしまして、こ

れによりＭｅｄＣｉｔｙ21で収集した未病データの解析による新たな研究成果の創

出や国際競争を勝ち抜く研究者の人材育成を推進することを実現し、社会に貢献で

きることと考えております。以上です。 

 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございました。６番と８番、それから11番についてご説明いた

だきました。以上の内容について、ご意見あるいはご質問があれば、お願いします。 

 

（堀委員） 

 このＭｅｄＣｉｔｙ21の新しい試みというのは、大変意欲的な試みで、期待もし

ておりますし、いわば現在の病院の外に拠点を設けるという一つの新しいパターン

であろうというふうに思っています。 

ただ、初年度の受診者数が当初目論んでおられた数よりもかなり低いということ

で、評価をする立場としては余りいい評価をしにくい、悩んでいるというところが

ありまして、そういう視点からちょっとお聞きしたいと思うんのですが、今のご説

明では３年間はなかなか伸びないだろうと、４年ぐらいたつと恐らく収支が黒にな

ってくるというような、そういうニュアンスのご説明だったと思うのですが、ここ

はいわゆる検診センターを中心にやっておられて、いわゆる外来ではないというこ

とですね。 

 

（石河理事兼病院長） 

 ２つ部門がありまして、１つはいわゆる人間ドックというか、検診センター。も

う１つは大学も相当手狭になりましたので、大学で開けない外来をあの場所で開い

ています。例えば、現在妊婦健診の場所は確保できているのですが、妊婦さんが社
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会生活、仕事をされていますのでお昼の時間に来ることができないということもあ

り、夕方以降にこのＭｅｄＣｉｔｙ21で健診をしています。地下鉄を上がったらす

ぐにＭｅｄＣｉｔｙ21がありますので、病院まで歩かずに健診に来ることできます

ので、大学での分娩の患者さんは全てＭｅｄＣｉｔｙ21で健診できます。肝炎の患

者さんも全て大学からこのＭｅｄＣｉｔｙ21のほうへ移して管理しています。まだ

まだこれからもいろいろな外来部門ができてくるとは思うのですが、その場所を確

保するという、また大学ではどうしてもちょっとグレーゾーンの診察、例えば軽い

美容整形のようなもの、そういうものもＭｅｄＣｉｔｙ21で行っております。 

 

（堀委員） 

 今、活動の比率としては検診といわゆる出張外来的な部分とのおおよその比率は

どれぐらいですか。 

 

（石河理事兼病院長） 

 検診部門がやっぱり中心にはなっておりますけども、保険診療部門も頑張ってや

っております。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

 見直し後の平成27年度の計画では検診部門の受診者が約１万4,000人ほどです。外

来診療部門については約7,000人ということになります。 

 

（堀委員） 

 はい、わかりました。これ今後、評価にもかかわるのでお聞きしときたいんです

けど、目標数の設定というのはどういう根拠、どういう積算でされているんでしょ

う。要するに目標数の設定が間違っていたのか、後のキャッチアップといいますか、

そういうところが予定どおり行かなかったのか、どちらでしょう。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

 まず診療部門の受診者数につきましては、厚労省のデータの診療所の１日当たり

の平均患者数を基に算出しました。健診部門の受診者につきましては、同規模の他

施設の平均者数等々を参考にしましたので、おおむね開設５年後が完成形というこ

とで、最終的には２万数千人のＭｅｄＣｉｔｙ21の受診者を見込んでおりますけど

も、それを他施設からの聞き取りによりまして、大体事業が安定するのは３年から

５年ということでございましたので、開設から５年を目途に段階的に、３年目には

こういうことでと計画を立てているということであります。 

 

（楠本委員長） 

 よろしいですか。 
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（堀委員） 

 はい、結構でございます。 

 

（楠本委員長） 

 他はいかがでしょうか。さっきご説明をいただいた広報の話であるとか社会貢献

については、特にご質問ございませんか。特にないということでしたら、次に移り

たいと思います。 

 次、残っているのが２番と４番、５番、12番、ご説明お願いします。 

 

（井上理事兼副学長） 

それではご説明させていただきます。 

 まず項目の２番、学士課程教育についてでございます。ご質問の趣旨というのが、

そこに記載されておりますけれども、要はグローバルコミュニケーションコース、

ＧＣＣの受講者をエリート教育の対象者とみなした上でＧＣＣのようなエリート教

育というのが、今後の人材育成にとって不可欠なのではないかと。ＧＣＣの終了後

においても、受講の経験者をフォローできる体制をとっているかどうかということ

が主なご質問内容かと思います。 

 まずエリートという言葉の理解もなかなか難しいところがございますけれども、

エリート教育の一環としてこのＧＣＣというのを位置づけるとしますと、そのこと

につきまして、システムそのものについても簡単にご説明しておいたほうがいいか

と思いますが、そもそもＧＣＣには、カレッジイングリッシュによって学習成果の

向上が認められた下位、それから中位クラスの学生、これが大体全体の９割以上を

占めておりますけれども、これに対して上位クラスの学生、これは１割以下、１

０％以下ということであります。その上位クラスの学生の英語力が十分に伸ばされ

ていないということから設けられたものでございます。その点におきまして、特に

学生の中でも選良といいますか、エリートに対する教育というものに属するものと

位置づけることは可能かと思います。 

 それで平成25年度、26年度、これは先ほど学長もお話されたところでございます

けれども、２年間の試行期間を設けまして、平成27年度にはＧＣＣを副専攻といた

しました。それまではコースということであったわけですけども、そのときにグリ

ーバルコミュニケーションの総合演習というものを新設いたしました。それの詳し

いことは省きますけれども、その目的は学生の学習成果を継続的に把握すること、

それとともに履修者が自主的に学習し、語学力を伸ばせるような、そういう仕組み

にしようということでございます。広い意味ではアクティブラーニングというもの

の１つということになります。 

 具体的には事前研修であるとか、各種講演への参加であるとか、あるいは課外活

動というものが最近非常に重視されていますので、課外活動への参画といったいろ
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んな活動というものを単位に結びつくような形で、そうした学習活動として評価す

るというのが狙いになっております。 

 その上でのことでございますけれども、終了後におきましても将来の目標に向か

ってチャレンジするといいますか、そういうエリート意識を維持できるよう全学共

通教育において、国際的な素養を身につける科目や異文化理解につながる科目など

を用意しておりまして、それらを提供していろいろな形、いろいろな角度から勉強

していただきたい。また、専門教育におきましても、グローバル化に向けた取組と

して英語での授業、インターナショナルスクールなどを実施しております。ですの

で、全学共通教育のほうで、ＧＣＣとして提供されるものと、専門教育と結びつけ

るような形で一貫したものとして提供できるようなシステムをつくろうとしており

ます。こうしたことは英語を基本ツールとして、ある意味では激しくせめぎ合うと

申してもよろしいかもしれませんが、そうした国際社会に学生が乗り出していくこ

とを準備するための仕組みとして考えているところでございます。 

 また現在大学全体として英語力強化の取組を進めておりまして、クオーター制や、

現在は１年次２年次で６単位を修得していますが、それを初年次、１年次に集中し

てとらせるというような授業を計画しておりまして、かなり具体的に煮詰まってき

ております。 

 大学院教育におきましても、こうした選抜教育といいますか、そうした取組を行

っているかどうかもお尋ねされているところでございますが、本学の大学院は高度

な職業人や研究者の養成を主たる目標として掲げておりまして、各研究科が構成す

る専攻の単位で専門に合わせた英語による論文読解力であるとか、それからプレゼ

ン力の向上の取組が行われておりますけれども、大学院にはやはり学部と異なりま

して、かなり専門性というのが高く求められますので、学部のＧＣＣのような形で

の研究科横断型の取組は行われておりません。専門性の高い大学院教育では、むし

ろ各研究科においてそれぞれの専門に適した英語力の向上を実現する、そういった

仕組みを考えるのが有効ではないかというふうに考えております。２番目につきま

しては、大体そういうところでございます。 

 それから項目の４番目、社会人教育についてでございます。ここでは履修証明制

度として、「大阪文化ガイドプラス講座」という、これは文学部が提供しています

けれども、これにつきましてご評価いただくとともに、今後ここで学んだ人をどの

ように生かすのか、計画を聞かせてほしいということでございます。この講座にお

きましては、大阪の歴史的、文化的な背景を有する幾つかの場所、スポットにおき

まして現地で実習を行う実践演習形式の授業を展開しております。また、英語によ

り地域の文化情報を発信することも重視しております。現状、今年度まだ始まった

ばかりでございますけれども、半数程度が既にボランティアガイド団体に所属し、

活躍されておられます。他の受講生も履修後にはぜひボランティア活動に参加した

いという強い希望と熱意を兼ね備えておられます。現在のそうした受講生の事情も

踏まえまして、本講座におきましては履修者の講座で取得した知識であるとか、技
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能をもとに大阪へのインバウンド、特に現状ではアジア圏からの観光客が多いわけ

ですけれども、同時に最近では欧米圏からの観光客も多ございますので、２つの圏

域を視野に納めながら、そうした観光客に対してより高いレベルのボランティアガ

イドとして活躍していただくとそういうことを期待しております。 

 ５番目の学生への経済的支援でございますけれども、業績報告書の中で現行の経

済的貧困者を主とした支援制度を述べておりまして、それについてお尋ねでござい

ます。現在の制度は経済的理由により納付が困難であって、修学状況が良好で学習

意欲のある学部生・大学院生を対象とした授業料減免制度でございまして、審査の

上、授業料の全額または半額の免除、及び分納というものを許可しております。た

だし、授業料全額免除は一定の人数枠に基づき、学部・研究科からの推薦を受ける

ことが条件となっております。新しい制度では現行の経済的困窮度での審査に加え

まして、各学部・研究科のアドミッションポリシー、それぞれ大学全体でもアドミ

ッションポリシーを定めておりますけれども、現在漏れなく各学部・研究科におき

ましてもどういう人材をとりたいかということを定めておりますので、そうした各

学部のアドミッションポリシーに即した優秀な学生に対して推薦を行える支援制度

にしていくということを検討しているところでございます。 

 続いて、最後項目の12番目でございます。達成水準の設定についてということで、

なかなか難問でございまして、ちょっと答えにくいところがございますけれども、

第１回目の委員会におきまして、取組実績と達成水準の関係をご質問になられまし

て、幾つかの項目についてご指摘がございました。 

 その上で２つの質問を提起されております。１つは、達成水準はどのようにして

設定されているか。２つ目は達成水準そのものの合理性、適切性も評価のポイント

に加えるべきじゃないかといったようなことでございます。 

 それに対しまして、検討させていただいたのですが、十分な回答になっているか

どうかわからないですけど、まず１番目の達成水準の設定についてでございます。

これは達成水準の設定におきまして、客観性であるとか合理性を求めるということ

は委員がご指摘されているとおり、大学が説明責任を果たす上で大変重要なことで

ございます。一方で、大学の中期計画を年度ごとに区分した年度計画におきまして

は、これまでの取組実績を踏まえた上で社会情勢の変化、そして大学に求められる

役割の変化などを加味して、適切な達成水準、これにつきましては定量的な、量的

なものと同時に定性的なものもやはり合わせて考えていく必要がございますけれど

も、適切な達成水準を設定して、その成果を水準に照らして評価、分析し、次の年

度計画へとつなげていったものでございます。達成水準というのは、やはりＰＤＣ

Ａにおいて非常に重要な指標だと考えております。本来、外的要因等の予測も十分

行った上で設定すべきものではございますけれども、ご指摘のようになかなか精査

が不十分であるということもございます。これまでの実績等から改めて精査すべき

水準も見受けられるかと思います。大学の業務は定量化できるものもございますけ

れども、質を問われるものもかなり多くございますので、引き続き大学として客観
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性、合理性を含めての説明責任を出せるよう適切な達成水準の設定に努めさせてい

ただければと考えております。 

 それから２つ目ですけれども、自己評価におきまして設定した達成水準に照らし

てのみ判断するだけでなく、実績が乖離している場合等はその水準の適切性も再度

確認して総合的な評価に務めております。また、客観的に見て水準の再考が必要な

場合は翌年度の年度計画策定において、精査し、より効果的にＰＤＣＡを進めてま

いりたいというふうに考えております。なかなかどういうものを客観的、合理的な

設定とするかはなかなか難しいところがございますけれども、本学としましては以

上に述べましたような形で回答させていただきました。説明は以上です。 

 

（楠本委員長） 

はい、ありがとうございます。ご説明いただいた２番、４番、５番、12番につい

て、ご意見いかがでしょうか。 

 

（竹村委員） 

５番の学生への経済的支援について、ちょっと確認でございますけども、現行の

授業料全額、または半額等の支援制度があるというこということですけど、それに

加えて新制度をご検討ということですけど、これはその支援制度によりますと学生

の対象数が増えるとか、支援の額が増えるとか、どういう変化があるんでしょうか。 

 

（井上理事兼副学長） 

 予算には限りがございますので、量的な拡充というよりもむしろ現在の予算の範

囲の中での対象となる学生の変化ということになりましょうか。現状におきまして

は、基本的に、もちろん学習状況が良好であるとか、そういったことは見るのです

が、やはり経済的な理由でなかなか学費が納められないとか、そういう者が主な対

象になっているわけでございます。奨学金の見直しは他のところでも見直されてい

ますけれども、ここでも述べましたように、新しい制度では、経済的困窮度だけで

はなくて、やはり優秀な学生に対して援助、支援したいという思いがございます。

そのためアドミッションポリシーというのは最近の中長期の答申でも３ポリシーと

いうことで、特に認知のところで非常に重要視されていますけれども、やはり各部

局がどうしても欲しいと思う学生がいるわけで、そういった学生というのは成績も

もちろんですし、熱意もそうですし、そういったものを総合的に鑑みながら、そう

した優秀な学生にターゲットを絞って支援したいと。その場合にやはり各部局とい

うのが中心になりますので、各部局のほうからの推薦ということも重視することに

なります。 

 

（竹村委員） 

 非常に優秀な学生さんが多分市大には来られていると思いますので、その学生さ
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んが学費のことでくれぐれも退学になるようなことがないようにということと、そ

れから海外からも優秀な人材を招聘するに当たって、やはりこの新制度というのは

非常に大きな問題かと思いますので、もちろん原資には限りはありますけども、そ

こをぜひご検討いただきたいなと思っております。 

 

（井上理事兼副学長） 

 はい、どうもありがとうございました。 

 

（桑原委員） 

 「大阪文化ガイドプラス講座」についてご説明いただきました。考え方に非常に

強い賛同を覚えております。というのは、大阪文化をどのように世界的に普及させ

るかということが、大阪市立大学の存立の基盤であるという考えです。技術はまね

されるでしょう。しかし、文化は人が持っておりまして、これは、なかなかまねは

されません。この人が持っている文化を外国人は愛しているわけです。決して円安

だから中国の方が来られる、１週間に何十万も落とされているわけではないはずで

す。その愛している文化の本質部分を、大阪市立大学では、日本人の心の中から復

興してほしいわけです。日本人の強みはそこだと思います。それがいわゆる人文社

会科学の先生方がやられること。技術とか先端産業はどうしても工学とか理工とか

生命科学の先生が担っておられると思います。それはそれでものすごく大切です。

しかし一方、人文社会科学はどこに大切さがあるかというと、いろいろな人の育成、

人の心の温かさ、ふくよかさ、それが日本人にはあったはずです。それがやはり経

済成長の衰えとともに非常に弱くなった。そこは欠けてはいけないと思います。そ

れが時には多分福祉とか介護とかいうところの最後のよりどころになってくるのだ

と思います。それほどお金がある国ではありませんよね。住宅も昔のように、60年

代、70年代、80年代のように住宅の開発はないです。やはりどこに貴重な資源を、

あるいは人材を配分していくかということにかかってくると思います。その話はと

もかくとして、この大阪文化ガイドプラス講座の射程範囲といいますか、この期間

だけではなくて、これをどうふうにふくらませていかれるのか、将来の構想を聞か

せていただきたいと思います。一つは先ほど井上理事がおっしゃいましたように、

やっぱり観光ですけど、リピーター増やしていきたい。今のやっているような円安

傾向というものを持続的にすることは、やはり限界があります。国民もある程度、

円安傾向において、ある種のひずみが出てきているということを理解されていると

思います。そうすると一体どのように観光客という人たちが、観光に来ていただけ

るのかということを、そこは多分、70代や60代とか50代のガイド役さんですよね。

そこに貢献をしていただこうというこの講座内容、ものすごく主役がはっきりして

いる。いい講座だと思います。 

 もう１点は、少し講座を延長し、拡張する一つの方針としては、私が思うのには、

日本はモノカルチャーだと思います。すなわち東京というのが新しい文化を生み出
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しているかと言えば、そうではないですよね。モノカルチャーの代表であるマンガ

でありアニメであれ、福岡であり、あるいは大阪であるわけでしょう。クロスメデ

ィアで発信しているわけですよね。そういうものがやっぱり将来の日本の文化を一

方で背負うでしょうから、この27年開講科目の一覧を見ていると、ある程度制度的

にきちんと決まったものから始められているので、これをよりソフトな分野まで拡

大していただいて、大阪の人、あるいは関西の人、あるいは日本の人を巻き込んだ

講座にしてほしいなと思います。多分、できるはずだと思います。 

 もう一方はより実践的な演習といいますか、実践的なものを60代、70代、80代の

方は求めているはずです。単に英語で日本文化発信のための演習をやるとか、大阪

の得意なところを見せるとかというのではなくて、多分技術とか技能とか技とか、

あるいは古典的文化とか社会にありますよね。そういう本当の技巧、技能、技術、

それを外国人はきっと求めていると思います。そこを愛しているのだと思います。

それはアジアを見ても、あるいは西欧を見ても、行くしかないのですよ。だからこ

の日本文化ガイド講座というのは、私はものすごく強い賛同を覚えます。頑張って

ほしいと思います。お願いします。 

 

（井上理事兼副学長） 

 ご支援いただきまして、私自身が事務系なものですから、なかなかどういう形で

大阪文化の価値をつくっていくか、真に大事な考えだと思っておりますので、委員

のご意見を踏まえながらぜひこれをさらに発展させていきたいと思います。とりあ

えずはまだ始まったばかりですので、現在答えられることは少ないわけでございま

すけれども、大阪、一つには京都でもなく奈良でもなく大阪だけの資源というのが

結構ございます。今、外国人が集まっている御堂筋でもそうですし、谷町筋でも、

もう既にガイドの方が結構活躍されていますし、もう少し外に目を向ければ古墳群

というものが至るところにございます。さらに最近では御堂筋と高野山を結ぶプロ

ジェクトとかもしておりますので、やっぱり遠くからの方の目が行くのは京都、奈

良かもしれませんけれども、実は大阪にも非常にいろんな資源があるということ、

しかもそれが大阪人であるとか、関西人にとってのどこかよりどころになっている

ところもあろうかと思います。それはまた将来に向けて新しいコミュニケーション

のあり方、そうしたものをつくっていくことにもつながるのではないかと思います。 

 そうした中で、最後にご指摘にありました実践的なところ、技能的なところも大

事でございますので、こうしたガイド養成といいますか、そうしたものを手がかり

としながら実践的な方向に目星をつけたいと思いますが、その前に、私のほうから

兼ねてから思っておりましたけれども、大阪商工会議所で大阪検定が開催されてお

りますけれども、先ほど学長が話された大阪学に関係しますが、非常にやはり今お

っしゃったような大阪の文化を盛り立てようということに熱心で、将来的には地元

の財界などと協力しながら大阪の文化資源というものを開発していきたいと思って

おります。 
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（楠本委員長） 

 ありがとうございました。最後のほうで大変活性化を期待されるようなコメント

がありました。他、いかがでしょうか。今日は全体としてもたくさんの項目をご説

明いただいたのですが。 

 

（堀委員） 

いわゆるエリートといいますか、上位10％の人たちの英語力をどこまで上げるか、

ＧＣＣの趣旨が非常によく分かりました。今のところは、やはりここに書いてある

ようにカナダに短期留学させるような、そういうものがやはり一番近道で、今後と

もそういうことを続けていくという姿勢でよろしいですか。一方で、医学部では英

語で全部講義しているという話も聞きますので、いわゆるフォーカシングです。何

にフォーカシングを当てられて、今後ともそういうエクスチェンジというのが必須

というふうにお考えでございますか。 

 

（井上理事兼副学長） 

 先ほどの話にもかかりますけれども、やっぱり今は大阪にある大学として、大阪

との関係が最重要になっていますけれども、本学にしてもこの大阪、あるいは関西

の中だけで生きていくわけにいかない時代でございます。アジアであるとかヨーロ

ッパとの関係がどんどん重要になってきますから、そういう中であくまでツールと

してですが、やっぱり英語というのがアジアでも欧米でも通用する言語、ツールと

して非常に大事ですので、それに力を入れていく。そしてそういう中でもちろん余

力があるなら、他のアジア言語やヨーロッパ言語ももちろん勉強してもらえればい

いわけですけれども、基軸としては、とりあえずは英語力を伸ばしていくというの

を目標には掲げております。 

 その中でどういうふうにしたら伸ばせるのかは、どこの大学でも悩んでいるわけ

で、本学の場合にはとにかく１年に集中して特訓しようと。その後、伸ばす上では、

今おっしゃられたカナダのビクトリア大学への研修というのももちろん重要ですけ

れども、できればもっとそれを広げたいということで、今議論の最中ではございま

すけれども、できれば学生を在学中に１度は、これは理想ですけども、誰でも海外

で語学研修を受けられるというようなふうにできればいいなとは思っています。た

だちょっと財政的な裏づけがないものですから、そこまで行けるかどうかわかりま

せんけれども、それと最終的にはあくまで語学はツールでございますから、狙うと

ころは、やはり今の激しさを増すグローバル社会の中で、生きていける人間力みた

いなものが多分一番大事だろうと思いますので、そのあたりのことも考えますと、

やっぱり学内での授業というものと、実際に海外に飛び出していくという実践の面

とをタイアップさせたようなカリキュラムができればというふうに思っております。 
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（種田委員） 

 長く、この大学の評価にかかわらせていただいていていますが、最初の頃に広報

の話をさせていただきました。多分その頃からいろいろお考えになっておられたと

思うのですが、広報の専門の方を入れられるなど力を入れられていて、今日のお話

を伺って、ものすごく進化といいますか、たくさんやってらっしゃるということが

分かりました。ホームページの方もさらに、いろいろ分かりやすく充実させるとい

うお話でしたが、私の母校でも、ホームページでの発信というものがまだうまくで

きていない。例えば有名なアスリート選手がいっぱいいる中で、ああいう人たちが

何か賞をとった時にすぐにホームページにアップするとか、そういうことがまだま

だリアルタイムにできていません。卒業生の人たちには、広報誌はなかなか届かな

いので、ホームページをちょっと検索したら見ることができるような形にしていた

だけたらと思います。海外の卒業生の話も、去年とか一昨年に話をさせていただい

たのですが、すごく一気にいろいろなことをされている、すごい早さで、アジアだ

けではなくてシドニーとかニューヨークなどの海外支部を充実されているというこ

とに感動しました。やっぱり卒業生の方たちが一番のサポーターというか、自分の

母校を誇りに思っていただくのが一番いいのではないかと思うので、今回ご説明を

聞いてうれしく思いました。ありがとうございます。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 ありがとうございます。ホームページのことも難しいのですが、なかなかホーム

ページに入ってもらうこともできません。そこで別添資料の45ページにありますよ

うに、情報発信ということで、大学側からメディアに対してのプレスリリースを積

極的にやっていくという形で、メディアに掲載されて、それがどこかで目にとまっ

てくれれば、ホームページ、あるいは関係の資料として察知してもらえるのではな

いか、そういったことも含めて広報室がかなり頑張ってくれていると思います。あ

りがとうございます。 

 

（楠本委員長） 

 それでは結構いろいろな意見も出ましたし、私もさっき先走って西澤理事長にＧ

ＣＣのことをご質問したのですが、井上理事からまたさらに発展の可能性を詳しく

ご説明いただいて、大変楽しみだと思いました。 

 それでは大学側からの意見聴取というのについてはこれで終わりにしたいと思い

ます。いろいろありがとうございました。 

 それでは、次の議題に移っていきたいと思います。大項目評価についてです。ま

ず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をし

たのですが、その内容を事務局からご説明いただけますか。 

 

（森山大学支援担当課長） 
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 それでは大項目評価の前提といたしまして、前回ご議論いただきました小項目評

価の確認をさせていただきます。お手元資料１－２「平成26年度業務実績報告書に

関する法人自己評価の妥当性確認一覧表」という資料はありますでしょうか。こち

らは前回の評価委員会で小項目の自己評価に関しまして、法人からの説明を受けら

れました折りにご議論いただきました内容を確認させていただくものでございます。

項目としましては21項目ございます。 

 めくっていただきまして、順にございます。表の一番右端の欄、第１回評価委員

会の主な意見とありますが、こちらのほうに第１回の際に頂戴いたしましたど意見

を記載させていただいております。いただいたご意見を記載させていただいた上で、

鍵カッコで法人自己評価に対する議論結果のほうを書いてございます。評価を変更

しなかった項目につきましては、「法人自己評価で妥当」というふうに記載させて

いただいております。おおむね「法人自己評価で妥当」となっていますけれども、

21項目のうち、法人の自己評価を変更したものが２項目ございます。 

 １つ目が資料３ページ、項番28でございます。項番28は都市科学等の重点研究に

関する項目でございまして、都市防災教育研究センター設立などの取組を評価いた

だきまして、法人の自己評価をⅢ評価からⅣ評価に変更をいただいたものでござい

ます。それから２つ目でございますが、資料７ページ目、項番58でございます。先

端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ21に関する項目でございます。年間の

受診者数が達成数字を大幅に下回ったということから法人の自己評価はⅠにしてご

ざいましたけれども、さまざまな課題がある中で開設したということ自体も評価を

いただきまして、評価をⅡに変更していただいたということでございます。 

 小項目の評価につきましては、この２項目以外は全て法人の自己評価で妥当とい

うふうにご評価をいただいたとしております。説明は、以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。前回の評価委員会で、今、ご説明いただいたような結

論になっております。それでは小項目評価につきましては、特にご異論なければ今

のご説明の結果を確定としてよろしいでしょうか。 

それではこれを評価委員会の小項目評価の確定結果といたします。 

 それでは大項目評価に移りますが、大項目評価というのは第二期中期目標期間に

おいて段階別評価というのを導入することになっております。基本的には、小項目

評価の数をもとに評価を行います。その方式について事務局からまたご説明をお願

いします。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは大項目評価の説明に移らせていただきます。大項目評価につきましては、

第二期中期目標の期間より段階別評価を導入してございます。お手元の参考資料１、

そちらのほうに第二期中期目標期間における各年度の終了時の評価についてという
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ことでお配りさせていただいておりますが、めくっていただいて２ページ目をご覧

いただけますでしょうか。ページ２、真ん中あたりに四角囲みで囲っておりますと

ころ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄとございますが、こちらのほうに大項目評価の基準を記

載してございます。こちらを参考にしながらお話をお聞きいただければと存じます。 

 それでは資料１－３をご覧いただけますでしょうか。こちらは評価結果の原案で

ございまして、こちらの中身につきましてはまた後ほどご説明させていただきます

けれども、この資料の最後のページ、裏表紙をめくっていただいて、表がございま

すけれども、そちらのほうをご覧ください。こちらは５つの大項目ごとに小項目の

評価の集計を記載したものでございます。先ほどの基準に従いまして、先ほどご確

認いただきました小項目の評価の数をもとにいたしまして、大項目別評価を記載し

てございます。それが一番右端の欄、大項目別評価の欄になります。 

 上から１つ目「教育研究等の質の向上を達成するための措置」がございますが、

こちらの小項目は全部で66項目ございまして、ⅣないしⅢの評価が62項目と全体の

９割以上になることから、大項目の評価といたしましてはＢ評価となってございま

す。 続きまして、２つ目「業務運営の改善及び効率化に関する措置」につきまし

ては、小項目15あるうちのⅢの評価が14項目で、Ⅱの評価が１項目ということでＢ

評価という形になります。それから３つ目の「財務内容の改善に関する措置」でご

ざいますが、こちらは小項目が５で全てⅢ評価をいただいてございますので、大項

目別評価といたしましてはＡ評価という形になってございます。それから４つ目の

「自己点検及び評価並びに情報公開等に関する措置」でございますが、小項目の数

でいきましたら７項目ございます。うちⅢの評価をいただいておりますのが６項目、

Ⅱの評価が１項目ということで、Ⅲ、Ⅳの評価が９割未満という数字になりますの

で、大項目別評価といたしましてはＣの評価になります。それから最後５つ目「そ

の他業務運営に関する重要目標を達成するための措置」としましては、小項目12項

目のうちⅢ評価が11、Ⅱ評価が１ということで、大項目別評価といたしましてはＢ

評価という形になってございます。 

 なお今申し上げました大項目別評価につきましては、あくまでも小項目の評価の

数を基準にしたものでございますので、参考資料１の、先ほど申し上げました四角

囲みの基準の中では、数を目安としまして「諸事情等により総合的に判断する」と

いう記載が米印で下のほうにございます。委員の皆様におかれましては、数による

この基準、それから今申し上げました米印の記述による観点を含めましてご審議を

頂戴したいと存じます。例えば、Ｂ評価につきましては、５段階のうち真ん中の評

価で「中期目標の達成に向け、おおむね順調に進捗している」という評価になりま

すけれども、Ｃ評価になりますと「やや遅れている」という評価ということになり

ます。小項目の数による大項目別評価、そのままでどうかとか、あるいは評価を変

更する必要性があるのかどうかといったあたりのご審議を頂戴したいと考えており

ます。説明は以上でございます。 
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（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございます。大項目の評価というのをＳ、Ａ、Ｂ、Ｃというふ

うに決めていくという段階ですが、今、説明がありましたようにその大項目の評価

をするときに、今まで小項目は一つ一つについて、かなりきっちりと内容まで立ち

入って評価をしてつけたのが先ほど確定した小項目評価ですが、その小項目評価の

数によって大項目の評価を決めるというのが大きな柱になっています。ところが昨

年もそういう項目があったのですが、たくさん項目があるとき大体、小項目評価で

はⅣ、あるいはⅢというのがほとんどなのですが、時々、Ⅱという評価が出てまい

ります。それで小項目の数が割に少ないときに、そういうところでⅡという評価が

出てきますと、全体としてはＢにはならなくて、Ｃになるという場合もありますの

で、そういう場合については数だけでなくて内容についても、例えば余りよくなか

った評価を得た小項目が大きな項目の全体の中でどれぐらいの比重を占めているか

ということまで考えて、最後の判断をするということになっています。 

 まず大項目全体について、まず１番問題になるのが、さっきの資料の１－３です

ね。これは後でご説明がありますけれども、さっき申しましたように文章で全体の

評価を述べたものの原案ですけれども、それの５ページ、大項目というのが「教育

研究等の質の向上を達成するための措置」、これが大項目の１番目です。この項目

はほとんどがⅢ評価であったので、これはＢになるということで、次の大項目の２

番目「業務運営の改善及び効率化に関する措置」、これが学長のリーダーシップ、

財務の関係、自己点検等々、これが今のところⅢ評価がほとんどなのでこれもＢに

なるということでした。それからその次の３番目「財務内容の改善に関する措置」、

これも全部がⅢ評価で、これはＡになります。それから４番目「自己点検及び評価

並びに情報公開等に関する措置」、この項目が全部で７つあって、そのうちⅢ評価

が６項目ですが、１つ、システムの一元化に関するものがⅡ評価でしたので、この

項目がＣになるということで、これはこのＣのままでよいかということ。それから

５番目のその他業務運営に関すること、これもほとんどⅢであったのでＢであると

いうことで、これは妥当だと思いますけど、この４番目の「自己点検及び評価並び

に情報公開等に関する措置」、これを先ほどの数値をもとにしてＣ評価とするかど

うかということについて、ちょっとご意見をいただけたらと思います。 

 

（堀委員） 

 ここの４番「自己点検及び評価、情報公開等」のうち、Ⅱ評価になっているのは

項目80-２ですよね。大阪府立大学との統合における各種システム一元化の検討が少

し遅れているということでⅡ評価になっているのですよね。これは全体の項目数が

７個しかなく、７分の１となると90％を切ってしまうという、そういう数の原理で

決めてしまうのには無理があるのではないかと思いますし、このⅡ評価の一元化も

やはりこの統合のスケジュール感といいますか、そういうものが影響していまして、

大学そのものとしてはご努力されているのでしょうけど、外部要因のファクターが
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大きいということを勘案すると、Ｂ評価でいいのではないかなという気はいたしま

す。 

 

（楠本委員長） 

 他の委員の方はいかがでしょうか。 

 統合のためのシステムの一元化を検討するというところが、余り進んでいない。

特に市立大学では余り進んでいないということで、Ⅱという評価になったのですが。 

 

（堀委員） 

 ポイントは、その項目については、Ⅱ評価、そのままでいいと思うのです。ただ

全体の数が少ないもので、全体に影響を与えてしまうということに対しては、大項

目として、この１項目だけでそれだけのウエートを持っているものではないという、

そういう判断で大項目はＢ、この項目としてはやはり遅れているということは譲れ

ないのでⅡということでいいのではないかと思います。 

 

（楠本委員長） 

 これは自己点検、それから情報公開等について、例えば先ほどのホームページ等

は改善しておられること、それから情報公開ということは随分進んでいるというこ

とがありまして、ほかの項目はおおむね順調という判定になっているわけです。そ

の中で今のシステムの問題が１つ、７分の１となってしまっていますが、きっちり

と厳密に数を捉えてＣ評価にするのは、私自身もやや全体に対する判断を誤らせる

のではないかなという気がします。 

 

（種田委員） 

 おっしゃるとおりだと思います。去年も同じように、評価を変えましたよね。こ

の項目だけ、分母が少ないので。 

 

（楠本委員長） 

 はい。大きな項目の中の非常に重要な項目であると、１つでもよくなかったら全

体としてよくないことになると思うのですが、今の場合はシステムの改善というか、

一元化に備えた行動ということなので、システムというのはすごく重要な話だろう

とは思いますけど、全体の判断に影響するかというようなことを考えると、この項

目そのものは残念ながらⅡであるけれども、全体の評価としてはＣ評価ではなくＢ

評価にしてはどうかというふうに思います。特にご異論ありますか。 

それでは、これはＢ評価ということにいたします。ありがとうございました。 

大項目の評価は、今日の委員会で確定しなければいけないので、そうしますと大

項目の初めからＢ、Ｂ、Ａ、Ｂ、Ｂということに確定してよろしいですね。 

 「教育研究等の質の向上を達成するための措置」はＢ、それから「業務運営の改
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善及び効率化に関する措置」、これもＢ評価。それから「財務内容の改善に関する

措置」、これはＡ評価。それから「自己点検及び評価並びに情報公開等に関する措

置」、これはＢ評価。それから５番目「その他業務運営に関する重要目標を達成す

るための措置」、これもＢ評価ということにしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

 それでは次に参ります。続いて平成26年度業務実績に関する評価結果について、

事務局から本日までの検討内容をもとに調整していただいた原案の説明をしていた

だきます。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 それではお手元の資料１-３、「平成26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）」に基づいてご説明させていただきたいと思います。 

 評価結果につきましては、本日のご意見等も踏まえまして、また追記させていた

だきたいと存じますけれども、本日こちらでお示ししておりますものは、たたき台、

骨組として原案をお示しさせていただいております。記載内容につきまして、早速

ページに入りますと、１ページ目につきましては、「評価にあたって」ということ

で評価の経過、あるいは評価スタンスを記載、それから続きまして委員の皆様の名

簿のほうを記載してございます。 

 それから２ページ目に移りまして、項目別評価の基準ということで、大項目別評

価、小項目別評価の評価基準を改めて記載させていただいております。 

 具体的には３ページ目から評価内容そのものになります。まず全体的評価という

ことでございます。初めに大項目別評価の内訳をお示しさせていただきまして、そ

れによりまして全体的評価を定める構成にしてございます。こちらに記載しており

ます大項目別評価は、先ほどのご議論を頂戴する前に、事務局でおつくりしたもの

でございますので、全体評価のところを空欄にしてございますが、先ほどのご意見

を踏まえますと、大項目評価はＡ評価が１項目、Ｂ評価が４項目ということになり

ますので、全体といたしまして事務局案といたしましては、おおむね順調に進捗し

ているという文言が入るのではないかというふうに考えてございます。 

 記載内容の次に、重点三戦略の取り組みについて、特筆する事項のほうを記載し

てございます。重点三戦略のうち、１番の都市大阪のシンクタンク、「都市科学」

分野の教育・研究・社会貢献につきましては、都市防災教育研究センターの設立、

あるいはＣＲテーブルワーキング・セミナーや大阪市の都市整備局との連携協定締

結など、シンクタンク拠点としての機能強化につきまして、記載してございます。 

 それから重点の２番として、専門性の高い社会人の育成につきましては、文化人

材育成プログラムの開始に向けた取組と、女性研究者支援について記載させていた

だいております。 

 ３番の国際力強化につきましては、「はばたけ夢基金」でありますとか、認定留

学制度等による留学生への支援について記載させていただいております。 
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 重点三戦略以外の取り組みにつきまして、４ページ目のほうに大学改革に係る取

組といたしまして、教育研究戦略機構の設置でありますとか、研究院制度の構築に

つきまして、記載させていただきました。 

 その次に昨年度の指摘事項について記載してまいりたいというふうに書いており

ますけれども、ご覧になっていただいたとおり、こちらのほうはまだ記載してござ

いません。本日、法人のほうから意見聴取した内容でありますとか、意見交換いた

だいた内容を踏まえまして、この後記載させていただきたいと考えてございます。 

 ５ページ目からは項目別評価に移ります。大項目別評価の判断基準を分かりやす

くお示しするために、大項目の項目ごとに表を入れさせていただいております。表

の中に、左から大項目別の評価と小項目の数を記載しています。また、行の下に簡

単にですが文章でのコメントのほうも記載させていただいております。それぞれ大

項目ごとに主な取り組み事項、意見・指摘事項を記載させていただく構成としてお

ります。ただ全体的評価で記載しているものにつきましても、項目別評価で主にか

かわるものにつきましては再掲という形で改めて記載させていただいております。

内容的には大項目別で１番、「教育研究等の質の向上を達成するための措置」これ

につきましては、（１）教育に関する措置、（２）番で研究に関する措置、６ペー

ジ目に移りまして（３）社会貢献に関する措置、それから（４）国際化に関する措

置、（５）附属病院に関する措置ということで、エリアに分けて記載させていただ

きます。 

 それから大項目の２番「業務運営の改善及び効率化に関する措置」、８ページ目

に移りまして、３番の「財務内容の改善に関する措置」、４番の「自己点検及び評

価並びに情報公開等に関する措置」、最後大項目５番目の「その他業務運営に関す

る重要目標を達成するための措置」ということで、順に主な取り組み事項や指摘事

項ということを記載してまいりたいと思っております。 

 本当に申しわけありません。本日、たたき台でございまして、ご覧になっていた

だくとおり、まだかなり記載していない項目もございますけれども、取組事項とし

てこれは加えたほうがいいというものでありますとか、指摘事項等がございました

ら、この場でご意見いただきたいと考えております。説明は以上です。よろしくお

願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

 これが最終的な評価結果という文章になるわけですが、今、大体このようなこと

でどうかということの原案が示されております。さっき森山課長から説明がありま

したように、今日のいろんな意見交換の結果をさらに加えることもあろうかと思い

ます。それからその内容については次回の委員会でもう少し文章を補ったものを出

して、それについて意見を交換して、それから確定というふうになっていくと思い

ますけど、もしどうしてもこれを変えたほうがいいというようなことが今、お気づ

きの点があればご発言ください。もし後からであれば、事務局におっしゃっていた



－30－ 

だければと思います。よろしいでしょうか。 

  

（堀委員） 

 研究のところで、今日、理事長から資料の配布があったのですが、重点三戦略の

主な取り組みのところに「次世代エネルギー、健康科学、都市防災を三重点研究と

定め」という言葉が入っているのですが、要するに重点三戦略というのは既に書い

てある、ですがそれを実行するための研究の三重点を理事長から示していただいた

のですが、この評価のところにそのキーワードが入っていません。それでいいのか

どうかということなのですが、これは将来を見据えた研究目標であるということで

あれば、26年度のところに入らなくてもいいと思いますが、もしこれが一連のもの

ということであれば、このキーワードがどこかに入ってもいいのではないかという

のが１つです。 

 それともう１つは、細かいことですが、脚注で「ＣＲテーブルワーキング」と

「ＣＯＣアゴラ」の説明はあるのですが、ＣＲとかＣＯＣとかどこかにフルターム

のものを説明するのであれば、それを入れていただきたい。全てとは言いませんけ

れども、一般の方が見られたときにやっぱりこれが何を意味しているのか、先ほど

のＵＲＡとか、そういうのはみんな必ずしも知らないです。ですからその時には解

説、脚注といいますか、そういうのをつけ加えていただきたいと思います。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。それは検討いたします。本文中にカッコ書きですか。そ

れとも脚注があれば、脚注のところでもいいですね。 

 

（堀委員） 

どこかに入ればいいと思います。 

 

（楠本委員長） 

 はい。初めてこれをご覧になって、今すぐ意見というのは難しいと思いますので、

評価委員の方はご意見ありましたら事務局におっしゃっていただくようにお願いい

たします。次回で大体固めていきたいと思います。 

 それでは評価結果の件については以上で、これから検討するということで終わり

たいと思います。 

 次に議題の２番、平成26年度財務諸表についてに移ります。これは財務諸表及び

剰余金の繰り越しにつきましては、市長が承認されるにあたって、市長に対して本

委員会が意見を述べるということになっておりますが、本日は、事務局から簡潔に

この資料として出していただいたものの説明を受けることといたしまして、詳細に

ついては次回の委員会において検討したいと思っております。では事務局からお願

いできますか。 
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（森山大学支援担当課長） 

 それでは説明させていただきます。公立大学法人、市民、その他利害関係者に対

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て、自校の状況を客観的

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、利益処分に関する書類、それから行政サービス実施コス

ト計算書等の作成が義務づけられております。公立大学法人が事業年度終了後の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、市長が公立大学法人

評価委員会の意見を聞いた上で承認を行うこととされております。 

 なお、財務諸表の提出に当たりましては監事の監査とそれから会計監査人の監査

を受けることが義務づけられておりますけれども、財務諸表が適正に表示され、法

令に適合している旨、先にご意見をいただいているところでございます。 

 それでは説明は、資料２－１、それから２－２、別冊１、参考資料を使いまして

説明申し上げたいと存じます。別冊１のほうが、６月25日に市長あて法人から提出

を受けました26年度の財務諸表でございます。こちらを概要ということでまとめま

したのが、資料２－１になります。それから公立大学法人におきまして、平成24年

度以降効果的な広報活動の一環といたしまして、委員の皆様をはじめとするステー

クホルダーに大学の状況をご理解いただけるように、ファイナンシャルレポートと

いうものをおつくりしております。そちらが参考資料の２になります。財務諸表の

概要が端的にまとめられておりますので、参考資料という形で本日お渡しさせてい

ただきました。こちらを使いながら、ご説明申し上げたいと存じます。 

 まず貸借対照表の概要をご説明申し上げます。その後、ファイナンシャルレポー

ト２０１４、７ページ目に沿ってご説明申し上げます。こちらの概要につきまして、

さらに５ページ目でもお示ししておりますので、適宜そちらもご覧になっていただ

きながらお聞きいただけたらと存じます。 

 ７ページ目の貸借対照表をご覧になっていただきますと、はじめに資産の部でご

ざいます。資産総額は26年度1,377億円でございまして、平成25年度の1,352億円と

比べまして、25億円の増となりました。要因を分析いたしますと、主な増要因とい

たしましては有形固定資産の工具器具備品で24億円の増がございます。これは病院

情報システム機器や医療機器を更新したことに伴うものでございます。また、投資

その他の資産の未収財源措置予定額、こちらのほうで20億円の増がございます。こ

れは平成22年度より進めております理系学舎整備事業にかかる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延べ払いを行うこととなるものでございま

す。一方で、主な減要因といたしましては、有形固定資産の建物等のほうで７億円

の減がございます。これは理系学舎完成に伴う供用開始がございました。供用開始

によりまして、固定資産の建物等では12億4,000万円の増加要素があったものの、一

方で減価償却のほうでは24億3,000万円となりましたことなどによりまして、トータ

ルでは７億円の減となったものでございます。なお、先ほどからお話ししています
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平成22年度より進めておりました理系学舎の整備事業ですけれども、平成27年、今

年の３月に全て完成いたしております。理系学舎整備事業につきましては、同じ資

料の16ページに教育分野の取組ということでご紹介させていただいておりますので、

またそちらのほうもご覧になっていただけたらと存じます。 

 ７ページに戻りますと、次に負債の部でございます。真ん中の表でございますけ

れども、負債の総額は445億円でございまして、平成25年度の405億円に比べて40億

円の増となりました。主な増要素を申し上げますと、先ほど申し上げました理系学

舎整備における将来返済分等である長期未払金、20億円の増や病院情報システム機

器にかかる長期リース債務、こちらのほうが16億6,000万円の増でございました。 

 続きまして、一番下の表、純資産の部に参ります。総額は932億円でございまして、

平成25年度の947億円に比べまして15億円の減となりました。主な減要素といたしま

しては、利益剰余金の減少によるものでございます。資本剰余金では施設整備によ

る資本剰余金が平成25年度より20億円の増加であることに対しまして、損益外減価

償却累計額が25年度よりマイナス24億円増加いたしまして、マイナスの284億円に上

っております。これは主に本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、施設整備の更新につきましては、市から財政的支援を前提としているもので

ございます。ただし、一方で市の財政状況が大変厳しい状況でございます。大学に

おきましては、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な整備

を進めていただいているところでございますけれども、これが大学運営における課

題となっておる状況でございます。また利益剰余金につきましては、95億円でござ

いまして、平成25年度の106億円に比べまして、11億円の減となりました。これは26

年度当期総利益が２億1,000万円と25年度より24億円減少したことに加えまして前中

期目標期間繰越積立金、52億円が13億5,000万円取り崩されました。39億円に減少い

たしましたことによるものでございます。先ほどご覧になっていただきました理系

学舎整備事業に関連する大学の担保につきましては、目的積立金事業の一環として

整備いたしております。 

 次に損益計算書の概要を６ページ目に沿ってご説明申し上げたいと存じます。詳

細につきましては、８ページ、９ページのほうでもお示ししておりますので、適宜

そちらのほうもご覧になっていただければと存じます。より実態を把握していただ

けますように、セグメント別、大学別・病院別で表示してございます。６ページ一

番下にございます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、当期

総利益４億円ございまして、平成25年度に比べて１億円の減となってございます。

これは経常費用の縮減に努めたものの、賞与の増加、退職者の増加によりまして退

職手当が増加したことによるものでございます。一方、病院セグメントにつきまし

ては、当期総損失２億円でございまして、平成25年度の21億円に比べて２億円と、

大幅な減となりました。これは病院収益が外来の一人当たり単価の増加などにより

まして、５億円増加しておりますものの一方で診療経費が医薬品等の増加、あるい

は診療材料費の増加、さらには減価償却費の増加によりまして、収益以上に診療経
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費が増加したことによるものでございます。 

 なお、資料２－２、決算報告書をご覧いただけますでしょうか。今申し上げまし

た損益計算書ベースではなく、減価償却費等を除きました決算報告書ベースで記載

してございます。こちらの資料の裏面に大体の病院セグメントのほうがございます。

こちらをご覧になっていただきますと、決算報告書ベースでの収支差は３億2,000万

円の収支差という形になってございます。収支悪化の要因となっておりますものに

つきましては、昨年度開設いたしましたＭｅｄＣｉｔｙ21の収益が検診、外来とも

に受診者数が当初見込みを低減したことで、２億4,000万円の損失が生じているとい

うことも一つ確かにございます。現在、附属病院におきましては収益確保に関して、

病床利用率増加に向けて病院長のガバナンスを強化いたしまして、病床の運用権限

を病院長に集約した新たな病床管理制度を平成27年４月から実施することとしまし

て、改善傾向にございます。また、経費節減に関しましては、医薬品、診療材料等

の使用実態を分析いたしまして、経費節減の取り組みを進めるべく関連部署からな

るプロジェクトチームを立ち上げてございます。また、先ほど申しましたＭｅｄＣ

ｉｔｙ21におきましても、受診者増加に向けて広報活動、営業活動を強化しており

ます。さらに外来のほうにおきましてもＭｅｄＣｉｔｙ21における外来部門のあり

方を検討する委員会を立ち上げておりまして、収益確保に向けた検討を進めるとと

もに人件費や診療材料費等の削減にも努めることといたしております。 

 以上、法人全体としての当期損利益につきましては、２億円ということになって

ございます。 

 続きまして、10ページのほうをご覧いただけますでしょうか。法人の資金の出入

りを示しますキャッシュ・フロー計算書につきまして、こちらのほうに掲載してご

ざいます。表の下から５行目にございますように平成26年度中の資金増減額はマイ

ナス約７億円でございます。資金期首残高が約72億円でございますので、資金期末

残高は約65億円となります。平成25年度の72億円に比べまして、７億円減となりま

したけれどもこれは原材料、商品、またはサービスの購入による支出でありますと

か、人件費が増加したこと、それから施設費による収入が減少したことなどにより

ます。 

 最後に行政サービス実施コスト計算書につきまして、ご説明申し上げます。同じ

10ページの下のほうになりますけれども、企業会計にはない収用表でございまして、

公立大学法人の業務運営に関して市民の負担にきせられる現在と、それから将来の

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

載されていますとおり、約173億円となります。平成25年度の122億円に比べまして、

51億円の増となっておりますけれども、これは平成25年度に比べまして自己収入が

８億円増加したものの、損益計算書上の費用が38億円増加したことに加えまして、

引当外退職給付増加見積額が、20億円増加したことなどによるものでございます。

これは平成25年度の引当外退職給付増加見積額が退職手当の支給率マイナス改定を

行った影響などによりまして減少しておりましたけれども、平成26年度におきまし
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ては、そういった減少要素がなかったことによりますものでございます。 

 財務諸表の説明につきましては、雑駁でございましたが以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

はい、ありがとうございました。内容の詳細についての審議は、次回の評価委員

会で行いたいと思います。 

 それでは時間の関係もございますし、大体予定していた議事は終了しましたので、

本日の審議はここまでとさせていただきたいと思いますがよろしいですか。特にご

意見、ございませんか。 

 それでは本日の議事はここまでといたします。事務局から何かありませんか。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 事務連絡させていただきたいと存じます。評価結果につきまして、本日原案と申

しますか、たたき台のほうお示しさせていただきました。次回、３回目の評価委員

会では評価結果の案ということで、お示しさせていただきまして、評価結果を確定

していただくことになります。次回の評価委員会でお示しする評価結果の案を作成

するにあたりまして、委員の皆様のご意見をお伺いさせていただきたいと存じます。

本日の議論を踏まえました案を早急に事務局で作成し、メールをもちまして照会を

させていただきたいと存じます。短い期間になって恐縮ですけれども、25日に事務

局から案のほうを送付させていただきますので、ご確認をいただきまして、８月31

日の月曜日までにご意見を頂戴できればと存じております。お忙しい中、大変恐縮

ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 最後に当法人より、本当に効果的な大学運営及び取組の強化を図っていく観点か

ら評価制度を活用いたしまして、ＰＤＣＡサイクルに沿った一層の取組の改善、あ

るいは改革といったことをさせていくのが肝要であろうというふうに思っておりま

す。法人といたしましては、本日いただきましたご指摘を踏まえまして、今後とも

改善に取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、本当に皆様方、ご協議いただきましたこと、お礼申し上げます。どうも

ありがとうございました。 

 

（楠本委員長） 

 それでは、大幅に時間がオーバーして申しわけありませんでしたが、本日の審議

はこれで終了いたします。 

 次回の委員会は９月７日、月曜日の14時30分から大阪市役所で開催いたします。 

 それでは皆様、本当にありがとうございました。 

 


