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第 1回公立大学法人評価委員会における意見（要旨） 

 

（中期目標作成の基本姿勢） 

・大学の本来の使命は長期的な視点で考えるものであり、それを常に意識しながら、

６年間の中期目標を考える必要がある。 

 

（公立大学の使命） 

・国公立大学の役割は私学とは異なり、どの地域に対しても広く学術研究の成果を還

元し、貢献することが求められ、そのためには、しっかりした研究が行われる必要が

あるが、公立大学としては、納税者に納得してもらえるものにする必要もある。 

・経済的な問題も含めさまざまな事情があっても高等教育を受けることができる環境

を提供するのが公立大学の役割。 

 

（大学の理念） 

・都市・大阪の伝統と文化を継承する、大阪市が設置してきた大学としての特色を今

後も積極的にうちだしていくことが必要。 

 その意味では、すぐれた人材の育成という大学としての普遍的使命と、都市・大阪

との密接な関係という二つの理念は同じくらいに重要なものではないか。 

 

（リーダーシップ） 

・各学部が独自性をそれぞれ出していくためには、各学部の理解を得ながら、連携を

進めていけるトップのリーダーシップを支える組織が重要となる。 

・法人化後一番大事なのは「教職員の意識改革」。 

・中期計画に「各部局の自己点検及び評価に基づき」との表現があるが、大学の各部

局をまたがる課題などに対応が難しいのではないか。 

 現行の組織というものが既定の事実のようになってしまうのでは困る。学長のリー

ダーシップのもと、全学的な見地から組織を見直せるようにすべきだ。 

 

（中期目標の表現方法） 

・「大阪市立大学がめざすものは何か」ということをわかりやすくするためには、目

次や見出しを工夫した立体的な表現や、文字のポイントを大きくするなどのわかりや

すい表現を工夫すべき。 

・工夫できるところは国立大学の様式にとらわれず、市大独自のものにしてもいい。 

・例えば、学習の支援として「学生が明確な目的を持って学習できるよう支援を行う」

とあるが、どのような目的をもつ学生に対して、具体的にどのような支援を行うのか、

現在考えられるぎりぎりのところまで具体的に記述していただきたい。 

・議会の議決や、認証評価機関の評価を考慮すると、国立大学に順じた一定の様式で、

必要な事項はきっちりと記入することが必要。 

 一方、一般の市民の方に読んでもらう、いわゆる広報用としては、国立大学とは異

なる様式でもいい。市大の特色というか、何か違う試みがあってもいい。 

・法律の枠組みはあるが、その中でも自由度のある部分を活用し、議会もうまく味方

につけて斬新なものが出来れば一番いいと思う。 

 

（情報発信の工夫） 
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・法人化後の大学には、広報や情報発信のセクションが必要となる。記者が自由に出

入りでき、記事があればただちに情報提供できる場が必要。 

・これからの大学は市民を味方につけ、市民に支えてもらわないといけない。そのた

めには、市民に直接訴えることができるマスメディアの活用が非常に大事になる。 

 市民のサポートを得るためには、マスメディアが関心をもつようなことを中期目標

にいくつか盛り込むことが必要だ。 

 

 

（数値的指標） 

・読む側が具体的なイメージを描けるように、数値化できるもの、具体の例を示せる

ものについては、できるだけ明確に記載すべき。 

・大学の場合、中期目標のすべての項目に数値的な指標を盛り込むことは難しい面も

ある。 

・数値的指標については、中期目標ではなく、中期計画に記載すればいい。受験者数

や競争倍率、卒業生がどのような分野でどれくらい活躍しているか、どんなレベルの

人をどれだけ出しているかなど、数値化できるところで、数値的指標を示せばいい。 

・中期目標では数値的指標を示しにくいようにも思うが、中期計画では可能なかぎり

数値的な指標を盛り込む方が、大学が何をやろうとしているのかわかりやすいものに

なる。 

・学部ごとの学生数や教員数、研究科ごとの学生数やそこへの進学率など考えると、

数値指標として使えるところがある。大学として重点をどこにおいているのかという

ことを数値で表現できる部分はある。そういう共通に数値が出せるようなところをう

まく使うといい。 

 

（人材育成の目標） 

・人材育成の目標については、全国的な要求に応えることも大事だが、大阪市立大学

としては、地域からの要望に応えることも重要。 

 

（都市研究） 

・「都市・大阪のシンクタンク」とあるが、大阪市政の行政的なシンクタンクなのか、

個々の市民あるいは企業、産業にとっての地域密着型のシンクタンクなのか、もう少

し明確にしたほうがいい。 

・シンクタンク機能については、大学を取り巻く環境の変化として市民の知的レベル

や能力の変化、向上を踏まえると、「市民と協同して都市の課題解決に寄与する」と

いった表現が「都市・大阪のシンクタンク」のところであるといいのではないか。 

・都市・大阪を題材に研究し、それを世界に発信していく都市研究の拠点をめざすと

あるが、単に市民に貢献するだけにとどまらず、世界に貢献する大学としての志をも

っていただきたい。 

・「都市型総合大学」をもう少し分かりやすく表現できないか。研究科としては創造

都市研究科があるが、特色ある研究の体制の中に「都市総合研究」と言うようなイメ

ージを入れられたらいい。 

 都市型総合大学としての特徴をあらわすものとして都市研究プラザを考えている

と思うが、少しわかりにくい。 

・都市研究は、これまで工学的なイメージがあったが、今では、健康、環境、高齢化
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の問題など、医学、理学、工学、商学など様々な学問分野が融合する研究題材であり、

その点を捉えて「都市型総合大学」を標榜する市立大学が都市研究プラザを打ち出し

ているとは思うが、そのことをもう少しうまくふくらまし、特色として見えるような

ものにしたほうがいい。 

・２１世紀 COE の疲労克服教育研究拠点は「革新的な学術分野」での採択で、医学分

野ではない。こういうユニークな着眼点を持つ研究をおこなっているということを前

面に出してうまく PR していけば、１つの特色になる。 

 

（専門職大学院） 

・新しい専門職大学院を検討していくうえでは、どういったかたちの大学院とするの

か、どういった人材育成の目標をたてるのかといった意気込みを示していく必要があ

る。 

・専門職大学院では、例えば小中学校の教員の再学習のプログラムや大学経営の専門

職養成のプログラム、都市問題を解決するための専門家を養成するプログラムなど、

３、４つのプログラムに絞って提供してはどうか。 

 

（女性に対する機会均等） 

・医学部については、女子学生の割合が年々増えているが、なかなかキャリアを積ん

でいくことが難しい状況がある。医学部、附属病院と言う市民に向けた職場で彼女た

ちを再登場させることを検討できないか。 

・附属病院において女性の医者を３０％以上育成する、病院での指導的立場に女性を

３０％以上登用するなど、女性に関する目標を掲げてはどうか。 

 

（医学部・附属病院） 

・中期計画では、医学部とその他の学部とが連携していく姿勢が打ち出せていない。 

・高齢者などへの介護やケアなどの分野においても、先進的な介護やケアがどれだけ

提供できるかが非常に大切になる。市大病院が高齢者などへの介護の分野やケアの分

野で先進性を発揮し、どういった人材をどの程度育成できるかを目標として掲げてほ

しい。 

 

（職員） 

・中期計画では、職員の人事におけるフレキシビリティ、自由度をできるだけ確保す

るようなことを入れるほうがいい。 

・教員・研究者ではないが専門性の高い職員。そういう人材を各学部・研究科にそれ

ぞれ配置するとなると本当にユニークな中期目標になる。 

 

＊追加意見 

（経営） 

・法人として独立した以上、黒字を出すことを意識した経営が必要。 

 

（魅力ある大学づくり） 

・多くの学生が大阪市大に進学したい、市大で勉強したいと思わせるような魅力ある

大学となってほしい。 
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（国際貢献） 

・大阪市の活性化にもつながる国際的な交流を促進すべき。特に学生の交流について

は大学間の提携を強化拡大して積極的に取り組むことが必要。 

 

（経済界との連携） 

・経済団体との連携の強化を図る必要がある。地域経済の活性化に大学が果たす役割

は大きい。 

 

（卒業生との連携） 

・法人化を契機として同窓会組織を強化するなど、卒業生との連携を強化すべき。 
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大阪市公立大学法人評価委員会の役割について 

 
１ 公立大学法人の業務実績の評価を行う。 

①各事業年度の業務の実績 
②中期目標期間の業務の実績 
 なお、評価にあたっては、文部科学省の認証評価機関の教育及び研究

の状況についての評価を踏まえる。 
（参考）主な認証評価機関 

大学基準協会 
独立行政法人 大学評価・学位授与機構 

 
２ 設立団体の長は、次に掲げる事項について、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

①中期目標の制定、変更（議会の議決が必要） 
②中期計画の認可 

③業務方法書の認可 

④各年度の財務諸表の承認 
（財務諸表）貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書 

利益の処分又は損失の処理に関する書類 
行政サービス実施コスト計算書、その他の附属明細書 

⑤各年度の損益計算後の残余の額を、中期計画に定める「剰余金の使途」

に充当することの承認 
⑥中期目標期間における積立金を、次期中期目標期間の業務財源に充当

することの承認 
⑦中期計画に定める限度を超える短期借入金の認可 
⑧資金不足のため償還することができない短期借入金の借り換えの認可 
⑨重要な財産の譲渡などの認可（議会の議決が必要） 

 
３ 評価委員会は、次に掲げる事項について、設立団体の長に意見の申し出を

することができる。 

・役員に対する報酬の支給基準が、社会一般の情勢に適合したものであ

るかどうか問題がある場合 
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公立大学法人評価委員会の今後の進め方について 
 
平成１７年度 

       平成１７年１０月 中期目標の検討 
       平成１８年 １月 中期目標の策定（市会の議決が必要） 

                中期計画の検討 
 
平成１８年度 

       平成１８年 ４月 中期計画の認可 

                業務方法書の認可 

            １０月 業務実績評価方法の検討 

       平成１９年 １月 次年度事業の説明 
                業務実績評価方法のとりまとめ 
 
平成１９年度から平成２２年度まで 

             ６月 前年度の業務実績評価 

                財務諸表の承認 

                剰余金の繰越の承認（経営努力の認定） 

            １０月 業務実績評価の結果に基づく取組みの報告 
          翌年 １月 次年度事業の説明 
 
平成２３年度（中期目標期間の終了年度） 
       平成２３年 ６月 前年度の業務実績評価等 
            １０月 次期中期目標の検討 
       平成２４年 １月 次期中期目標の策定（市会の議決が必要） 
             ３月 中期計画の認可 
 
平成２４年度（次期中期目標期間の初年度） 
       平成２４年 ６月 中期目標期間の業務実績評価等 
                積立金の繰越に関する承認 
 
○この他、下記の事由が発生した場合には、臨時に評価委員会を開く 
  短期借入金の中期計画を超える借入れ、借り換え 
  重要な財産の譲渡など 
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大阪市立大学の概要 

 
１ 沿革 

明治１３年（１８８０年） 大阪商業講習所 
  ３４年（１９０１年） 市立大阪高等商業学校 
昭和 ３年（１９２８年） 市立大阪商科大学 
  ２４年（１９４９年） 大阪市立大学 

 
２ 学生数（平成１７年５月１日現在） 

商学部  １，１２４名  経営学研究科     ９９名 
経済学部 １，１６９名  経済学研究科     ８７名 
法学部  １，０５２名  法学研究科     １６４名 
文学部    ８４９名  文学研究科     ２１１名 
理学部    ６１３名  理学研究科     ３４０名 
工学部  １，２０２名  工学研究科     ４１７名 
医学部    ５８３名  医学研究科     ２７１名 
生活科学部  ５１３名  生活科学研究科   １８４名 
             創造都市研究科   ２９０名 
看護短期大学部 ８８名 
合計                   ９，２５６名 

 
３ 教職員数（平成１７年５月１日現在） 

教員   ８５２名  職員 １，３０３名（うち附属病院９４２名） 
 

４ 附属病院 
病床数 約１，０００床  患者数 入院 延べ３２万人、外来 延べ６５万人 

 
５ 大学改革  

平成 元年度 大阪市立大学基本計画 策定 
   以 後 学術情報総合センターの整備 
       全学共通教育棟の整備 など 
  １２年度 第三次基本計画 策定 
  １５年度 創造都市研究科 新設 
       大学教育研究センター 新設 
  １６年度 法科大学院 新設 
  １８年度 都市研究プラザ 新設 

 
６ 文部科学省 教育支援プログラム 

平成１６年度 法学研究科   法科大学院の「中小企業法臨床教育システム」 

  １７年度 生活科学研究科 ＱＯＬプロモーター育成による地域活性化プロジェクト 

  １７年度 医学研究科   市民病院と連携した全人的総合診療医の育成プログラム 

 
７ 文部科学省 ２１世紀ＣＯＥプログラム 

平成１４年度 文学研究科 都市文化研究センター 
  １５年度 理学研究科 数学研究所 
  １６年度 医学研究科 疲労克服研究教育拠点 
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公立大学法人大阪市立大学定款（概要） 

（平成16年11月議決） 

 

１ 名称 公立大学法人大阪市立大学 

 

２ 役員 理事長１人、副理事長１人、理事５人以内及び監事２人以内 
（１）理事長（学長） 選考会議の申出に基づき市長が任命 

    ＊選考会議 経営審議会の学外有識者委員   ２名 

        教育研究評議会の役員以外の委員 ２名 

        理事長、監事以外の役員     ２名 

（２）理事 理事に学外者を含むようにする。 
 

３ 役員会 

（１）構成 理事長、副理事長及び理事 

（２）審議事項 

 中期目標原案、年度計画、中期計画、剰余金の使途、 

 予算の作成及び執行並びに決算、 

 重要な組織の設置又は廃止、その他の重要事項 

 

４ 経営審議会 

（１）構成 理事長、副理事長、理事、学外有識者（委員の総数の２分の１以上） 
（２）審議事項 法人の経営に関する事項 

 中期目標原案、中期計画、年度計画、経営に係る規程の制定又は改廃 

 予算の作成及び執行並びに決算、自己点検及び評価 

 

５ 教育研究評議会 

（１）構成 学長、副学長、理事、研究科長等、評議員、事務組織の長 

（２）審議事項 市立大学の教育研究に関する事項 

 中期目標原案、中期計画、年度計画、教育研究に係る規程の制定又は改廃 

 教員の人事に関する方針及び基準、教育課程の編成に関する方針 

 学生の援助、学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針 

 教育研究にかかる自己点検及び評価 

 

６ 業務 

 大学の設置・運営、学生の援助、法人以外の者と連携した教育研究活動 

 学生以外の者に対する学習の機会の提供、教育研究の成果の普及・活用の促進 

 

７ 資本金 

  現物出資 杉本地区及び阿倍野地区の土地・建物 

 

８ 最初の理事長の任命 

  法人に移行する前日の大阪市立大学の学長 

 

９ 最初の学長の任期 

  法人に移行する前日の大阪市立大学の学長の残任期間 

 



（参考資料５） 

 

公立大学法人の仕組み 

 

＊教育、研究にかかる評価

結果を踏まえる 

＊教育、研究にかかる第三者

評価（学校教育法により義

務付けされている。） 

監事 

（２名以内） 

理事長選考会議 
＊学長（理事長）を選考 

 構成：６名 

・経営審議会の学外有識者 ２名 

・教育研究評議会の 

   役員以外の委員   ２名 

・役員（監事を除く）   ２名 

経営審議会 
＊経営に係る事項の審議 

構成：理事長（学長） 
 副理事長 
 理事（５名以内） 
 学外有識者（委員数の半数以上）

教育研究評議会 
＊教育、研究に係る事項の審議 

構成：学長（理事長） 
 副学長 
 研究科長（学部長）等、評議員 
 事務組織の長 

役員会 
＊重要事項の審議 

 構成：理事長（学長） 

    副理事長 

    理事（５名以内）

理事長（学長を兼務）

 

 
 大学評価・学位授与機構 
 大学基準協会 等 

認証評価機関 

 
 
・中期目標、中期計画に関する意見 
・財務諸表に関する意見 
・各事業年度の業務実績評価 
・中期目標期間毎の業務実績評価 
等 

法人評価委員会 
（執行機関の附属機関）  

・定款の作成、議会への提案 

・法人設立認可申請（総務省、文部科学省）

・出資 

・理事長(学長)の任命（法人の申出による。）

・中期目標（６年）の作成（大学の原案に

基づく） 

・中期計画（６年）の認可 

・年度計画の受理 

・運営費交付金等の交付 

・事業報告書、財務諸表の受理、審査 

・業務実績評価の議会への報告 

大阪市（設立団体）

 
・定款 

・中期目標 

・料金の上限 

等の議決 

・業務実績評価 
の報告 

市会 

公立大学法人大阪市立大学 
・理事長（学長）の任命に関する申出 

・中期目標（６年）の原案の作成、提出 

・中期計画（６年）の作成、認可申請 

・年度計画の作成、届出 

・事業報告書の作成、提出 

・財務諸表の作成、提出 



（参考資料６－１） 

大阪市における公立大学法人を担当する部署 

 

○組織 

 経営企画監（市政改革室長兼務） 

  ├ 経営企画室 

  └ 市政改革室─── 市政改革室理事

    ├ 改革推進部 

    └ 事業監理部┬ 事業監理部長 

           │ 

           └ 公立大学法人等担当部長

             ├ 大学支援担当課長

             └ 大学評価担当課長 

 

○業務 

１ 公立大学法人評価委員会に関する事務 

・委員の選任、任命 ・公立大学法人評価委員会の運営 

２ 役員等の任命 

・理事長 ・監事 ・会計監査人 

３ 中期目標作成に関わる業務 

・中期目標作成 ・法人からの意見聴取 ・評価委員会からの意見聴取 

４ 法人への認可・法人からの届出受理に関する業務 

・中期計画の認可 ・料金の上限の認可 ・業務方法書の認可 

・年度計画の届出受理 ・役員報酬支給基準の届出受理 

・副理事長及び理事の任命に関する届出受理 

・役員及び職員の給与･退職手当の支給基準の届出受理 

・会計規程の届出受理 

５ 予算（運営費交付金等）に関する事務 

・予算（運営費交付金等）の財政局との調整 

・予算（運営費交付金等）の交付 

６ 議会対応 

・中期目標の制定 ・定款の制定、変更 ・料金の上限 ・重要な財産

の処分 

・財務諸表等の議会への報告 

７ 文部科学省等への認可・届出 

・定款の変更 

８ 公立大学法人へ派遣している職員に関する事務 

 

９ 財産の管理 

・出資財産 ・無償貸与財産 ・処分を予定している財産 

 

 



（参考資料６－２） 

市立大学関係予算の概要 

                 （平成１７年度）       （平成１８年度） 

◎市立大学の運営     ２３１億７，８４２万円 → ２１１億０，３０２万円 

 

  ・市からの運営費交付金（第１部）         １４２億３，１５９万円 

             （第２部）           ３億５，００４万円 

  ・法人の自己収入（授業料など）           ６５億２，１３９万円 

 

＊大阪市の定めた中期目標の理念を、市立大学の達成すべき目標として、運営する。 

＊教育研究の充実として、教育研究費による事業、大学開放事業、国際交流事業、施設整

備事業などの事業を行う。 

 

                 （平成１７年度）       （平成１８年度） 

◎医学部附属病院の運営  ２４２億５，４６６万円 → ２３３億３，２３８万円 

 

  ・市からの運営費交付金（第１部）          ２２億３，７６０万円 

  ・法人の自己収入（診療収入など）         ２１０億９，４７８万円 

 

＊病院の運営規模 

 入院患者（１日平均） ９０８人  外来患者（１日平均） ２，７００人 

 

＊運営費交付金              １６８億１，９２３万円 

◎附属病院施設整備費（長期貸付金）           １８億１，５００万円 

◎大学関係基金の移管（第２部）             ２８億３，７０３万円 

 

＊公立大学法人にかかる予算額       ２１４億７，１２６万円 

◎大学管理部署にかかる経費               ２４億２，５４６万円 

  管理部署人件費、派遣職員退職手当、不動産運用基金の一部の繰戻しなど 

＊平成１８年度大阪市一般会計歳出予算額  ２３８億９，６７２万円 

（参考） 

＊公債費会計（起債償還経費）             ６１億７，９７８万円

  ・大学分                     ２７億７，２６０万円 

  ・附属病院分                   ３４億０，７１８万円 

 



（参考資料７－１） 

公立大学法人大阪市立大学の概要 

 
１ 名称 

   公立大学法人大阪市立大学 
 
２ 代表者 

   公立大学法人大阪市立大学理事長 金児 曉嗣 
 
３ 主たる事務所の所在地 

   大阪市住吉区杉本３－３－１３８ 
 
４ 設立年月日 

   平成１８年４月１日 
 
５ 設立目的 

   優れた人材の育成と真理の探究という大学としての普遍的な使命を果た

すとともに、人とその活動が集積する都市を学問創造の場としてとらえ、

都市の諸問題に英知を結集して正面から取り組み、その成果を都市と市民

に還元することにより、地域社会ひいては国際社会の発展に寄与すること

を目指す大学を設置し、及び管理すること 
 
６ 設置する大学 

   大阪市立大学 
   大阪市立大学看護短期大学部 
 
７ 資本金 

   ９８，１７８，０２８，８５０円 
 
８ 主たる取引銀行 

   三井住友銀行 
 
９ 会計監査人 

   あずさ監査法人 
 
 

 



（参考資料７－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料） 

  公立大学法人大阪市立大学定款（概要） 

  公立大学法人大阪市立大学定款（抄） 

公立大学法人の仕組み 

  地方独立行政法人制度の概要 

  役員の略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公立大学法人大阪市立大学 役員 

 
 
  理事長   金児 曉嗣（かねこ さとる）  

                              

 

  副理事長  岸野 和雄（きしの かずお） 

 

 

  理事    中村 圭爾（なかむら けいじ） 

＊副学長を兼務 

＊教育・学生担当 

 

 

    理事    角野 昇八（かくの しょうはち） 

          ＊副学長を兼務 

＊研究・地域貢献・国際交流担当 

 

 

    理事    土井 純三（どい じゅんぞう） 

＊経営企画・広報担当         

 

 

    理事    原 充弘（はら みつひろ）

          ＊病院長を兼務 

＊病院経営担当 

 

 

    理事    清水 明（しみず あきら） 

  （非常勤）   ＊財務・会計担当 

 

 

    監事    宮﨑 誠（みやざき まこと）  

（非常勤）  ＊内部監査担当             

 



（参考資料７－３） 

公立大学法人大阪市立大学役員 略歴 

理事長兼学長  金児 曉嗣(かねこ さとる) 

生年：昭和１９年（満６１歳） 
専攻：社会心理学 文学博士 
学歴：京都大学大学院文学研究科博士課程 
前職：大阪市立大学長 
 
副理事長    岸野 和雄（きしの かずお） 

生年：昭和２０年（満６０歳） 
学歴：和歌山大学経済学部 
前職：大阪市選挙管理委員会事務局長 
 
理事兼副学長  中村 圭爾（なかむら けいじ） 

生年：昭和２１年（満５９歳） 
専攻：哲学歴史学（東洋史学） 文学博士 
学歴：昭和４８年 大阪市立大学大学院文学研究科博士課程 
前職：大阪市立大学 大学院文学研究科教授 
 
理事兼副学長  角野 昇八（かくの しょうはち） 

生年：昭和２２年（満５９歳） 
専攻：河海工学 工学博士 
学歴：昭和４６年 大阪市立大学大学院工学研究科土木工学専攻修士課程 
前職：大阪市立大学 副学長（大学院工学研究科教授） 
 
理事      土井 純三（どい じゅんぞう） 

生年：昭和２２年（満５９歳） 
学歴：昭和４４年 大阪市立大学経済学部経済学科 
前職：松下電器産業（株）監査グループ グループマネジャー（上席理事） 
 
理事兼病院長  原 充弘（はら みつひろ） 

生年：昭和１５年（満６５歳） 
専攻：脳神経外科学 
学歴：昭和４１年 大阪市立大学医学部 
前職：大阪市立大学医学部附属病院 病院長 
 
理事（非常勤） 清水 明（しみず あきら） 

生年：昭和１１年（満７０歳） 
学歴：昭和３４年 大阪市立大学商学部 
現職：美津濃株式会社 監査役 
＊昭和４４年 公認会計士登録 
 
監事（非常勤） 宮﨑 誠（みやざき まこと） 

生年：昭和１９年（満６１歳） 
学歴：昭和４２年 京都大学法学部 
現職：弁護士法人 大江橋法律事務所 代表社員 
＊昭和４１年 司法試験合格 



（参考資料７－４） 

＊敬称略（50 音順） 

公立大学法人大阪市立大学経営審議会 外部委員 

 

 

氏   名 

 

 

 

役   職   等 

 

秋山 謹三 大阪市立高等学校校長会 会長 

（＊大阪市立都島工業高校 校長） 

生野 弘道 医療法人弘道会 理事長 

石川 啓 関西大学 名誉教授 

（＊前関西大学 学長） 

佐藤 友美子 サントリー(株)次世代研究所 部長 

松尾 カニタ FM CO・CO・LO プログラムスタッフ 

椋本 彦之 （株）グルメ杵屋 代表取締役会長 

（＊学校法人大阪初芝学園 理事長） 

脇田 晴子 滋賀県立大学 名誉教授 

（＊公立大学法人滋賀県立大学 理事（非常勤）予定）

 



（参考資料７－５） 

公立大学法人の組織 

 
・教職員が一体となって「大学活動全般に最大の効果を生む戦略的な経営」を推進するため

の組織編制を行う。 

・人事、予算、会計、評価、資産管理等法人の経営に関わる業務については「法人運営本

部」に集中させる。 

・大学の教育の統括と全学共通教育と専門教育の有機的連携を図るため、「教育推進本部」

を新設する。 

・学生関係業務（現在の教務、学生、学務にまたがる業務）にかかる体制を整備し、学生支

援機能の充実・強化を図る。 

・各研究科における研究の活性化と本学を特色づける特別研究（重点研究、都市問題研究、

新産業創生研究など）を推進するために「研究推進本部」を新設する。 

・各種委員会については、その性格や役割を勘案し、教育推進本部、研究推進本部等に再配

置、再構築を図るとともに、意思決定及び事業実施にかかる職員の参画を図る。 

・各部局における人事、予算等の自由度を尊重し、教育・研究・社会貢献にかかる企画・調

査と予算管理を可能とする「教育研究支援体制」を構築する。 

 
○組織・機構図 

 理事長┬ 役員会────┬ 法人運営本部────────┬ 総務課 

  ∥ └ 経営審議会  ├ 全学評価委員会       ├ 職員課 

  ∥          └ 外部資金等獲得活用委員会  └ 経営管理課 

 学 長─────────┬ 大学運営本部────────┬ 学務企画課 

 │├ 副学長（理事兼） ├ 教育推進本部  （副学長兼）├ 学生支援課 

 │└ 副学長（理事兼） │  ├ 教務担当部長     ├ 研究支援課 

 └ 教育研究評議会   │  └ 学生担当部長     └ 学術情報総合Ｃ運営課 

             ├ 研究推進本部  （副学長兼） 

             │  ├ 都市研究プラザ 

             │  └ 新産業創生研究センター 

             ├ 地域貢献推進本部 

             │  └ 文化交流センター 

             ├ 商学部・経営学研究科 

             ├ 経済学部・経済学研究科 

             ├ 法学部・法学研究科 

             ├ 文学部・文学研究科 

             ├ 理学部・理学研究科 

             │  └ 附属植物園 

             ├ 工学部・工学研究科 

             ├ 医学部・医学研究科─ 医学部・附属病院運営本部 

             │  ├ 附属病院        ├ 庶務課 

             │  └ 附属刀根山結核研究所  ├ 学務課 

             ├ 生活科学部・生活科学研究科  ├ 経営企画課 

             ├ 創造都市研究科        └ 医事運営課 

             ├ 学術情報総合センター 

             │  └ 医学分館 

             └（看護短期大学部） 

 



（参考資料７－６） 

法人の事務組織について（業務別の新旧対照） 
 
（法人化前）            （法人化後） 

事務局               法人運営本部 

 庶務課   庶務担当         総務課 総務・評価・企画 

                     （法人庶務全般・役員会・経営審議会・ 

                      全学評価委員会・外部資金等獲得活用委員会） 

       人事担当         職員課 人事・給与福利厚生 

                     （人事・服務・給与福利厚生・給与支給） 

       計理担当         経営管理課 財務・出納・調達・管財・施設 

                     （予算・決算・計理・財務諸表・ 

                      資金管理・出納・ 

 企画整備課 企画担当 

       管財担当           契約・物品管理・資産管理・ 

       整備担当           施設/設備整備・維持管理） 

                  大学運営本部 

 学務課                学務企画課 庶務・地域貢献・各研究科学務 

                     （大学庶務全般・教育研究評議会・地域貢献推進本部・ 

       各学部学務担当        各研究科学務関係） 

 学術交流課 学術交流担当  

       研究助成担当  

       技術支援担当  

学生部 学生課   学生担当      学生支援課 教務・入試・学生 

          厚生担当       （教育推進本部・教務関係・入試関係・学生関係 

教務部 教務課   教務担当        ・留学生関係） 

          共通教育担当 

    入試課 

                    研究支援課  研究支援・学術交流・技術支援 

                     （研究推進本部・研究支援関係・技術支援関係・ 

                      研究交流関係） 

学術情報総合センター          学術情報総合センター運営課 

    運営課   庶務担当                庶務・システム管理・図書情報 

          システム管理担当   （学情運営全般・システム管理関係・図書情報関係） 

    図書情報課 受入担当 

          運用担当 

 

医学部事務室            医学部・附属病院運営本部 

    庶務課   庶務担当      庶務課 庶務・人事・施設管理 

          厚生担当       （医学部/附属病院庶務全般・人事・服務・給与支給・ 

                      施設/設備整備・維持管理） 

    管理課   計理担当      経営企画課 経営企画・調達 

          調達担当       （医学部/附属病院経理・経営改善・契約・ 

          施設担当        医療備品整備・外部資金） 

    学務課   学務担当      学務課 学務・技術支援 

          技術支援担当     （医学研究科学務・看護学科学務・技術支援） 

    医事課   医事担当      医事運営課 医事・医療相談・医療連携 

          保険担当       （保険請求・委託管理・医療相談・医療連携） 

          医療相談担当           

※ 附属病院では、このほか、医療情報担当部門・病院安全管

理対策担当部門に一部事務組織をおく。 



（参考資料８） 

地方独立行政法人制度の概要 
 

＊地方独立行政法人 

 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に

実施される必要のある事務・事業のうち、地方公共団体自身が直接実施する必要はないもの

の、民間の主体に委ねては確実な実施が確保できないおそれがあるものを効率的・効果的に

行わせるため、地方公共団体が設立する法人 

 目標による管理と適正な実績評価、業績主義に基づく人事管理と財務運営の弾力化、徹底した

情報公開等が制度の柱。 
 

１ 設立手続 

・設立団体が議会の議決を経て定款を制定 

・総務大臣（大学の場合は総務大臣と文部科学大臣）の認可 

・法人登記により法人が成立 

 

２ 財産的基礎 

・出資は地方公共団体しかできない。 

・当該事業にかかる権利・義務は基本的に当該法人が承継する。 

 

３ 役員、教職員の身分等（大学の特例） 

・理事長（学長兼務の場合）は法人の申出により設立団体の長が任命 

・監事は設立団体の長が任命 

・その他の役員及び教職員は理事長が任命 

・経営審議機関及び教育研究審議機関を設置 

・教職員の身分は非公務員とし、法人への教職員の引継等について適切に措置 

・設立団体から法人へ設立団体の職員の派遣は可能 

 

４ 目標による管理と評価の仕組み（大学の特例） 

・中期目標（６年）は、大学の提出した原案に基づき、設立団体の長が議会の議決を経て

定める。 

・中期計画（６年）は、法人が作成し、設立団体の長が認可 ＊いずれも公表 

・年度計画は、法人が作成し、設立団体の長に届出 

・法人は、中期目標に係る事業報告書を設立団体の長に提出 

・法人評価委員会は、各年度及び中期目標期間の事業実績を評価。結果を法人・設立団体

の長に通知し、公表 

・法人評価委員会は、文部科学省が認証する評価機関の第三者評価を踏まえる。 

・設立団体の長は、各年度の評価結果及び中期目標に係る事業報告書・評価結果を議会に

報告 

・中期目標期間終了時に、設立団体の長が法人の組織・業務全般にわたり再検討 

 

５ 財務及び会計 

・原則として企業会計原則による。 

・法人は、毎事業年度、財務諸表等を作成、公表。設立団体の長が承認 

・毎事業年度の利益は、中期計画で定めた剰余金の使途に充てることが可能 

 

６ 財源措置等 

・法人の業務運営に必要な金額は設立団体から交付（運営費交付金など） 

・設立団体からの長期借入金を除き、長期借入金及び債券発行をすることはできない。 

・法人が料金（授業料、入学料など）を徴収する場合、その上限について設立団体の長が

議会の議決を経て行う認可が必要 

・重要な財産の処分等には設立団体の長が議会の議決を経て行う認可が必要 


