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平成28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28年７月12日（火）午後３時～午後４時50分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、桑原委員、竹村委員、田辺委員、馬場委員、眞下委員、 

宮本委員 

【大 学】井上理事兼副学長、櫻木理事兼副学長、藤井大学運営本部事務部長、 

赤井法人運営本部事務部長 川上大学改革・戦略担当部長、 

柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、石井大学改革・戦略課長、 

豊田ＭｅｄＣｉｔｙ２１運営課長 ほか 

【大阪市】小西大学支援担当部長、森山大学支援担当課長、 

西浦大学支援担当課長代理 ほか 

 

○開会 

（小西大学支援担当部長） 

それでは定刻となりましたので、始めさせていただきます。本日はお忙しい中お

集まりいただきまして、まことにありがとうございます。ただいまから、平成28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ます。 

 なお、本委員会は原則公開の取り扱いとなっておりまして、本日は傍聴者が２名

いらっしゃいます。 

 それでは早速ですが、楠本委員長、議事進行につきましてよろしくお願いいたし

ます。 

 

（楠本委員長）   

それでは、議事に入ってまいりたいと思います。 

 本日は、法人から井上理事長兼副学長と櫻木理事兼副学長のお二人に参加いただ

いております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の議題は、平成27年度業務実績評価についてです。事務局から評価の流れに

ついてご説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 評価の流れのご説明に先立ちまして、配布資料の確認をさせていただきます。 

 資料１、平成27年度業務実績報告書に関する各委員ご意見・法人回答というＡ３

のホッチキスどめの大きいものになります。これに別紙、ホッチキスどめでＡ４の

２枚ものがついております。 

 資料２はＡ４の横長の表、１枚ものです。平成27年度業務実績報告書における自
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己評価件数表でございます。 

 それから、参考資料１といたしまして、第二期中期目標期間における各年度終了

時の評価についてというＡ４のホッチキスどめ２枚ものです。 

 参考資料２といたしまして、Ａ３の大きい横長のもの、平成27年度の成果です。 

 あと、別冊といたしまして、平成27年度業務実績報告書をお手元にお配りしてお

ります。不足等ございませんでしょうか。 

 それでは、評価の流れについて簡単にご説明申し上げたいと存じます。 

 お手元の参考資料１をごらんになっていただけますでしょうか。 

 こちらにも記載しておりますけれども、評価は項目別評価と全体的評価がござい

ます。項目別評価につきましては、小項目評価と大項目評価がございまして、小項

目評価は法人の自己評価の妥当性を検証した上で行っていただくことになります。 

 大項目評価につきましては、５つの大きな項目ごとに小項目の評価を踏まえなが

ら、段階別評価を行うとともに、特筆すべき点や今後の取り組みにおける課題等に

つきまして、文章による意見付記などを行っていただくことになります。 

 この２つの項目別評価の結果を踏まえまして、法人が重点的に取り組んでいる事

項や、前年度までの指摘事項に対する取組状況などを勘案しながら、全体的評価を

行っていただくという流れになります。 

 スケジュールといたしましては、本日は、小項目に対する法人の自己評価につい

て、あらかじめ委員の皆様方から頂戴しております意見に対して、法人から回答さ

せていただきますので、自己評価が妥当かどうかを確認していただきたいと存じま

す。 

 次回予定しております８月の評価委員会では、法人役員の意見聴取を予定してお

りますので、自己評価の妥当性について疑義が残るものでありますとか、さらに法

人に詳しくお聞きになられたいというものがございましたら、再度ご確認いただき

ます。 

 ここまでで、小項目評価、それから大項目評価をおおむね確定させていただきま

して、事務局のほうから評価結果のたたき台、素案のほうのご提示を申し上げます。

あわせて、次回では、財務諸表のご説明も予定しております。 

 ９月の評価委員会では、７月、８月の評価委員会でのご議論を踏まえまして、評

価結果案を事務局からご提示させていただきまして、また財務評価のご承認に関し

ての意見具申を行っていただく予定となっております。 

 評価の流れ、スケジュールについては以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

評価の流れについてご説明をいただきました。 

 本日は、平成27年度業務実績に対する法人の自己評価に対して委員から意見をい

ただいておりまして、その意見の出ているものについて、中心に取り上げて、委員

会としての評価を検討してまいりたいと思います。 
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 評価の検討に入ります前に、平成27年度の業務実績についての概要を事務局から

ご説明いただきます。お願いします。 

 

（森山大学支援担当課長） 

平成27年度業務実績の概要につきまして、参考資料２の平成27年度の成果に沿っ

てご説明申し上げたいと存じます。 

 平成24年度から始まりました第二期中期計画におきまして、平成27年度は前半を

折り返した４カ年目となってございます。 

 平成29年度までの第二期中期計画期間６カ年をかけた目標達成を目指しまして、

前半３カ年に行ってまいりました取組を確立、充実させていくといった期間に入っ

ていっていると認識しております。 

 年度計画の取組項目といたしましては、平成27年度、81項目を掲げております。

平成27年度におきましても、引き続き重点３戦略といたしまして、１つ目、都市大

阪のシンクタンク、「都市化学」分野の教育・研究・社会貢献。２つ目、専門性の

高い社会人の育成。３つ目、国際力の強化。この３つを柱にして取り組んでまいり

ました。その重点３戦略の主な取組事項についてピックアップして概要のご説明と

かえさせていただきたいと存じます。 

 それでは、この資料の１番左端になります、都市大阪のシンクタンクの機能につ

きましてご説明申し上げたいと思います。 

 市大といたしましては、大阪市を始め広く社会、市民のシンクタンク拠点として

の機能強化を目指して取り組んでまいっております。 

 昨年度まで実施してまいりました、文科省の補助事業のＣＯＣ事業、地（知）の

拠点整備事業。これは自治体と連携しまして、全学的に地域を志向して教育・研

究・社会貢献を進める大学を支援して、地域コミュニティの中核的存在としての大

学の機能発揮を図ることを目的とした文科省事業ですが、これまでのＣＯＣ事業の

取組に引き続きまして、27年度はＣＯＣ＋事業に参画いたしました。関連いたしま

す和歌山県などとの連携協定の締結をしております。また、地域課題を解決する対

話の場といたしまして、ＣＲ（コミュニティ再生）テーブルワーキングやセミナー

を積極的に開催しております。また本市、大阪市職員人材開発センターの職員研修

への実施協力を行うなど、行政のシンクタンクとしての機能強化を図ってきており

ます。 

 続きまして、中ほどやや上の、都市科学研究分野での産学官連携の強化に向けた

取組でございます。まず都市研究プラザにおきましては、平成26年度に文科省から

共同利用・共同研究拠点の取組として認定を受けた、先端的都市研究拠点事業を展

開いたしました。全国の研究者が、自治体の保有する資源を活用して取り組む共同

研究プロジェクトについて、実施してまいっております。 

 複合先端研究機構、人工光合成研究センターにおきましては、人工光合成系を用

いたエタノール生成に関する研究の開発成果につきまして、プレスリリースを行う
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とともに、企業との共同研究も進めておりまして、次世代エネルギー研究における

国内外との連携を進化させてまいっております。 

 引き続きまして、都市防災研究の分野におきましては、平成26年度に設立いたし

ました、全学的な文理融合の組織、都市防災教育研究センターにおきまして、ＪＳ

Ｔに採択された公立大学防災センター連携による地区防災教室ネットワーク事業の

一環といたしまして、兵庫県立大学、大阪府立大学等とともに、公立大学防災セン

ター連携会議を組織し、大阪市内の各地区におきまして、防災セミナーや出張講義

を開催するなど、一層の都市防災研究の推進や分野横断的な教育研究体制の構築を

図っております。 

 次に、専門性の高い社会人の育成についてご説明申し上げます。 

 従来から引き続きまして、若手研究者・女性研究者の支援、それから社会人教育

の取組を推進しております。 

 若手研究者支援につきましては、文科省補助事業のポストドクター・キャリア開

発事業を継続して行ってまいりました。特別養成研究員として、ポストドクターを

雇用し、養成いたしまして、企業などへの長期インターンシップの派遣を行うなど、

企業への就職につなげております。テニュアトラック普及・定着事業につきまして

は、テニュアトラック教員による研究内容の報告あるいは学外評価委員によります

年次活動評価を実施いたしまして、それをフィードバックすることにより、研究の

支援を行ってまいっております。女性研究者支援につきましては、相談窓口の開設、

メンター制度、保育サポート制度の創設など、出産・育児・介護といったライフイ

ベントを抱える女性研究者のサポート体制の推進を図るとともに、女性教員の採用

に対しましてインセンティブ経費を付与するなど、女性研究者の研究活動を支援す

る仕組みづくりに努めております。 

 続きまして、国際力強化についてでございます。 

 留学生の受け入れに関しましては、留学生外国政府推薦入試の実施あるいは国内

外での留学生向け入試説明会への参加、アメリカのウィーバー州立大学からの短期

日本語研修プログラムの実施などを通じまして、年間留学生総数は着実な増加を見

せております。 

 市大生の留学につきましては、留学フェアを開催いたしまして、留学に係る説明

会の実施や、あるいは学内での国際的イベントを実施するほか、はばたけ夢基金海

外留学支援金事業によりまして、平成26年度の121名を上回る152名の海外留学の支

援を実施するなど、海外への留学促進を図っております。短期の海外研修参加学生

数も増加しております。そのほか、グローバル人材の育成の取組といたしまして、

平成27年度からグローバルコミュニケーション副専攻を開始しており、国際化に向

けた教育プログラムの充実を図りました。また、平成28年４月からのグローバルビ

レッジの開設に向けた準備にも積極的に取り組んでおります。それ以外にも国際広

報計画を策定いたしまして、国際的な広報活動の実施にも努めておるところでござ

います。 
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 また、今申し上げました重点３戦略をはじめとする、各取組の着実な実施を支え

ていくために、平成24年度に策定いたしました大学改革プランに基づきまして、引

き続き大学における経営改革、大学改革に取り組んでまいっております。この資料

でいきますと、下の枠組みになります。 

 学長を補佐する機関といたしまして、４月に教育研究戦略機構を設置いたしまし

て、学長のリーダーシップのさらなる強化に努めてまいりました。また人事計画策

定会議を設置いたしまして、学長によります各研究院長のヒアリングを実施し、全

学的な視点から平成28年度の教員人事方針を作成いたしまして、同方針に沿った、

教員人事を推進しております。 

 なお、平成27年度におきましては、大学評価・学位授与機構によります大学機関

別認証評価、それから大学機関別選択評価を受けておりまして、それぞれ「評価基

準を満たしている」、「目的の達成状況が良好」との結果を得ております。 

 平成27年度の成果報告の概要は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。参考資料２に基づいて、重点戦略等の成果の概要と大

学の経営改革の全体像についてご説明いただきました。 

 それでは、以上のことも踏まえて、評価の具体的な検討に入ってまいりたいと思

います。 

 資料１、横長の大きいものです。平成27年度業務実績報告書に関する各委員ご意

見・法人回答というものがございますが、これにはあらかじめ各委員の方々からい

ただいたご意見とご質問がまとめられています。 

 それでは、この資料について事務局からご説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長）  

あらかじめ委員の皆様から頂戴いたしましたご意見につきまして、事務局のほう

で３つに区分させていただいております。 

 まず１つ目は、資料１ページ目から始まります（１）法人の自己評価にかかわる

ご意見・ご質問として、いただいたご意見の中で法人の自己評価に直接かかわるで

あろうと見受けられるご意見をまとめてございます。 

 ２つ目は、９ページ目から始まります（２）法人の自己評価以外にかかわるご意

見・ご質問といたしまして、自己評価には直接かかわるものではないと思われるも

のを９ページから12ページにまとめてございます。 

 ３つ目は、17ページ、18ページにまとめておりますが、法人に回答を求めるもの

ではなく、ご意見としていただきましたものを、（３）法人の自己評価以外にかか

わるご意見としてまとめさせていただきました。 

 いただきましたご意見につきましては、本来でしたら全てについてこの場でこの

ペーパーでの回答と合わせまして、法人から改めて回答の説明をさせていただくの
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が望ましいかとは存じますが、ご審議いただく時間も限りございますので、まずは

法人の自己評価に直接かかわるのではないかと思われる、１番目の法人の自己評価

にかかわるご意見・ご質問につきましてご審議いただきたく存じます。 

 そのあとのお時間で、２番目の法人の自己評価以外にかかわるご意見・ご質問に

ついてご審議を進めていただければと考えております。 

 資料の見方、構成でございますけれども、例えば３ページ目をごらんになってい

ただけますでしょうか。 

 左から項目番号、それから中期計画、年度計画、取組実績、法人の自己評価、法

人の判断根拠と記載してございますが、ここまでは別冊にあります業務実績報告書

からそのまま転記したものでございます。その右に、委員の皆様方から頂戴いたし

ましたご意見、ご質問、１番右端には法人からの回答をお示しさせていただいてお

ります。 

 資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

ありがとうございました。あらかじめ皆さんからご意見をいただいた項目につい

て、法人からの回答が載った資料のご説明をいただきました。 

 それでは、ご質問のうち、今説明のありました１番目の法人の自己評価にかかわ

るものについて、法人からの回答を踏まえて、法人の自己評価が妥当かどうかとい

うことをこの委員会として検討していくことといたします。 

 １番目に相当するものが全部で12項目ありますので、数の上から半分に分けた６

項目について法人から説明していただいたのち、意見交換を行ってまいりたいと思

います。 

 それでは、法人のほうから最初の６項目について、お願いします。 

 

（井上理事兼副学長）  

副学長を務めております井上と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私

のほうから最初に回答させていただきます。 

 回答に際しまして、先ほどの資料の説明にもございましたけれども、委員からの

ご意見、そして法人からの回答というのが２列に記載されておりますので、それを

もとに回答をさせていただきます。 

 まず１ページ目、全体にかかわる項目でございますけれども、そこをご覧いただ

きますと委員からのご意見が右から２列目のところにございます。ここでは平成27

年度は中期計画の４年目にあたり、多くの項目についておおむね着実な成果が上が

っているということで、改めてこういう評価をいただいたことに対してお礼を申し

上げたいと思います。関連いたしまして、法人の評価自体が全体としてつつましい

ものになっているのではないかということで、評価Ⅲとされているもので評価Ⅳと

してもよいと思われるものが幾つかあるのではないかということです。具体的には
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項目の１、３、６が達成水準100％を上回っているのではないかというご指摘でござ

います。 

 この点につきましては、多分野にまたがりますけれども、各学部での取組実績、

評価を集約いたしまして、学内委員会で検討した結果、Ⅲの自己評価が妥当ではな

いかという結論に落ちついておりますが、項目の１、３、６の個別の評価につきま

しては、それぞれの解答欄に記載しておりますので、あとでそれぞれの項目ごとに

回答させていただければと思います。 

 続きまして、今の全体評価にかかわるところでございますけれども、次の２ペー

ジにまず項目番号１がございます。そこを見ていただきますと、入試広報について

記載がございます。委員からのご意見、ご指摘は、達成水準が100％をかなり上回っ

ているので、評価Ⅳにしてもいいのではないかということでございます。また、非

常に活発な活動が行われているということで、オープンキャンパス来場者のアンケ

ートの実施と解析、そして改善への取組が充実しており、参加者の満足度が高く、

これも全体としてはⅢ評価よりは上のように見受けられるということです。そして、

オープンキャンパスでは各部局でさまざまな企画があるようだが、運営主体はどの

ようなものであり、大学全体としての調整を行われているのか、最後に、それぞれ

の取組が受験生の増加につながっているのかというご質問でございます。 

 まず、評価にかかわるところでございますけれども、入試広報につきましては、

大学及び各学部がさまざまな取組を継続的に行っており、平成27年度もこれまでの

取組の延長であると自己評価した結果、Ⅲの自己評価としたということでございま

す。確かにそれぞれの達成水準を見比べてみますと、実績が143％、126％とかなり

上回っているわけでございますけれども、あくまでこれまでの取組の延長というと

ころで、特に際立った取組とは評価しておらず、自己評価はⅢということにさせて

いただいています。 

 それから、各企画につきましては、各学部や各部署で立案、運営を行っておりま

して、全体として入試室が企画全体の取りまとめや使用教室、他部署からの応援人

員の調整を行っております。そしてまた、各企画内容や実施時間、受付方法、告知

方法等については、入試実施委員会、入試推進本部会議において審議を行っており

ますが、本年度の入試につきましては、現在文科省のほうで進めている高大接続入

試への対応であるとか、その一環として多様な入試であるとか、これから検討しな

ければいけない課題も多くございますので、学長のガバナンスの下できっちりと入

試実施体制をつくるということで、本年度から入試推進本部会議というのをつくっ

ております。その下に入試実施委員会も位置づけられておりますが、ダブルチェッ

クがきちんとできるような体制にしたという変化もあわせてご報告いたします。 

 それから、最後のご質問につきまして、受験生の増加につながっているのかどう

かということでございますが、オープンキャンパスへの参加者が２万人を超えてお

りまして、受験希望者や保護者等への広報活動としては有効であると考えておりま

す。そしてまた、参加者へのアンケートにおいても満足度が88.4％であり、本学へ
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の志望意欲が高まった等の感想も多く、本学の受験につながっているものと考えて

おります。 

 引き続きまして、項目番号３番に移らせていただきます。これは、中期計画にお

ける留学生の確保と教育及び支援ということでございます。委員からのこの項目に

関するご意見を改めて確認させていただきますと、達成水準が100％をかなり上回っ

ており、具体的には年間留学生総数が113％ということで、その数値から見ますと、

評価をⅣにしてもよいのではないかということでございます。これにつきましては、

法人からの回答を見ていただきますと、ご意見のとおりではございますけれども、

前年比で見ますと、102％増ということでございまして、それらの数値的なところも

踏まえまして、総合的に判断した結果としてⅢの自己評価が妥当であると判断して

おります。 

 そして２つ目のご意見として、留学生が年々増加しているが寮やホームステイ先

などの宿泊場所や生活面をサポートする日本人スタッフなど、受け入れ態勢は万全

になっているのかというご質問でございます。この数年、グローバル化、国際化と

いうことを目指しておりますけれども、その中で常に課題としてきた問題でありま

して、年々少しずつ改善してきてはおります。留学生の増加に対する対応として、

国際交流宿舎に併設する教職員公舎が堺市の上野芝にありますが、この教職員公舎

の一部を留学生用に転用しております。シングル６室、ファミリー２室でございま

すが、２室を追加いたしまして、合計29室とするとともに並行して周辺の公的宿舎、

例えば大阪国際交流センター等でございますが、これらとも協力関係をつくり上げ

てきています。また外国人研究者等向けのゲストハウスにつきましても、交換留学

生による使用を可能なように規則を改めておりますが、まだ不足しているというの

が現状でございまして、宿舎を補完する施策の１つとして、平成28年３月から登録

制ホストファミリー制度を開始いたしております。本年度の３月に始まったばかり

なのですが、現在８つの家族にご登録いただいておりまして、これから順次拡大を

図っていきたいと考えております。 

 また生活面のサポート等につきましては、平成27年度に係長を配置し、平成28年

度は国際交流室として事務組織を独立させるということを行っておりまして、その

中で英語、スペイン語、ポルトガル語、中国語を話せるスタッフを１名増員して、

対応にあたっているところでございます。 

 今後も宿舎であるとか、サポートを充実させていく必要があるということは、大

学としても非常に強く認識しておりまして、いろんな場でこれから検討し実施して

いきたいと考えております。 

 次に６番の項目でございますが、これはキャリア支援に関するものでございます。

キャリア支援につきましては、左のほうの取組実績とか自己評価の判断根拠を見て

いただきますとわかりますように、大学全体としてキャリアデザインの科目を設け

るとともに、各学部で、例えば商学部のインタラクティブ型キャリア教育であると

か、かなり目標を達成している、あるいは100％以上を上回っているという数値があ



－9－ 

り、そういう点におきましては、委員からのご指摘のように評価Ⅳにしても可であ

るという判断もできるわけですけれども、大学の取組、そして各学部の取組につき

ましても、まだそれぞれの取組を始めたばかりで初期導入の段階であります。今後

さらに大学、そして部局の取組を進めていく必要がございますので、現状ではⅢの

評価ということでございます。特にこれから、学生への浸透度も含めて改善の余地

があるということでございます。 

 次に項目番号７番でございますが、こちらは大学院教育についてでございます。

ここでは大学院の共通科目のことがご質問の中に上がっております。共通科目とし

て「技術経営者特論」と「学問・大学と社会」という２つの科目を開設しているが、

その理由は何かというご質問でございます。また全学の大学院生にとって、重要と

考えられた理由は何かということでございます。 

 右側の法人からの回答を見ていただきますと、具体的には大学院のあり方を全学

的に検討するとしており、平成25年度の末から検討を始めております。そういう中

で、これは本学だけに限りませんけれども、大学院をめぐる状況、環境というのが、

かなり大きく変わってきております。求められる人間像であるとか、能力、資質に

ついて、また大学院の社会的評価が低迷していることであるとか、それから大学そ

のものの変化、将来の大学教員への準備の必要性等々でございます。またこれも最

近よく注視されておりますように、大学院を終えた学生、大学院修了者の就職状況

がどの大学でも低迷しておりまして、本学においても同じ課題に直面しております。

それに伴いまして、博士課程に進学する学生が減少しているというような状況もご

ざいます。 

 それら問題は多岐に渡っておるわけでございますけれども、本学として大学院の

あり方を根本的に変える必要があるということで、検討を始めているわけでござい

ますが、その中の一環として、大学院修了後の多様なキャリアに対応できる学生の

育成のために、大学院共通科目の枠組を、平成27年度から創設したということでご

ざいます。順次、キャリア形成、グローバルコミュニケーション、そして研究者倫

理などについて、総合大学としてのメリットを生かした共通教育を展開していくと

いうことを今後の課題として展望してございますが、まずポストドクター・キャリ

ア開発事業の産業牽引型博士人材を育成するために、技術経営者特論というのを開

講しております。そしてまた、個別研究で実施されておりましたプレＦＤ、大学院

生やポスドク生向けの大学教員となる準備教育でございますが、このプレＦＤの取

組も割と早い段階から既に学内に存在しておりまして、それらで開発され、蓄積さ

れたコンテンツや、教育ノウハウを生かした形でキャリア形成系科目から立ち上げ

て、多様なキャリア形成を目指す、促す２科目を、現在あくまで試行という位置づ

けでございますが、試行科目として提供したということでございます。 

 先ほど述べさせていただきました、大学院をめぐるいろんな環境変化、それから

就職進路状況などの状況からも、これらの教育が全学院生にとって重要であると判

断しておるところでございます。 
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もう１つご質問がございまして、受講生はどの程度だったかということと、受講

生からの評価についてです。この点につきましては、資料１の別紙をごらんくださ

い。担当部門に改めて調べていただきました。大学院共通科目の受講状況と受講生

からの評価という見出しがついているものでございますが、その１のところに平成

27年度の受講状況ということで、「技術経営特論」これは講義科目でございますが、

これは受講者数が合計26名ということで、ご質問の中に研究科別及び学年というこ

とがございますが、それもご覧のとおりです。 

 そしてもう１つの「学問・大学と社会」、副題として「大学院キャリア形成論」

とついておりますが、これは演習科目でございまして、演習ですので、双方での議

論であるとか読解であるとか、かなり負担の多い科目です。登録者が８名でござい

ましたが、実際に受講を続けたのは２名ということでございます。内訳としては、

経営学と創造都市研究科のＭ１とＭ２の学生が１人ずつという結果になっておりま

す。まだ開始したばかりですので、やや周知も足りないかなというところが数字に

あらわれていると思います。 

それから受講生からの評価につきましては、同じ資料１の別紙の２番目の項目に

上がっております。「技術経営特論」につきましては、これはレポートを最後の授

業で出させておりまして、その主なポイントを抜き出しております。その中で志で

あるとか、社会貢献であるとか、グローバル人材といったようなところに言及がご

ざいますけれども、ともに有効であったというような回答がそこで出されておりま

す。それともう１つの演習科目の「学問・大学と社会」につきましては、これは授

業アンケートを行っております。１から４まで４つの項目を設けておりますけれど

も、それにつきましてそれぞれ４段階評価を行っておりますが、３．５ポイントの

評価が２項目、４ポイントの項目が２ポイントということで、非常に有益であった

ということでございます。 

 院生の質の変化であるとか、あるいは出口なんかを考えますと、大学院教育その

ものを見直す必要を現在感じておりまして、実際、学内に大学院教育を検討するワ

ーキングを設けておりますので、その中で改めてどういうような共通教育が必要に

なるかということを検討しまして、今後どういう形での科目を提供していくかとい

うことを試案として出して実施していきたいというふうに思っております。 

 続きまして、次のページ、項目番号14番、グローバル人材の育成についてでござ

います。いろいろな授業を行っておりますけれども、委員からのご意見として、そ

れぞれの授業について数値目標を大きく上回った結果、Ⅳの自己評価となっている

けれども、判断根拠としてその努力内容や意義について教えてほしいということが

１つ。もう１つは、今後についても、このレベルの活動が維持できるか、あるいは

もっと取組を進めることが可能と考えているかどうかということもお尋ねでござい

ます。 

 まず前者のご質問につきましては、これは各学部での取組実績を書き出してござ

います。それぞれの評価というものを集約いたしまして、学内委員会で検討した結
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果として、これは特にすぐれているということでⅣの自己評価でよいのではないか

という結論に達しております。 

 そして２つ目として、特に全学レベルでは副専攻のことを出しております。グロ

ーバルコミュニケーション副専攻を新たに開設し、国際化に向けた教育プログラム

を充実させたことに大きな意義があると考えております。 

 副専攻につきましてはもう１つ、地域志向系科目ということで、ＣＲ副専攻とい

うのをつくっております。国際化と地域志向の両局面から、特に本学の特徴となる

ような各専門を超えた知識を身につけられるような、そういう学生を養成したいと

いうことで、この副専攻を充実させるために、教務委員会の中に副専攻運営委員会

というのをつくりまして、これらの副専攻についてはかなり定着してきたかなとい

うふうに考えております。 

この副専攻制度につきましては、今後もさらに大きく展開していきたいと思いま

すが、１つはやはり量的拡充というのが１つの課題でありまして、グローバル人材

育成の上でより多くの学生がこの副専攻制度の提供科目といいますか、このコース

を受講することを期待しております。 

 次に23番目の項目、学生の留学支援についてでございます。委員からのご意見は、

学生の留学支援についてはかなり成果が上がっているというふうに見受けられるの

で、これも評価はⅣでもよいのではないかということでございます。これにつきま

しては、右側の回答のところに書き出しておりますけれども、年度計画の達成水準

に対しては、確かにご意見のとおりでございます。左側の自己評価の判断根拠を見

ていただきますと、短期海外研修プログラムの参加者数は192％ということで、達成

水準に対して確かに大きく数値を上げているところでございますが、これも前年比

で見ますと５％増ということでありまして、ほかの要素も鑑みて総合的に判断いた

しまして、Ⅲの自己評価とした次第でございます。 

 それから、短期留学生の数が年々増加しているようだけれども、どのあたりを適

当な水準と考えているのか、経済的な裏づけについても聞きたいというご質問でご

ざいますが、外国語でのコミュニケーション能力、異文化理解・活用力を持つグロ

ーバル人材の育成の観点からいたしますと、海外留学・研修、留学生等との交流な

どの経験は非常に重要な要素となります。そういった面からすると、現在の短期留

学の学生数は満足できるものではなく、本学としては拡大期にあるものと考えてお

ります。そのため、適当な学生数の水準を設定する段階ではなく、経済的な支援の

拡大を図りつつ、短期留学生数を増加させていく段階であるということで、まだ発

展途上的な段階であるということでございます。 

 経済的な支援につきましては、平成27年度は本学の夢基金、それから各種外部資

金等などを活用いたしました。また各種奨学金とか給付金の情報提供などを行って

おり、例えば文科省の制度であるとか、その他のいろいろな奨学金というものも使

っております。以上です。 
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（楠本委員長） 

 前半の項目について資料に基づいて詳しくご説明いただきました。 以上のご説

明を受けて委員の皆様から、ご意見があればお願いしたいと思います。 

 はじめのほうに、目標よりもずっと達成度が高いのでⅣ評価でもいいのではない

かとのご意見のある項目がありました。入試広報、それから留学生の確保、キャリ

ア支援等いずれもⅣ評価でもいいのではないかということでした。 

 今ご説明あったことについて、さらに聞きたいという項目があれば、遠慮なくご

発言いただけたらと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（宮本委員） 

大学院共通科目について「技術経営特論」も、それから「学問・大学と社会」も、

受けている受講生の研究科が偏っていますよね。 

 

（井上理事兼副学長） 

 はい。そうですね。 

 

（宮本委員） 

これはそういう想定だったんでしょうか。全学の共通科目ということですが。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

研究のほうも関係しておりますので、私からお答えさせていただきます。回答に

もございますように、これは文科省の支援事業でありますポストドクター・キャリ

ア開発事業の一環としても開講しておりまして、これは本学と大阪府立大学、兵庫

県立大学の３大学が合同で行っておる事業でございます。ポストドクター・キャリ

ア開発事業自身はポスドクの方のキャリア形成、企業へのキャリアのパスをという

ことですが、それの一環で大学院の共通授業も開講しており、それを府立大学と市

立大学と兵庫県立大学の３大学をオンラインで結んで受講するという形に取り組ん

でおります。 

 この事業は本学では工学研究科だけがこのポスドクの事業に参画しておりますの

で、受講生はあまり多くないのですが、府立大学のほうでも同時にオンラインで受

講する、兵庫県立大学、逆に府立大学で開講されている授業を今度は本学のほうで

受講するというような形もしておりますので、実際の受講生はもう少しオンライン

を通して広がっています。ただ、本学の部分も周知が足りないということで、この

４月に私が理事兼副学長を担当しまして、これは本当にもったいないということな

ので、各研究科長の皆様方に再度何とか周知をお願いして、今年度は後期にこれが

ございますので、後期はもう少したくさん、工学研究科だけじゃなくて、主に理科

系ですけれども、大学院生に多く参加、受講するようにと呼びかけを今していると

ころでございます。 
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（宮本委員） 

「技術経営特論」は理科系と経営学関係の学生向きではないかと思います。「学

問・大学と社会」は内容的には全学向けといえると思いますが、「演習」として開

講されたという点で、全学向けといえるかどうか。現に両科目とも受講している学

生の研究科に偏りがあります。その点で、全学共通科目設置の趣旨は果たされたか

どうか、疑問なのですが。  

 

（櫻木理事兼副学長） 

 そうですね。あまり研究科を限定したわけではないのですけども、「学問・大学

と社会」は演習科目でかなり夏季休暇中に集中的に行うということもありまして、

これもまた取組み方も含めて検討の余地があると思います。 

 

（宮本委員） 

 今後に期待します。 

 

（楠本委員長）  

受けた学生にとっては大変役に立つからいいのではないかと思うのですが、周知

の問題もありますね。 

 

（井上理事兼副学長） 

 博士課程教育リーディングプログラムのほうでも、受講生を募っておりまして、

その範囲を本年度から、理系だけじゃなくて文系のほうにも広げるということで、

順次拡大の方向ではございます。 

 

（楠本委員長）  

 ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。 

 入試広報などは随分力を入れられていて、成果も出ているようですし、これも拡

大していくとなかなか負担になるのではないかとも思いますが、オープンキャンパ

スとかの回数など、いいところまでいっているとお考えですか。 

 

（井上理事兼副学長） 

回数については、今のところ増やすということは考えておりません。現在、オー

プンキャンパスは１回のみの開催ですが、それで十分な成果が上がっていると判断

しております。ただ、かなり多くの方に来ていただいておりますので、収容しきれ

ないという問題がありまして、一部の学部におきましては、最初に申し込んでいた

だくという方式もとっております。 
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（楠本委員長）  

ほかいかがでしょうか。 

 それでは、次の残りの項目について、次は櫻木副学長にご説明いただけますか。

よろしくお願いします。 

 

（櫻木理事兼副学長） 

 主に研究、国際交流を担当しています、副学長の櫻木でございます。 

 ６ページの項目29のご質問についてご説明させていただきます。都市プラザの特

別研究員の採用に対して採用水準に達しなかったということだが、応募数も平成22

年以来減少傾向にある、これは採用数が減ったことで応募者数が減少したのかとい

うご質問でございます。この都市プラザの特別研究員の事業は、もともと平成22年

度以前というのは、Ｇ－ＣＯＥの補助金が潤沢にございまして、そのころには募集

人数も多く、また採用された場合の給与とか研究費等の待遇も現在に比べかなりよ

かった状態でございました。そのために応募数もかなり多くございました。そのＧ

－ＣＯＥのプロジェクトが終了した平成22年度以降も、都市プラザの固有の財源だ

けでは特別研究の雇用が困難ですので、いろんな外部資金を確保することに努めて

特別研究員を雇用しているという状況でございますけども、それでもなお以前ほど

の多くの予算を獲得する、確保するというのはなかなか難しい状況もございます。

そのために募集人員自体をある程度減らさざるを得ないということと、採用された

場合の待遇も、以前の国からの資金があるときに比べると、それほど待遇がいいと

いう形にはできず、見直しも行ったということもございまして、このような結果に

なっておりますけれども、引き続きこういう外部資金の獲得に努力をしております

ので、そういうものを通じて、さらに充実を図っていきたいとは思っております。 

 続きまして、６ページの下段でございますが、41の項目で、これは市民講座につ

いてのご質問でございます。これにつきましては、数値目標を大きく上回った結果、

Ⅳの評価であるが、判断根拠としてその努力内容や意義について教えてほしいとい

うご質問でございます。理学部附属植物園ですが、その植物園の役割について、大

阪府市との連携、市民参加イベントなどが中期計画に盛り込まれておりまして、そ

れについてのふさわしい成果が上がっていることは評価できる、しかし植物園は観

光施設ではなく、市大の教育研究施設として設置されているものですから、その教

育研究上どのような成果を上げられているかというご質問でございます。 

 もちろん理学部附属植物園は、大学の教育研究施設であることは言うまでもなく、

それが第一義でございますので、その成果を研究・教育をベースにして、社会に還

元していくということによって、大阪市あるいは近隣の地区の住民の方にも貢献し

ていくことが、公立大学としての重要な役割であると考えてございます。 

 その上で、植物園の改革検討委員会というのがございまして、「森の植物園」に

特化する、情報発信を徹底する、あるいは業務運営体制の抜本的な見直しを行う等

の改革の方向性を委員会として出しておりますけども、その実現に向けて附属植物
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園の運営委員会を設置し、あるいは熱帯植物管理用の温室を廃止する、あるいは業

務運営体制の見直し等を行うなど、いろいろな改革を行っております。 

 植物園ではいろんな研究を行っておりますが、主なものをあげますと、植物の環

境応答とか光応答、制御、あるいは花の色と形の分子生物学の研究、あるいは植物

の多様性と適応進化などがあります。特にこの多様性ということにつきましては、

全国的に見ても非常に多様な植物、貴重な植物を保有または研究しているという特

徴がございます。 

 そういうものを教育あるいは研究として行っておりますけども、その成果の発表

として、取組実績にあげておりますように、主なものとしましては、先ほどの都市

プラザと共催で「生きている化石 メタセコイアの系譜」と題する講演会とか、国

際ネットワークに関係した講演会等を植物園で実施しております。それから「都市

と森の共生をめざす研究会」、これは市大の教員が主体となった研究会で、植物園

を利用した環境研究の成果を出版物として発表するなど、また28年度ですけれども、

都市緑化を主題とした大阪市立大学の国際シンポジウムを、園長が代表として開催

する予定になっております。こういう研究・教育をベースにして、その成果を地域

社会に発信するという活動を非常に多く行っているというのが、実態でございます。 

 続きまして、７ページ項目48です。 

 これは、特許出願等に関する項目で、この特許出願の数が少なくなっているがこ

れはシーズがないからなのか、それともシーズはあるが掘り起こしができていない

からなのか、そもそもの分母になるシーズを増やす努力が必要であるというご指摘

をいただいております。さらに、大学のスケールとか研究者の数にもよると思われ

るが、府立大学や同規模の他大学の状況はというご質問でございます。 

 特許の出願及びその大学継承等に関しましては、確かに当初の中期計画に盛り込

んでいる年間80件から120件という目標に比べますと、下回っておりますが、これは

特許の進歩性・新規性というもの、実用化できる研究成果かどうかということの判

断が重要で、それを法人の継承の段階でかなり精査をしまして、それを評価してお

ります。それと、本学の研究は基礎研究が多いために、実用化して特許出願に適し

ていない研究というものが数多くございますので、シーズ自体は本当に多くござい

ますけれども、そのうちの基礎研究の占める割合も相当あるということがございま

す。それから、中期計画作成時の平成23年度の特許出願数ですけれども、他大学の

例として、府立大学が128件、それから同規模の国立大学の山口大学97件、三重大学

77件と、そのぐらいの規模を参考にしまして、本学の規模では80から120件の出願は

可能と判断しておりましたけれども、平成26年度、府立大学は94件と減少しており

ます。出願件数を増加するということ自体は費用もかなりかかりますし、予算的に

も問題がございますので、むしろ実用に適した質の方向に転換を図っているという

のが現在の状況でございます。他大学もそのような方向転換というものを図られて

おりまして、本学も同様の考え方で、平成27年度から特許の件数での競争を図るよ

りも、出願の質を重視した戦略に転換をしたために、結果的に出願数あるいは活用
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件数が減少しているというのが現状でございます。 

 

（柏村事務部長） 

  医学部・附属病院事務部長の柏村でございます。54番以下をご説明させていた

だきます。 

 まず54番ですけれども、地域がん診療連携拠点病院として体制強化を図るととも

に、がんの新たな診断法、治療法の開発を推進し、診断及び治療効果の向上を図る

ということで、本院で目標としておりました数値目標を大きく上回ったということ

で、自己評価としてⅣをつけさせていただいております。 

 それに対しまして、記載の中で緩和ケア研修会についての記述について、あと、

がん医療ネットワーク協議会を主宰・指導する立場について、これについての取組

についての記述をということでございます。 

 緩和ケア研修会につきましては、27年度本院での自院主催を一回開催したところ

でございます。ただ、今年度につきましては、府下受講率向上を目指しまして、受

講者も、27年度は一回40名にとどまったわけですが、今年度は60名に増やしまして、

年６回の開催を予定しておるところでございます。 

 次に、がん診療連携ネットワーク協議会についてですけれども、こちら大阪市域

の医療圏につきましては、非常に多くのがん診療拠点病院がございます。22の指定

のうち、国指定の病院が５病院となっておりまして、大阪市の医療圏を東西南北の

ブロック４つに分けまして、それぞれエリア分けのもと、ブロック運営を行ってお

るところでございます。本院の場合、南ブロック担当ということで、大阪府の府立

急性期・総合医療センターとともに、国指定の機関２病院の中で運営を行っており

ます。とはいえ、市内で唯一の大学病院ということもありますので、大学病院とし

ての果たす役割というものを勘案しながら、特に府立急性期・総合医療センターと

連携を図りながら、今後とも連携協議会については主催・開催していきたいと考え

ておるところでございます。 

 次に、57番の危機対応能力を備えた医師の育成についての項目でございます。こ

ちら、さまざまなトレーニングコースへの参加者が、人数的に少ないのではないか

というご指摘と、あと院内の災害訓練への医師の参加が、27年度９名というのは少

ないのではないかというご指摘でございます。 

 ここに書いておりますＡＴＯＭコースというものは、本院の危機救命センターが

行っている研修ですが、こちら豚を用いました外傷外科トレーニングコースという

ことで、一回３名を上限に研修を行いまして、一回の研修にとどまったところでご

ざいます。次のＭＩＭＭＳ、ＨＭＩＭＭＳの受講でございますが、こちらのほうは

外部の一般社団法人が開催しております講習でして、非常に人気の高い講習であり

ますことから、本院からの受講者はこれだけの人数にとどまったという状況でござ

いまして、もっと行きたいとおっしゃる方はおられるのですが、参加は抽選になり

ますので、この人数にとどまったということでございます。 
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 次に、危機対応能力育成プログラムの参加者が５名と、極めて少ないということ

でございます。こちらは本院の救急救命センターがやっておりますプログラムでし

て、確かに５名という少ない数にとどまっておりますので、今年度各医局への啓発

を含めまして、さらなる参加者をということで呼びかけを行い、増員を目指してい

きたいと考えております。 

 次に危機対応訓練でございますけれども、毎年院内で災害訓練をしておるわけで

ございますが、従来、総合訓練ということで、医師50名程度の参加により訓練を行

ってきておりました。平成26年度に総合訓練を行った際に、本部の機能のエリアに

つきまして少し対応不足であるという反省点をもとに、27年度については本部訓練

という形で特化した形の訓練を行いました結果として、９名の参加体制になったと

いうことでございました。決して、医師の危機意識が薄いからこの人数にとどまっ

たという状況ではありません。また28年度につきましては、改めて総合訓練を行い

ますので、参加人数についてはもっと伸びるということになっております。 

 次に58番のＭｅｄＣｉｔｙについてですけれども、今後どのような宣伝・広報、

営業活動を行っていくのかというご指摘でございます。こちらは平成26年の開設以

降、非常に厳しい経営が続いてきておるところでございますけれども、年々受診者

数につきましては倍増の伸びを示しておりまして、今年度に入ってからはさらに受

診者数が伸びてきております。この６月、７月の人間ドックの受診者数はいずれも

1,000人を超える規模の受診を見ておりまして、今後ともこの数字が推移するものと

見ております。さらなる受診率の向上に向けまして、頑張っていきたいと考えてお

ります。 

 お手元の資料１の別紙の最後から２枚目のページになりますが、ＭｅｄＣｉｔｙ

２１の営業、広報、宣伝活動についてという資料をつけさせていただいております。 

こちらの28年度のところをごらんいただきたいのですが、契約済の健康保険組合等

は平成28年７月時点で301団体となっております。今後、健康保険組合のさらなる新

規開拓と、またその組合の中でも被保険者の多いところ、また契約はしていただい

ておるものの平成27年度には受診者の少なかったところを中心に強化して訪問しま

して、受診を促してまいりたいと考えております。 

 広報ですけれども、こちらに記載のものを行っていくわけですが、特に目新しい

ものとしましては、近鉄百貨店のシニアパスポートに載せていただきまして、つい

先月ですけれども、5,000部発行いただいております。また阪堺電車のラッピング広

告掲載が決まっておりまして、今年度末より２年間、阪堺電車にＭｅｄＣｉｔｙ２

１のラッピング広告車が走るということになっております。 

 あとはパンフレットをそれぞれ配布しておりまして、大きい３番のところですけ

れども、ダイレクトメールの積極実施ということで、リピーターを図るということ

で、既受診者に案内はがきを送付しまして、継続受診を獲得してまいりたいと考え

ております。 

 私のほうからは以上です。 
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（楠本委員長） 

 予定していた、後半のご説明をいただきました。特に病院については、これから

どうするかというご説明を詳しくいただいたように思います。 

 いかがでしょうか。先ほどに続いて、今のご説明についても、さらに質問とかコ

メントあればお願いしたいと思います。 

  

（竹村委員）  

 質問なのですが、ＭｅｄＣｉｔｙに関しては、年間検診受診者数の目標が１万

4,000人ですよね。この１万4,000人の根拠はどこにあるんでしょうか。 

 

（豊田ＭｅｄＣｉｔｙ２１運営課長） 

ＭｅｄＣｉｔｙ２１運営課長の豊田と申します。御存じのように３年前にオープ

ンいたしまして、やはり経費もかかっておりますことから、できるだけ早期の収支

均衡ということを考えまして、３年、４年ぐらいで何とか均衡したいということで、

高めの目標を設定したと聞いております。４年ぐらいで、収支均衡を目指した数字

だということでございます。以上です。 

 

（竹村委員） 

 そうなると３年目ですから、来年で収支が合わないとなかなか厳しいということ

になるのですか。 

 

（楠本委員長） 

 去年もその件数が議論になりました。周りの状況などもあり、宣伝がしにくいと

いうこともお聞きしたのですが、今年度はかなり件数が上がってきて、来年度は大

体このレベルに達しそうですか。 

 

（豊田ＭｅｄＣｉｔｙ２１運営課長） 

 実際には、ほかの健診施設に聞きますと、基本的には５年ぐらいはかかりますと

いう話は聞いておりますが、やはり経営というのを重視しまして、何とか頑張ろう

ということで、高い目標を立てております。高目ではございますが、営業努力もか

なりしておりまして、先ほど部長から言いましたように、とりあえず、１年目、２

年目、３年目とほぼ倍増しておりますので、何とか来年にはそれなりの数字をあげ

ていきたいと考えております。 

 

（楠本委員長） 

そういう数値的なことから見ると、評価がⅡというのもやむを得ないかと思いま

す。いかがでしょうか。 
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（眞下委員） 

 項目57のところですが、私、意見を述べさせていただいたのですが、私自身の理

解が十分でなかったところがございました。ＡＴＯＭコースの豚を用いたトレーニ

ング、これは大学でなければできない高度な技術を習得するためのコースというこ

とで、このあたりは大学として非常によくやられているなと思いましたし、それか

ら、この講習会とかセミナーとかいうようなところも、これも大学病院として必要

な指導的な立場の方が研修を受けておられるというようなところだと理解いたしま

した。そのあたり理解ができておらず、もう少し広がりがあるものかなと勘違いし

ておりましたが、非常によくやっておられるという評価です。 

 

（楠本委員長） 

 ほかはいかがでしょうか。 

 前半の方の項目では、目標の数値をかなり上回っているものがあるのでⅣ評価に

してはどうかというようご意見のものが複数あったのですが、大学としては、質的

にすごく進んだわけでもなく、昨年と比べて少し上がったぐらいなので、控え目に

Ⅲ評価にするというご判断をされているということですね。 

 最終的には委員会でⅢ評価やⅣ評価を決めるんですよね。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 最終的には委員会で決めていただきます。 

 今日はⅡ評価やⅢ評価と、大学が自己評価しておりますものについて、特に疑義

がある、評価を変えるべきではないかというように、大体の目算を立てていただけ

れば、ありがたく存じます。 

 

（楠本委員長） 

 評価を上げる場合と下げる場合と、両方あるかと思うのですが、年ごとにその基

準が変わるのはあまりよくないと思います。そういう視点で、考え方が昨年とあま

りかけ離れないよう議論した方がいいのではないかと思っています。 

特に皆さんのご意見で、Ⅲ評価としているがこれはいいのかというご意見がいく

つかありましたけど、そのご意見についてはどうですか。大学からの説明をお聞き

になって、特にもう少し聞きたいということがあれば。 

 

（馬場委員）  

オープンキャンパスのところですけれども、評価Ⅳにしてもいいのではないかと

いうご意見ですが、最後のところに受験生の増加につながっているのかというご質

問がありまして、それが受験生の増加につながっているのであれば、評価Ⅳにして

もいいのではないかと思います。ただそのデータがなければ、Ⅳ評価はちょっとと
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いう感じはします。 

 

（井上理事兼副学長）  

 特に受験生の増加につながったことをお示しするデータは用意しておりません。

全般的に受験生そのものがだんだん減少期に入っておりますけれども、その中でも

本学の場合は、倍率等これまでと遜色なく推移しております。こういう取組をした

から受験生が随分増えるかというと、そういうものでもないかと思います。 

 

（楠本委員長）  

大学に入学した学生について、いろいろアンケートをしておられますよね。オー

プンキャンパスに来たからどうとか、そういうところまで解析しないと、本当はど

うだったかというのはわからないわけですよね。そこまでのことは可能ですか。 

 

（井上理事兼副学長） 

入学した学生につきまして、オープンキャンパスに関するアンケートは行なって

おります。 

 

（楠本委員長）  

馬場委員、どうしましょうか。これは評価Ⅲのままでしょうか。 

 

（馬場委員） 

 データがなければ、評価を変える根拠がありませんので。 

 

（楠本委員長）  

 そうですね。 

何回やるっていうのをできたっていうことだけじゃなくて、そこまで見て評価す

るっていうのは、非常に丁寧でよろしいですね。 

 それから３番目の項目ですが、留学生をたくさん募集しておられて、それが充実

してきているのは非常にいいと思いますし、これも評価Ⅳにしてもいいのではない

かというご意見があります。私もちょっと気になっていたのですが、留学生が増え

てくると、特に事務方のほうのサポート体制がなかなか大変だと思うのですが、こ

れについては人の手当をしておられるわけですよね。 

 

（井上理事兼副学長） 

 回答の欄にも書きましたけども、国際センターという組織をつくり、学生にボラ

ンティアとして入ってもらって、その学生たちに、留学生の面倒をみてもらったり、

あるいは交流をお願いしているということもあり、その点では随分改善されてきて

いると考えております。 
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（楠本委員長） 

 委員の側からⅣ評価でもいいのではないかという意見が出ましたけども、大学側

としてはその前の年に比べての伸びがそんなに増えたわけでもないので、Ⅲ評価で

いいのではないかというご判断のようです。当初の目標値と、現実の値との差には

いろいろありますので、これはこういうことでいいということにしましょうか。 

回答のところに書いてありますけども、実際には、随分いろんな対応をされている

ので、これからますます進んでいきそうに見えますね。 

 知的財産の件は、去年も大分議論が出たのですが、そもそもシーズがないという

ことなのかどうか、今年は随分検討されて、採択率は上がっているのですよね。確

かに数も多くなればお金もかかることですね。 

 当初の目標の設定が少し高かったということで、数値目標と比較するとⅡ評価に

せざるを得ないということでⅡ評価にしておられるのだと思いますけど、これはど

うでしょうか。数値がやはり、最初の目標値を設定した値より大分低いので、やむ

を得ないですかね。実質的には随分頑張っておられますが、難しいですね。 

  

（馬場委員） 

 もう１つの見方として、やはり出願費用、維持費用に対して、どれだけの費用が

返ってきたのかという見方も当然あると思います。その部分が去年に比べて改善し

ていれば、方針を変えて、その結果こうなりましたというのであれば、Ⅲ評価にで

きるし、したほうが私はいいと思います。産学連携を非常に強調されている時期で

すし。 

 それと、収入にはタイムラグが当然あり、出願した知財がすぐにもうかるわけで

はありませんので、何年か後に期待できるとか、そういう説得できるようなデータ

があれば、少し工夫をしてⅢにしてもいいように思います。 

 

（楠本委員長）  

数値が低くてもやはり質的な評価の基準として、例えば委員会でこれをⅢ評価に

するとするなら、それなりの説明ができるかどうか。そういう材料が提供できるか

どうか、検討していただけますか。 

 今おっしゃったように、まだそのお金が入ってくるところにきていないと思いま

すけど、質が上がっているというようなことですよね。質というか、採択率が上が

っているというようなことですよね。 

 

（馬場委員）  

 もう１つは、活用件数を言われていますが、これは企業との共同出願なのか、単

独出願なのかという仕分けでも、いろんな説明が可能になると思います。従来非常

に単独出願が多かったけれども、企業との共同出願が増えたということであれば、
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産学連携が進んだという評価ができると思います。 

 

（櫻木理事兼副学長） 

ありがとうございます。今は手元にデータがございませんけれども、そのあたり

の区分も少し見まして、また将来的に期待できるかどうかということの部分も含め

て、データをもう一度洗い直して、ご報告したいと思います。ありがとうございま

した。 

 

（楠本委員長） 

お願いします。ほかはどうでしょうか。 

  

（桑原委員） 

 項目23の短期海外研修プログラムについてですが、短期海外研修プログラムの、

各学部別でも学科別でも結構なのですけど、おおむねどの学部も短期海外研修プロ

グラムへの参加者は増えておられますか。 

 

（石井大学改革・戦略課長） 

学部によってあまり大きな違いはございませんが、やはり文学部の学生や、商学

部では学部独自にゼミ単位での研修等も実施しておりますので、数が多くなってお

ります。全体的には年によって、学部の人数の差は大きくはかわっておりません。 

 

（桑原委員） 

 理工系などは増えていますか。 

 

（石井大学改革・戦略課長） 

 大学院のほうでは、理学部とかが割と力が入れていらっしゃいますので増えてき

てはおります。あと医学部でも力を入れてらっしゃいますので、増えてきてはいま

すが、全体の数としましては、やはり文系の文学部などの学生の数が多くなってお

ります。手元に詳細な資料ございませんが、全体的な傾向としてはそういう形にな

っております。 

 

（桑原委員）   

ありがとうございます。 

 

（楠本委員長） 

よろしいでしょうか。 

資料１の（１）法人の自己評価にかかわる意見についてご説明いただいて、それ

について意見交換していただきました。基本的には法人の評価通りで大体いいので
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はないかということで、最終的には次回の委員会で決めていきたいと思います。 

 それでは、（２）法人の自己評価以外にかかわるご意見について、まだ少し時間

がありますので、ご説明いただきましょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）  

 全部となりますと、恐らく時間がありませんので、何かピックアップしてご説明

をお聞きいただければと思います。 

 

（楠本委員長）   

そういうことですね。12ページ以降について、この回答をお読みいただいて、時

間が慌ただしいのですが、何かご質問なりご意見があれば、お願いしたいと思いま

す。それから、最後のページは、３番目のくくりとして、法人の自己評価以外につ

いての意見をいただいているものもあるんですが、それらについても、ご発言あれ

ばお願いしたいと思います。 

 私から、27番の教育に対する学生の支援について、これは、学生サポートセンタ

ーをつくられて、随分充実してきていると思います。多年度留学生に対してのケア

について、私が少しコメントしたのですけども、大学としてはもちろんそれにも取

り組んでいるが、それだけではなく学生全体について目を配っているというコメン

トを書いておられますが、そこについて、大学側から何かご説明ありますか。 

 

（井上理事兼副学長）  

 そうですね、資料にも掲載させていただきましたが、退学率が年々推移している

のを見ていたければわかりますように、減少しているということ、それから休学・

留年率につきましても、同様に25年度の5.46％に比べますと、平成27年度は4.96％

というふうに減少しております。本学では２、３年前からこの問題について留意し

ておりまして、特に学籍異動についての調査というのを行っております。一昨年度

末には、学務課が中心になりまして、学籍異動、退学率等について報告書をまとめ

ておりますし、それから各学部の教務委員会に、退学、そして休学・留年について、

これをなるべく防止する、途中でリタイアするようなことがないように、注意を払

っていただきたいということとを特に要請しています。それともう１つは、システ

ム的に学籍異動についての見える化といいますか、それをできるように努力してお

ります。特に工学部では、見える化が可能になるような表を、まだモデルですが、

エクセルでつくりまして、試行しております。それを近い将来には、全学にも導入

したいという希望を持っており、できればまたそれを本学の教学のシステムの中に

も組めたらいいと思っています。まだそこまで実現はしておりませんけれども、さ

らに退学率とか休学・留年率を下げるための、いろいろ試みをしているということ

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。 

 それから13ページの34番ですが、研究成果の公表というところで、これは去年も

話題になったと思います。データベースに、研究者がご自分のデータを入力すると

ころの英語の入力率が低いということについて、去年も気になったのですが、これ

はもう少し上げていただいたほうがいいような気がしますね。 

 

（井上理事兼副学長） 

 毎年、委員会等で、各学部に要請はしているのですが、学部によりましてなかな

か、それぞれの各教員にまで周知が届きにくいところもあり、少し時間がかかって

います。とりわけ英語につきましては、これも学部によっても異なりますけれども、

特に文系が多いかと思いますが、英語でいろんな書類をつくるであるとか、入力す

るということに慣れていない学部があります。 

 

（楠本委員長） 

研究内容にもよりますでしょうから、そう簡単ではないとは思います。 

 

（井上理事兼副学長）  

 そうですね。はい。 

 

（楠本委員長）  

 文系の場合は私よくわかりませんけども、外から市大がどうかっていうことを見

るときには、このデータベースがかなり大きな役割を果たすと思うので、充実され

たらいいのではないかという気がします。 

 

（宮本委員） 

私がこの質問を書きました。補助入力をする人がいたほうがいいのではないかと

書いたのですが、それは予算の問題というふうに回答されています。しかし、教員

がこういうことに時間を割いているほうが、よほど経済的にコストがかかっている

と思いますので、補助する人を雇われたほうが、大学全体としてのお金の使い方と

してはいいのではないかと思います。 

 

（井上理事兼副学長） 

 ご助言ありがとうございます。他大学でも、例えばデータベースだけではなく、

論文などでも補助者を使って翻訳するということをやっているところもありますし、

せめてこのデータベースぐらいは英語による入力率を高めたいと思いますので、持

ち帰って検討させていただきます。どうもありがとうございます。 
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（楠本委員長）  

 それから31番の国際交流のところですが、これはどうしてもそうなってしまうの

ですが、協定とか提携の数だけではなく具体的にどうかというご質問があって、そ

れについて丁寧に回答してくださっていますけれど、これについては何かご意見あ

りますか。 

 大学から何か補足で説明されることがあればおっしゃってください。 

 

（櫻木理事兼副学長） 

 回答のとおりでございます。 

 

（楠本委員長） 

 委員の皆さん、よろしいですか。 

 それではこの資料の１についての議論はこれで終わりたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 今日の主な議論は終わったのですが、次回の評価委員会においては、法人から意

見を聴取するということになっておりますが、どういうことについて意見を聞くか

というのは、事務局のほうから、委員の皆さんのところにお問い合わせをします。

意見を聴取する内容としましては、直接学長兼理事長からご説明をいただくのです

が、評価の妥当性について法人に改めて確認すべき項目があるかどうか、それから

２番目に、取組の質に関する意見・指摘のうち、もう少し詳しくお聞きしたいとい

うようなこと、それから３番目に、昨年度の評価で指摘した事項が、どうなってい

るのかということなどを想定しています。 

 また次回の第３回は、評価結果の素案が事務局から提示される予定ですので、委

員会としての意見や指摘事項、特筆すべき事項などに取り上げる項目について、事

務局が評価結果の素案をまとめるにあたっても、委員の皆様にご提案をいただきた

いと考えておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。 

 そのほか、事務局から何か御発言ありますか。 

 

（森山大学支援担当課長） 

今、次回に向けまして、委員長のほうからご説明いただきましたけれども、事務

的な点で補足をさせていただきます。 

 次回、第３回に向けまして、今委員長もおっしゃってくださいましたように、評

価全体にかかわってお聞きになられたい事項でありますとか、本日の議論も踏まえ

まして、さらに詳しくお聞きになられたい事項などにつきまして、ご意見を賜りた

く存じます。 

 本日第２回が始まる前に、既に頂戴しておりますご意見のうちにも、次回の評価

委員会での意見書聴取事項にさせていただいているものもございますけれども、ま

た改めて、事務局のほうからメールを差し上げます。短い時間に大変恐縮なお願い



－26－ 

になりますが、７月20日、来週の水曜日までにご意見をお知らせくださいましたら、

非常にありがたく存じます。 

 また、本日この場で資料の１のほうをお示しさせていただきました。１番目の法

人の自己評価にかかわるご意見・ご質問につきましては、一項目ずつ取り上げてご

説明もさせていただきましたが、２番目のほうにつきましては、いくつかはご説明

させていただきましたが、お帰りになってからご覧になられたときに、改めて意見

を聞きたかったと思われた点等がございましたら、またあわせてお知らせいただけ

ればと存じます。 

 次回の委員会では、先ほど業務実績のご報告・ご説明の際にも申し上げましたと

おり、平成27年度は、第二期中期計画の４カ年目となりまして、前半を折り返した

ということになります。29年度までの第二期中期目標期間の中間、ちょっと過ぎて

おりますけれども、中間の時点で一度、各取組項目の進捗状況を確認いただくとい

った意味も込めまして、前半を振り返った棚卸しを行おうと考えております。法人

側におきまして、現時点での取組状況についてまとめさせていただきまして、次回

ご報告をもってかえさせていただくというような形にさせていただきたいと考えて

おります。 

 また、本日お手元にお配りしております財務諸表、当初の配付資料としてはご案

内しておりませんでしたが、こちらにつきましては、次回の評価委員会で私どもの

ほうからご説明申し上げたいと存じます。 

 次回の評価委員会につきましては、８月１９日金曜日、市大法人の役員のほうも

列席いたしまして、市大の杉本キャンパスの学術情報総合センターというところで

開催を予定しております。午後３時からの予定になっております。改めて、御案内

につきましては郵送申し上げますので、どうぞ次回もよろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長）  

 ありがとうございました。 

 今事務局からお話があったように、短い期間ですけども、また意見を出してほし

いということですので、ぜひよろしくご協力をお願いいたします。 

 ほかにご発言ありますか。よろしいですか。 

 それでは、本日はいろいろと貴重なご意見をいただきましてありがとうございま

した。これで、本日の委員会を閉会したいと思います。どうもありがとうございま

した。 

 

 

 

 


