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平成 19 年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 
 
日 時  平成 19 年７月 18 日（水）午後３時から午後５時 20 分 
 
場 所  大阪市立大学医学部学舎 18 階会議室 
 
出席者  【委員】 
     金森委員長、上野谷委員、吉川委員、栗原委員、細見委員 
     【大阪市】 
     關市長、京極経営企画監、杉本市政改革室長、西山改革推進部長、 
     吉村行財政改革担当部長、柄池大学支援担当課長、山本大学評価担当課長 
     【公立大学法人大阪市立大学】 
     金児理事長、岸野副理事長、中村理事、角野理事、土井理事、原理事、 
     西川事務部長、根来事務部長、他関係課長等 
 
 
開 会 
（吉村部長） 
 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 19 年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会を始めさせていただきたいと

存じます。 
 それでは初めに、關市長からご挨拶を申しあげます。 
（關市長） 
 本日は、評価委員の皆様方にはお忙しい中、ご出席いただきまして、まことにありがとうござ

います。 
 ご存知のように、大阪市立大学も法人化いたしまして、最初の１年が経過したところでござい

ます。運営体制が全く変わった最初の１年でございまして、役員、教職員の皆さんが試行錯誤し

て、この１年間、非常に頑張っていただいたところです。 
 社会経済情勢が非常に早いスピードで変化しておりまして、大学を取り巻く環境も激変してお

りますが、大学の存在と言いますか、大学の評価にはいろんな要素が入っております。しかし、

私は普遍的な要素もあると思っております。そういう意味で、地方独立行政法人に移行しても、

その役割はきちんと果たしていくべきでありますし、そのためにも、評価委員会の評価が極めて

重要になってまいります。それを大学の方もしっかりと受け止めて運営していただきたいと思っ

ております。 
 ９月か秋頃には、最初の１年間の評価をいただきまして、それを議会に報告する義務がありま

すので、それに向けて、本日はどうか忌憚のないご意見、率直なご意見をいただきたいと存じま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 
（吉村部長） 
 続きまして、本日は公立大学法人大阪市立大学からご出席をいただいておりますので、金児理
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事長兼学長の方からご挨拶をいただきたいと存じます。 
（金児理事長） 
 昨年の秋以来、この間、金森委員長をはじめ、法人評価委員の先生方には、業務実績等につき

まして、その評価方法も含め、ご審議を賜ってまいりました。業務実績報告書の中身は非常にボ

リュームのあるものでございまして、大変な作業であったかと思いますが、心より感謝申しあげ

ます。さらにまた、本日は私ども法人のためにもこのような機会を設けてくださいまして、重ね

てお礼申しあげます。 
 今、關市長からお話がございましたように、昨年の春に法人として出発して以来、１年余りが

経過いたしました。前半部分は本当に右往左往で、法人とは一体何ぞやというところから出発し

まして、苦労いたしましたが、後半から調子が出てまいりまして、従来は大学の最高意思決定機

関は評議会でありましたけれども、評議会の役目は大学の教育・研究に関することに限定されま

して、経営に関する面につきましては、タッチしなくなりましたので、毎回４～５時間かかって

おりました評議会も１時間かからないようになり、ほとんど役員会等で大学の運営を決定してお

ります。 
 この１年、法人化以前に比べますと、これまでではできなかった改革も、いい方向の改革であ

ればすぐにやるということで、スピーディーにやってまいりました。今後とも、大阪市立大学が

市民に親しまれ、かつ市民の誇りとなる大学となるよう、一同努力してまいる所存であります。

本日はどうかよろしくお願いいたします。 
（吉村部長） 
 金児理事長どうもありがとうございました。なお、ここで市長につきましては、所用のため退

席させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは以後の進行につきまして、金森委員長どうぞよろしくお願いいたします。 
 
議題１ 平成１８年度業務実績に関する評価の検討について 
 
（金森委員長） 
 ６月に一度、お集まりいただいて、ご意見をいただいているところでございますが、本日は、

公立大学法人の平成 18 年度の業務実績に関する評価の第１回目の委員会となります。今日いろい

ろとご意見をいただきまして、できれば次回の委員会で評価結果を取りまとめまして、法人に通

知し、市長に報告したいと考えております。 
 法人から提出のありました業務実績報告書につきましては、既に事務局から各委員あてに送付

があり、各委員におかれましては、業務実績報告書の内容をご確認いただいて、ご意見をちょう

だいしておりますので、これらをベースに法人の業務実績に関する評価を検討してまいりたいと

考えております。 
 本日、金児理事長をはじめ、法人の方々にご出席いただいておりますのは、評価される大学側

の思いや考えを十分に聞くことも重要でございますので、ご出席いただいております。 
 もちろん、評価委員会として指摘することは指摘しまして、今後の法人運営の改善に資するこ

とも本委員会の重要な役割でございますので、十分なご審議をお願いいたします。 
 では、事務局から資料の説明をお願いします。 
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（山本課長） 
 市政改革室大学評価担当課長の山本でございます。よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 
 まず議題１、平成 18 年度業務実績に関する評価の検討についてでございます。資料１－１、平

成 18 年度業務実績報告書につきましては、別添の資料ですが、既に各委員にはご覧いただきまし

て、ご意見もちょうだいしておりますので、説明につきましては省略させていただきます。 
 それから、資料１－２、各年度終了時の評価手順につきましてご説明させていただきます。今

まで本委員会におきまして、ご検討をいただいておりました考え方につきまして、再度確認のた

め、ご説明させていただきたいと思います。「１ 項目別評価」につきましてですが、（１）小項

目評価①法人の自己評価に示しておりますとおり、法人につきましては、年度計画の小項目ごと

に「実施状況」と「当該年度末の現状・課題」を記入し、実施状況と現状・課題に照らして、「特

に進捗している」～「実施にあたって課題がある」の４段階で自己評価をしていただきます。 
 ②にまいりまして、公立大学法人評価委員会の評価ですが、本年１月 22 日の平成 18 年度第３

回評価委員会の議論の中で「すべての項目に対して評価委員会の意見を述べるのではなく、大き

く括った単位で意見を述べるという方が本質的な評価につながる」「１つ１つの項目に対して意見

を述べるのではなく、意見があれば、全体的評価の中で特別にコメントするなどした方が良い」

といったご意見がございました。これらのご意見を受けまして、評価委員会といたしましては、

法人の記入した自己評価の妥当性について確認を行い、妥当性に疑義がある場合は、その旨を項

目別評価に盛り込むこととしております。 
 続きまして２ページにまいりまして、（２）大項目評価といたしまして、評価委員会としまして

は、小項目ごとの評価を総合的に勘案し、大項目ごとに簡潔な文章により評価を行うとしており

ます。 
 「２ 全体的評価」につきましては、評価委員会は、中期計画の進行状況について、特筆すべ

き点や課題がある点を中心に、簡潔な文章により評価を行うとしております。評価の手順の説明

につきましては以上でございます。 
 引き続きまして、３ページにまいりますが、資料１－３、法人の自己評価の妥当性に関する各

委員の意見につきましてご説明させていただきます。公立大学法人大阪市立大学平成１８年度業

務実績報告書につきまして、各委員からご意見をいただいたものでございます。 
 まず１つ目、年度計画の番号で言いますと６番ですが、計画では「各学部・研究科において大

学案内の英語版ホームページを一層充実させる」という計画ですが、右から３つ目のコメントの

欄でございますが、委員からは「英語版が一部部局で不充分で、特に外国人志願者への案内が充

分でない」といったご意見をいただいておるところでございます。それに対する法人の回答とし

ましては、「委員ご指摘の内容については学内において検討し、今後に活かしていきます」といっ

た回答をいただいております。これに関する取扱いとしましては、右端の備考欄にございますよ

うに、シラバスのホームページへの掲載とあわせて、広報活動の強化の観点から、教育に関する

措置の中で、委員会意見として採り上げる、という形にさせていただいております。 
 それから、21－１ですが、「全ての学部・研究科のシラバスをホームページに掲載し、学生が容

易にアクセスできるようにする」という計画に対してでございますが、コメントといたしまして

は、「全ての学部・研究科の～、という計画に対して、実施に至らず検討中の学部等があり、また
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全学共通教育科目のみであり、自己評価の根拠が不明」というコメントをいただいております。

法人の回答としましては、「全学共通科目のほか、５所属においてシラバスをホームページに掲載

しており、また未掲載の所属においても掲載に向け検討を進めているところであり、「進捗してい

る」の自己評価は妥当である」ということで回答をいただいております。この項目の取扱いにつ

きましても、先ほどの６番と関連しますが、英語版ホームページの充実とあわせて、広報活動の

強化の観点から、教育に関する措置の中で、委員会意見として採り上げる、ということにさせて

いただいております。 
 22－１ですが、「教育推進本部は大学教育研究センターの協力のもとに、ファカルティ・ディベ

ロップメント活動の一環として優れた授業を広く紹介する」という計画に対して、18 年度現状課

題の欄に参加者の人数がありますが、コメントとしまして、「全教員数に比し、参加者数が少ない

のではないか」というコメントをいただいております。法人の方からは、「各学部・研究科からの

参加は得ており、参加者は各自の所属に成果を持ち帰っています。また、全学的な取り組みのも

とに、各学部・研究科においてもファカルティ・ディベロップメント活動を行っている」という

回答をいただいております。この取扱いにつきましては、更なるファカルティ・ディベロップメ

ント活動の充実に向けて、各学部等での活動強化にも期待する観点から、教育に関する措置の中

で、委員会意見として採り上げる、という形にさせていただいております。 
 ４ページにまいりまして、22－２でございますが、これにつきましても基本的にはファカルテ

ィ・ディベロップメント活動に関する計画でございまして、同様の扱いとさせていただきたいと

考えております。 
 175 番、「研究科長裁量経費の運用につき、各研究科において制度設計を行う」という計画に対

してでありますが、コメントとして「計画に対して「検討中」という実施状況であり、自己評価

の根拠が不明」であるとなっております。計画について言いますと、「研究科長裁量経費の制度設

計」が要綱等を作ることを想定した計画であったのかどうかといったことも、先日、委員の方か

らもご意見をいただいております。これに対しまして、法人の回答でありますが、「研究科長裁量

経費は、各研究科における教育・研究の自由と自主性を尊重し、研究組織としてその能力を最大

限に発揮できる自律的研究体制を確立できるように設けられた制度であり、すでに各研究科でそ

の趣旨に基づき、適切に執行しているため、「進捗している」としている」ということでございま

す。この扱いにつきましては、基本的にはこの内容に基づきまして、委員会としてご確認をいた

だきたいと考えております。 
 以上が法人の自己評価の妥当性に関する各委員の意見のご説明でございました。 
 続きまして、資料１－４、議事録、工程表が添付されていないものの補足資料ということで法

人から提出いただいているもののご説明をさせていただきます。議事録等が添付されておらず、

自己評価の妥当性が確認できないものとして、事務局から別途法人に確認しておりましたところ、

法人から回答がありましたものでございます。主な理由といたしましては、※印で示しておりま

すとおり、教員のみで行っている会議については、議事録等が作成されていないため、「議事録：

なし」となっているとのことでございます。これにつきましては、後ほどご説明いたします、評

価案の中では、議事録の作成に努めるよう、委員会として指摘させていただいているという形に

案としてはさせていただいております。 
 続きまして、７ページにまいりまして、資料１－５、各項目のくくり方についてでございます。
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こちらも今までの本委員会におけます議論経過を踏まえまして、基本的には大項目ごとの評価と

いうことで、１で、ローマ数字のⅡ～Ⅴにつきましては、大項目ごとに評価を行うとしておりま

す。 
 ２でございますが、ローマ数字のⅠ、教育研究の質の向上に関する事項については、各中項目、

アラビア数字の１～４ごとに評価を行ったのち、大項目で総合的に評価を行うということにした

いと考えております。各項目のくくり方につきましては以上でございます。 
 次に９ページにまいりまして、採り上げるべき項目についてでございます。これもこの間、各

委員から、評価の中で採り上げるべしとご意見をいただいたものを整理したものでございます。

これにつきましては、次に説明いたします、評価案の項目別評価のところで出てまいりますので、

説明の重複にもなりますので、評価案のご説明の中で、１つ１つご説明をさせていただきたいと

考えております。 
 それでは資料１－７、平成 18 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（案）

につきまして、ご説明をさせていただきます。通し番号で言いますと、14 ページをお開きいただ

きたいと思います。 
 まず、はじめに、ということで、評価にあたって３つの段落に分けて記載しております。１つ

目の段落は大阪市立大学の沿革について。２つ目の段落は法人化の経緯について記載させていた

だいております。３つ目の段落では評価の考え方と評価の法的根拠につきましてご説明をさせて

いただいております。 
 15 ページの全体的評価でございますが、これにつきまして読み上げさせていただきたいと思い

ます。 
 「法人化初年度である平成 18年度の公立大学法人大阪市立大学の業務実績について、以下のと

おり評価する。 

 平成 18 年度においては、意思決定の迅速化を図り、効率的な大学運営を推進するため、理事長

を中心とするトップマネジメントの徹底に努めてこられた。その中でも、大学の使命である教育・

研究・地域貢献をより一層促進するため、担当理事を本部長とする教育推進本部・研究推進本部・

地域貢献推進本部を設置し、理事長である学長のリーダーシップのもと、教職員が一体となって

大学経営に取り組む体制が構築されたことは高く評価できる。  

また、医学部附属病院に関して、病院長を専任化し、法人の理事としたこと、また、看護部長

を副院長に加えたことは、病院運営、管理体制に関して高く評価できる取組みであり、経営面は

もとより、高度医療の推進、患者サービスの向上、地域医療への貢献等について、今後の成果が

大いに期待される。引き続き、法人の理事である病院長のもと、様々な改革に積極的に取り組み、

市民の医療ニーズに応える診療・教育・研究体制の構築に努められたい。 

 この他、設立団体である大阪市の行財政状況や志願者数の減少など、大阪市立大学を取り巻く

環境は大変厳しい状況であるにもかかわらず、理事長以下、役員・教職員が一体となった大学運

営を推進することにより、多方面にわたる大学改革に努めてこられた。この一年間の実績として

は、項目別評価で見ても進捗していると認められることから、全体的に・・・・していると評価

できる。この空白部分につきましては、ご議論をいただきたいと考えております。 

 引き続き、教職員の意識改革を進めるとともに、学生・社会人の受け入れ体制充実のため、時

代に即した学部・学科・研究科の再編など、理事長を先頭に、役員・教職員が一体となって、組
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織的・戦略的に検討を行い、地域社会・国際社会に貢献する魅力ある大学づくりに努めていただ

きたい。」という形にまとめさせていただいております。 

 引き続きまして、２の項目別評価でございます。まず、Ⅰ 教育研究等の質の向上を達成する

ための措置でございますが、前提としまして、※印にございますが、教育研究等の質の向上を達

成するための措置については、教育・研究の特性に配慮し、認証評価機関による評価を踏まえる

こととしており、外形的な進行状況の確認を行った、とさせていただいております。 
 16 ページにまいりまして、①教育に関する措置でございますが、この中で採り上げるべき、特

筆すべき項目として、挙げさせていただいておりますのが、１つ目として、法学研究科法曹養成

専攻の教育環境を充実させ、新司法試験において、合格率関西地区第一位の成績をおさめた。こ

れにつきましては、先般もお話がございましたが、大阪市立大学の合格率が 26 人中 18 人の合格

で、合格率で見ますと 69.2％で、全国平均の 48.3％を大きく上回ったところでございます。 
 ２つ目は、全学共通教育の英語の改革に着手し、実践的英語教育カリキュラムが整備された。 
 ３つ目は、大学院看護学研究科開設に向けての準備作業が着実に進行した。 
 ４つ目につきましては、文部科学省助成プロジェクトでございます、法学研究科法曹養成専攻

「中小企業法臨床教育システム」、生活科学研究科「ＱＯＬプロモーター育成による地域活性化」

プログラム、医学部附属病院「市民病院と連携した全人的総合診療医の育成」プログラムの推進

により、社会的貢献を視野に入れた教育の実施が図られた。 
 その次の項目につきましては、教育推進本部の設置、それから、新入生の数学理科基礎調査を

実施、学生のキャリアアップ支援講座の新設等、学生支援の充実、を特筆すべき項目として挙げ

させていただいております。 
 次に委員会からの意見・指摘等でございますが、１つ目は先ほどの資料１－４にも関わります

が、全体的な意見であるが、会議については、議論経過の把握や透明性の確保等のために、議事

録の作成や関係資料の共有化に努められたい。 

 次の項目につきましては、先ほどの法人の自己評価の妥当性の確認についての部分で、ご意見

ございました、英語版ホームページの内容、シラバスのホームページへの掲載につきまして、よ

り一層の広報活動の強化を図られたい。とさせていただいております。 
 それから、ファカルティ・ディベロップメント活動の更なる充実、学内育児施設の設置につい

て、そして最後に 18 歳人口の減少の中、学生・社会人にとって魅力ある大学となるように、複合

的先端研究機構を含む理系研究科の再編等、全学的な学部・学科や大学院研究科の見直し・再編

成を組織的・戦略的に検討し、学生・社会人の受入れ体制の充実を図られたい。という形でご意

見を述べさせていただいております。 
 続きまして、②研究に関する措置でございます。これにつきましては、特筆すべき事項としま

しては、１つ目が、研究推進本部の設置と戦略的研究経費の運用。 
 ２つ目につきましては、都市研究プラザを開設して、都市に関する問題に関して、研究科の枠

を超え、学際的・多角的・国際的な規模で取り組んできた、ということ。また、後段では教育に

も関連しますが、平成 19 年度にグローバルＣＯＥプログラムに採択された「文化創造と社会的包

摂に向けた都市の再構築」にも今後、大いに注目したい。と挙げさせていただいております。 

 ３つ目は、新産業創生研究センター所長に研究担当副学長が就任し、産学官連携の推進と強化

が図られたということ。 
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 ４つ目に、21 世紀ＣＯＥプログラムに採択された、文学研究科「都市文化創造のための人文科

学的研究」、理学研究科「結び目を焦点とする広角度の数学拠点の形成」、医学研究科「疲労克服

研究教育拠点の形成」について、特色ある研究教育拠点の形成が着実に進められた。とさせてい

ただいております。 

 それから、大阪市立大学シーズ集を発刊し、市民や企業等に向けたシーズの積極的な公開とＰ

Ｒが図られた。今後はホームページにも掲載するなど、研究成果を市民や企業等へ還元し、より

広く社会全般への公開・ＰＲを図られたい。という形にさせていただいております。 
 続きまして、③社会貢献に関する措置でございます。１つ目が、地域貢献推進本部の設置につ

いてでございます。 
 ２つ目に、全国規模で応募のある高校化学グランドコンテスト等を開催し、高校数学・理科教

育の強化が図られたということ。 
 ３つ目は、健康・予防医療ラボラトリー、医薬品・食品効能評価センターの活動充実について。 
 ４つ目はロンドンＵＣＬと医学分野での協定の締結、研究交流の活発化。 
 その次に、大阪市教育委員会との連携協議会を設置し、市教育委員会教員のための夏期大学講

座、市立高校生のための先端化学研修等を実施したほか、高大７年間を見据えた教育課程を編成

し、高度な専門性を備えたスペシャリストを育成するという高校をコンセプトにしました、大阪

市の新商業高校設置に向けた、新商業高等学校に関わる大阪市教育委員会と大阪市立大学商学部

との覚書を締結し、連携を強化した。 
 その次は、創造都市研究科と大阪市北区商業活性化協会との創造都市実現の地域振興に向けた

取組みの推進。 
 次に、自治体等の各種審議会委員等就任について、受嘱件数が増加したことを採り上げさせて

いただいております。 
 続きまして、④附属病院に関する措置でございます。１つ目が、病院長を専任化し、法人の理

事としたこと、また、看護部長を副院長に加えたことにより、病院運営・管理体制の強化が図ら

れたということ。 
 ２つ目がスキルスシミュレーションセンターの開設を採り上げております。 
 また、委員会からの意見等としまして、全国的な看護師不足の状況であるが、患者サービスの

質の向上だけでなく、安定的な病院経営のためにも看護師の確保については喫緊の課題であり、

大学病院ならではのキャリアアップ制度の構築や組織的な募集活動など早急な対応に努められた

い。という形で意見として挙げさせていただいております。 
 これらを受けまして、Ⅰ 教育研究等の質の向上を達成するための措置についての評価でござ

いますが、教育・研究の特性に配慮し、外形的な進行状況の確認を行った結果、計画として掲げ

た項目の大半に取り組んでおり、各推進本部の体制構築による教育・研究力等の向上について、

今後の成果も見込まれること等を総合的に勘案し、中期計画の進行状況は・・・・と認められる。

という形で原案を作らせていただいております。 
 それから、Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する措置についてでございます。特筆すべき事

項としましては、１つ目が、理事長のトップマネジメントのもと、教育・研究・地域貢献の３本

部体制を確立したこと。 
 ２つ目に、特任教員・博士研究員の制度を整備し、重点的に任用を行ったこと。 
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 ３つ目に、戦略的研究経費の運用について、採り上げさせていただいております。 
 委員会からの意見としましては、優秀な教員・大学運営専門職員の確保、それと現行の教職員

のレベルアップも含めて、教育・研究活動の一層の活性化に向け、人件費の一部を留保し、その

分を業績に基づき手当に加算することなどについて検討し、インセンティブが働くような法人独

自の人事・給与制度について、早急な推進に努められたい。という形でご意見をいれさせていた

だいております。 
 トータル的な評価といたしましては、業務運営の改善及び効率化に関する措置について、計画

として掲げた項目の大半に取り組んでおり、また、理事長のリーダーシップの下、役員・教職員

が一体となった組織・体制が構築され、今後の業務運営の更なる改善・効率化が見込まれること

等を総合的に勘案し、中期計画の進行状況は・・・・と認められる。という形で評価案を作らせ

ていただいております。 
 次に、Ⅲ 財務内容の改善及び効率化に関する措置についてでございます。特筆すべき項目と

しては、１つ目が、入札における複数年契約の導入等による経費節減、資金の効率的運用。 
 ２つ目に、公立大学法人大阪市立大学知的財産ポリシーの策定を挙げさせていただいておりま

す。 
 委員会意見、指摘事項としましては、外部資金の獲得強化、エクステンションプログラムの提

供等の収入確保について。 
 もうひとつは附属病院についてでございますが、平成 18 年度の決算におきまして、後ほど財務

諸表のところでご説明いたしますが、約３．５億円の経常利益をあげているわけでございますが、

附属病院の財務につきましては、マニフェストにおきまして、平成 23 年度までに平成 17 年度予

算比で 20 億円の収支改善を図るということになっております。それから、今後は医療機器整備等

にかかる貸付金の返済が発生することになっておりまして、金額にして平成 20 年度で５億円弱、

平成 23 年度で 10 億円弱にのぼることから、財務内容につきまして楽観視できない状況にあると

いうことで、附属病院収入の増、経費削減の努力による経営改善を計画的に、かつ着実にすすめ

ていく必要があるということで意見を述べさせていただいております。 
 評価につきましては、財務内容の改善に関する措置については、今後とも安定的な法人経営の

ため、特に収入確保については、更なる努力が求められるが、収支状況については、人件費をは

じめ支出額の削減に努め、経常利益について約 10 億円を計上しているところであり、また、計画

として掲げた全ての項目に取り組んでいること等を総合的に勘案し、中期計画の進行状況は・・・・

と認められる。という形にさせていただいております。 
 次に、Ⅳ 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項についてでございます。これに

つきましては、特筆すべき事項として、１つ目が、教育担当副学長を長とする全学評価委員会の

設置について。 
 ２点目が、各部局の自己点検・評価に基づく全学的評価の試行を挙げさせていただいておりま

す。 
 これにつきましての評価ですが、自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項について、

計画として掲げた全ての項目に取り組んでおり、全学的な評価体制の構築による自主的な大学活

動の改善・向上が見込まれることなど、総合的に勘案し、中期計画の進行状況は・・・・と認め

られる。という形にさせていただいております。 
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 次に、Ⅴ その他業務運営に関する重要事項についてでございます。これにつきましては、特

筆すべき事項として、１つ目が、大阪市立大学倫理綱領、公立大学法人大阪市立大学個人情報取

扱指針の策定を挙げております。 
 ２点目に、広報担当理事を長とする全学的な広報体制の整備・充実を挙げさせていただいてお

ります。 
 委員会の意見といたしましては、学生・教職員の安全確保等のため、施設の耐震診断を早急に

実施されたい。また、施設等の適切な管理・運用のため、早急な施設マネージメントシステムの

構築が望まれる。今後施設整備を行う場合には、法人の設立団体である大阪市の協力も得ながら、

計画的に進めていく必要がある。という形で意見を述べさせていただいております。 
 評価としましては、その他業務運営に関する重要事項について、計画として掲げた大半の項目

に取り組んでおり、また、効果的な情報発信、ホームページの充実などにつながる、広報担当理

事を長とした全学的広報体制を構築したことなど、総合的に勘案し、中期計画の進行状況は・・・・

と認められる。という形にさせていただいております。 
 それから、最後に「結び」という形で意見等を述べさせていただいております。読み上げさせ

ていただきます。 
 「本委員会としては、法人化初年度であり、また、設立団体である大阪市の行財政状況や志願

者数の減少等の厳しい状況の下、大学の普遍的な使命である高度な教育・研究の推進はもとより、

社会の発展に貢献する、大阪市民の誇りとなる大学を目指し、理事長のリーダーシップのもと、

様々な取組みが積極的に行われたことは高く評価している。 

18 歳人口の減少等により、大学間競争が激化する現況において、我が国の公立大学として最大の

規模・内容を誇る総合大学として、今後も法人化を契機として、組織・予算・人事等について、

柔軟かつ機動的に運営することにより、中期目標で目指す大学の教育・研究・地域貢献に関する

諸活動の活性化に努めていくことが求められる。法人化初年度において、そのための基本となる

体制作り等を着実に実行されたが、今後、経営戦略の明確化やＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）

→実施（Do）→点検（Check）→改善（Act））の確立などを図り、法人化の成果の具現化を着実に

進めていく必要がある。 

そうした観点で、委員会として指摘・意見等も述べているが、今回の評価結果を今後の教育・研

究等の向上、法人の業務運営の改善等、大阪市立大学の更なる活性化と発展のために最大限活用

されることを期待するものである。 

なお、本委員会としても今回の評価を踏まえ、次年度以降の評価方法に関してより一層の充実を

図ってまいりたい。」という形でまとめさせていただいております。 

 以上が評価案でございまして、事務局からの説明は以上でございます。 

（金森委員長） 

 ただ今、事務局から資料の説明がございました。最後の資料１－７、評価結果というのは、我々

のこの間の意見の総まとめでございますが、それまでの資料について、確認をしてまいりたいと

思います。 

 まず最初にございました、評価手順につきましては、この前に詳しく議論していただいた内容

ですので、これでよろしいかと思います。 

 次に法人の自己評価の妥当性についてでございますが、これが適切かどうかの確認をしてまい
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ったわけでございますが、175 番の研究科長裁量経費の制度設計というのは、項目の立て方につ

いて、我々の理解も不足しておりまして、法人からの回答もありますが、趣旨に基づいて適切に

執行しているということであれば、進捗しているという評価で差し支えないと思います。理事長

もご不審に思われているかもしれませんので、説明しますと、裁量経費の制度設計を検討・議論

されているというのは、裁量経費の趣旨に反するのではないかと疑問をもったわけでございまし

て、裁量経費というのは、機能的に裁量されるものですので、それを機械的な制度設計をされる

というのは、どうかと思いまして。法人の回答のとおりの現状であれば、これでよろしいのでは

ないかと思います。それ以外の部分は、委員会としての意見等に盛り込んでいくということにな

っております。 

 また、議事録等がないために、内容の確認ができないものについては、別途法人から検討内容

について、提出がございますので、この内容を尊重してまいりたいと思っておりますが、これに

ついてはいかがでしょうか。ただし、議事録等がないものについては、資料１－７の評価結果案

でも、我々の意見として、議事録の作成を心がけていただきたいと、意見・指摘を述べることと

しております。議論の後戻りや思い違いを防ぐためにも、大事なことでございますので、指摘さ

せていただきたいと思います。ただ、全体としては法人の自己評価については、我々としても確

認してまいりましたし、これでよろしいのではないかと思います。 

 各項目のくくり方についても、前にかなり議論いたしまして、その内容を踏まえた内容であり

ます。くくり方そのものは、私自身は異議はございませんが、資料１－７の評価結果案のところ

で、少しだけ意見を述べさせていただきたいと思います。大学の回答等とは関係のないことなん

ですけれども、教育・研究施策に関連しまして、私からのお願いがございますので、後で意見を

少し述べさせていただきます。 

 資料１－６まではこれまでの議論・意見を集約したものでございまして、盛り込むべきものは

それを資料１－７、評価結果案に盛り込んで、整理しておるわけですけれども、この評価結果案

について、皆様のご意見をいただきたいと思います。 

 改めて資料１－７、評価結果案をご覧いただきまして、前文、全体的評価、これは私もこれで

結構かと思いますけれども、付け加えるべきもの、その他ございましたら。 

（細見委員） 

 何点かあるんですけれども、まず、18 年度の部局自己点検・評価報告というのがあるんですが、

非常に興味深く拝見してまして、大学の中に評価委員会ができて、自己点検をおやりになった成

果というのは、非常に高く評価したいと思っております。こういうことをやったということは、

評価結果案に書いてあるわけですね。 

（金森委員長） 

 採り上げているのは、20 ページの自己点検のところにあります。 

（細見委員） 

 これは非常にいいことだと思いますし、高く評価したいと思います。少しだけ意見を述べさせ

ていただきたいんですが、各部局の実施状況ということで、各部局が自己評価をしていただいて

いるわけですけれども、例えば、「特に進捗している」が３、「進捗している」が２、「おおむね進

捗している」が１で、「その他」が６になっているんですけれども、意外と「その他」で答えてい

るのが多い。かなりの項目で「その他」と答えているのが多くて、全学評価委員会の自己評価が、
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各部局の自己評価の内容と比べて少し甘いというような印象を受けてますが、そんなことはあり

ませんか。 

（金森委員長） 

 私の見解を言わせていただきますと、大学の各部局も評価委員会を設けられて、自己評価され

た結果はこの本日の資料の業務実績報告書に集約されているわけですけれども、今のご質問は、

その結論の出し方についてのご質問だと思いますけれども、私自身としては、そこまで大学の中

の議論について、我々が首を突っ込む必要があるのかどうかと根本的には疑問を持っております。 

 事務局の方ともお話をしておって、確かにこれでは大学としてどういう議論をしていたのか分

からないという話もあったんですけれども、私としては、その上で大学として総合判断されて、

それぞれの項目について結論を出されたと思いますので、我々はそれを受け止めていいのではな

いかと思います。私の見解ですけれども。 

（細見委員） 

 それは分かるんです。首を突っ込んでとかいうことではなくて、各部局の第一線の人たちが、

これではいけないのではないかとか、改革に対する熱意の表れというような形であれば、その熱

意を役員さん方が受け止めて、評価をしていくということをやらないと、現場の改革をやってい

こう、新しいことをやっていこうという熱意を受け止められないんじゃないかと思うんです。そ

れが杞憂であるならば、いいんですけれども。 

（金森委員長） 

 個々の「その他」がそれぞれどういうものだったか、というのではなくて、むしろそういう時

にどういう形で結論を出されたのかということについて、役員の方などがどういうつもりで応え

られたかということですね。 

（細見委員） 

 熱意の伝わり方が本当に伝わっているのかということです。「その他」という回答が非常に多い

ですからね。８とか９とか。 

（金森委員長） 

 せっかく理事長にもお越しいただいておりますので、今の件について、いかがでしょうか。 

（金児理事長） 

 本学には全学評価委員会がございますが、これには各研究科から評議員経験者クラスの委員が

出て、そういう意味では大学の全体像についてかなり把握できている人がこの委員会のメンバー

になっております。従いまして、これまで評議員等を経験しているということは、大学について

大所高所から判断できると、そういう前提に我々はたっておりますので、そういうメンバーの委

員会でいろいろ議論された結果が、この自己評価であります。これについての議論の経緯と言い

ますか、中身については中村理事兼副学長の方から説明させていただきます。 

（中村理事） 

 中村でございます。今の細見委員のご質問にお答えさせていただきます。理事長も申しました

ように、全学評価委員会というものがございまして、私が委員長を務めさせていただいているわ

けですけれども、それとは別に、各部局に部局の自己評価委員会がございます。この度の部局の

自己点検・評価報告につきましては、各部局に年度計画の進捗状況について質問し、それを各部

局で教授会ないしは部局長の責任で取りまとめていただきまして、全学評価委員会にあげられた
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ものを集計したものでございます。 

 その中で、「その他」と申しますのは、年度計画それぞれの項目について「特に進捗している」

「進捗している」「おおむね進捗している」「実施にあたって課題がある」の４段階での評価では

なくて、それらの評価文言以外の様々なコメントをつけられたものが多くございました。全学評

価委員会としては、そういうことではなくて、この４段階に限定して評価をするようにと、私が

決定すれば良かったんですけれども、必ずしもそういう形ではないという答えの部局が多くござ

います。 

 例えば１つ２つ、時間をいただいて恐縮ですけれども、分かりやすいところで説明させていた

だきますと、Ｎｏ17 なんかは分かりやすいんですけれども、中期計画・年度計画ともに、長期履

修学生制度について検討するという計画ですが、これについて、各部局に検討されていますか、

あるいはどのような形での検討がなされていますかと質問をしておったわけですけれども、実は

よく分からないという回答がいくつかございました。それは長期履修学生制度というものの内容

が十分に各部局の中に認識されていなかったわけでございまして、その後でこういう結果が出ま

したものですから、長期履修学生制度というものは、例えば社会人用に、在学期限を延ばして在

学してもらうという制度なんですけれども、そういうことを申しましたら、初めて問題が分かり

ましたので、今後検討しますという答えが出たりしております。そういう問題を認識されておら

ない部局からは様々な答えが出てまいりました。こういう事情もございますが、各部局の自己点

検・評価につきまして、全学評価委員会として照会の方法も含めて問題があったのではないかと

考えております。 

 「その他」というのは、そういうように、４つの段階での答え以外の記述や問題提起などがご

ざいましたものを一括して「その他」にいれております。そういうことでございます。 

（金森委員長） 

 その上で、中身については十分、役員の方々も汲み取っていただいて、前向きに活かしていく

と、そういう決意を述べられれば、細見先生も満足されると思いますが。 

（細見委員） 

 「その他」こそ大切であって、「その他」に込められているものをしっかりと受け止めてもらっ

て、次の段階に活かしていただければ。 

（金森委員長） 

 そういう「その他」もありますけれども、実は勉強してないから「その他」になっているのは

問題ですけれども。ですから全てが前向きというわけではないかもしれませんが、前向きに捉え

るものは捉えていただくという意味のご答弁だったと解釈してよろしいかと思います。 

（細見委員） 

 ですから、次回の評価委員会では極力、「その他」は１つか２つぐらいになっていれば。過半数

ではいけないと思います。 

（金児理事長） 

 「その他」には現状では疑義も含まれておりますけれども、今後は「その他」に該当するよう

なケースが無いように努力して、全学一丸となって取り組んでいきたいと思っております。 

（細見委員） 

 そう言っていただければ、私どもも評価委員をやっている意味があると思います。 
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（金森委員長） 

 他にご意見ございましたら。 

（細見委員） 

 資料１－７、評価結果案についてですけれども、初めての評価ですが、表紙の余白のところぐ

らいに、全体的評価、項目別評価という柱が分かれば、より一層いいのかなと思います。表紙の

余白を活用して目次的にいれられたらいいのかなと思います。 

 それとこの評価は誰に向かって書くのかというか、誰にこの評価を読んでいただくのかという

ことになるんですか。 

（金森委員長） 

 市長です。 

（細見委員） 

 市長ですか。やっぱり職員のみなさんとか、市民の方にもという形になるわけですね。 

（金森委員長） 

 市長はこれを受けて、議会に報告するということになっております。 

（細見委員） 

 そうですね。それから、評価に参加した教職員の方や学生の方なんかにも読んでいただければ。 

（金森委員長） 

 関心をお持ちの方に広く読んでいただきたいですけれどもね。 

（細見委員） 

 そういうことであれば、最初に評価にあたって、と書いてある中で、市立大学の歴史なんかが

書いてあるわけですが、私も事前にはいいんじゃないかと思っておったんですが、やはりこれは

むしろ大学のホームページなんかに書いてあるべきものであって、評価委員会が書くようなもの

ではないと思います。評価委員会というのは、こういうメンバーの委員会で、こういう評価をし

ましたと端的に書いて、例えば大学の紹介的なものは結びの方にいれて、という方が形も美しい

と思います。読む時に、一番初めから読むわけですけれども、これだけ長いのを読んでいきます

と、３つ段落があって、しかも難しいですし、ここで頓挫してしまう場合もありますので、私は

評価ということであれば、評価委員の名前を書いておいて、全体的評価に入っていってしまった

方がいいのではないかと思います。私の意見ですけれども。 

（金森委員長） 

 他のご意見もいただければ。細見先生の意見だけで決めるわけにもいけませんので。 

（細見委員） 

 私の意見としてはということですが、前段の部分は後ろの結びのところに持っていく方がいい

のではないかというのが１つです。それから、そういうふうに見ていきますと、全体的評価につ

きましても、最初の２行、以下のとおり評価するという一文ですけれども、同じ見出しが２回出

てきているわけですから、これは抜いてしまって、次の３行目から始めるという方がいいのでは

ないかと思います。そういう形に少し短くして。 

 それから、「徹底に努めてこられた」とか「構築されたことは高く評価できる」とか「また」と

いう接続詞が多用されているとか、こういうものは省いて、評価するわけですから、「努めた」と

か「構築された」と書いた方が、くどい言い回しがあるので、気になります。接続詞は一切使わ
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ないというような形でやっていった方がいいんじゃないかなと思います。 

（金森委員長） 

 最初の部分は全体の構成について、まず目次を作ることと、評価にあたってという文章が必要

かどうかということですね。これは大きな問題ですね。それから、全体的評価の文章をもう少し

考えて簡潔にできないかということですね。これは今後も事務局とも相談しまして、検討してま

いりたいと思います。もちろん、他の先生方のご意見もありますでしょうから、それもお聞きし

ないといけませんので。 

 全体的評価の趣旨といいますか、中身はこれでよろしいわけですね。表現をもう少し簡潔にと

いうことですね。他にご意見ございますか。 

（吉川委員） 

 細見先生が言われたことは非常に大事なんですけれども、公文書として評価委員会で評価結果

というものを提出しますよね。それが議会とか市民に報告されて、公文書としてオープンになる

わけです。それともう１つ、市民にダイジェスト版みたいなもので、市民が見て大学の現在の姿

はこうだと、こういう点でいい面がある、こういう点で課題があるというような、２種類作るの

が、私はいいと思います。今までの経験では。実際、業務実績報告とか評価を国立大学でもやら

れてますけれども、公文書として出てくるのはややこしくて、全てが細目にわたって評価されて

るものですので、それは必要なんであって、ホームページに載せてますけれども、誰も見ないで

すよね。やはり見て分かりやすい、ダイジェスト版みたいなものを別の形で作るという方がいい

と思います。あまりにも堅苦しく思えるかもしれませんが、これはこれで必要だと考えてもいい

のではないかと思います。 

（金森委員長） 

 これのＰＲ用の文書を作るかどうか、例えば１枚ものを作るとか、そういうことですね。次の

議題とすることにさせていただいて、まずは公式文書の作成として。もちろん忘れるわけではあ

りませんから。 

（吉川委員） 

 全体の構成としては私はこれでいいと思います。 

（金森委員長） 

 我々評価委員会は、どういう立場で市立大学を眺めて評価したかということが最初の前文で触

れておいて、市立大学のことを何も分かってない連中がやっているんじゃないかという懸念すら

持たれる心配があるので、大阪市立大学の歴史を認識し、全国有数の公立大学であるということ

を認識しているということは必要だと思います。 

（細見委員） 

 大阪市立大学の名前だけ見たらみんな分かるじゃないですか。 

（金森委員長） 

 全国的に考えたときには、正直に申しまして、大阪市立大学のことをそれほど認識しているわ

けではありませんから。ですから、それを言うことは必要だと思います。 

 我々評価委員がどういう認識から出発しているかということを明らかにしないと、読まれる方

の大阪市立大学の認識がどれほどあるかというのが明らかでないので。 

（細見委員） 
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 大阪市立大学の法人化後初めての評価、という程度ですむ話ではないんですか。 

（金森委員長） 

 全体的評価の最初の２行は書かなくてもいいのではないかというご意見は私も賛成なんですけ

れども、市立大学全体の評価についての文章を最初のところで述べるというのは非常に大事だと

思います。こういうのは他の大学にもあまり例がないと思いますし、それに市長がこれを受けて

議会へ報告するとう形としてはこういう形式がよろしいかと思います。 

（吉川委員） 

 ２年目からはいらないでしょうけれども。 

（金森委員長） 

 それについてはもちろん慎重に対応しないといけないですけれども、最初の評価であるという

ことで、以降はここの文章は少し改めていかないといけないと思います。 

（上野谷委員） 

 「はじめに」にあたるような部分で、評価対象がどういうものかというのはやっぱり大事だと

思いますね。歴史もある大学ですから。我が国最初の市立の大学で、総合大学かつ全国で最も規

模の大きい公立大学を評価する際に、どんな視点で評価するのですかということを示すのは大事

だと思います。むしろ私はここにもうちょっと書き込んだ方がいいのではないかと思うぐらいで

す。評価の視点、評価の方法等、そして非常に大事な点は、大学の自主性・自律性、教育・研究

の特性に配慮して、と自分たちの対応の立ち位置みたいなものもはっきりしておかないといけま

せんから、そういう立場の評価でヒアリングとか、資料も見せていただいて総合的に評価を行っ

たという、評価の方法や評価の趣旨みたいなものをどこかで書かないといけませんので、どこに

書くかという問題ですけれども、最初に書いておいた方がすわりがいいと思います。 

ただし、明治何年からをここに書くのかという細見先生の気持ちは分からないことはないんで

すけれども、非常に伝統のある我が国最初の市立の大学ですよということを全員が知っていると

も思えませんし。ですから、いれてても別に悪くはないと思いますけれども。ただ、もうちょっ

とすっきりと、「取り組んでこられましたが、」とかそういうのは工夫が必要かもしれませんが。 

（金森委員長） 

 標題が「平成 18 年度の評価にあたって」となってて、明治 13 年からと文章が始まるので、昔

から評価していたのかと思われても困るので、平成 18 年度という文言は取ってもいいかもしれま

せんね。 

（上野谷委員） 

 先生のセンスからすると、ちょっと違うのかも分からないですね。 

（細見委員） 

 評価の方針みたいなものをコンパクトにまとめるというのであれば別にいいんですけれども、

この大学はどうだということは別に必要ないと思うんですが。 

（金森委員長） 

 「取り組んでこられましたが、」とかそういうのは削ってもいいかもしれませんし、ここの文章

はもう一度練り直すということで。 

（上野谷委員） 

 そうですね。ただ、単科大学の評価と総合的な大きな規模の大学の評価というのは違ってくる
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と思うんですね。学位授与機構なんかでも問題になるのは、学部を評価するのではなくて、大学

を評価するということです。評価委員の研修とかでいつも言われるんです。 

 学校全体の評価をするときに、２学部の大学の評価をするのと、８学部もある大学の評価をす

るのでは全然違いますので、そういう意味ではこういうことも書いておいていただいた方がいい

と思います。 

（金森委員長） 

 では、ここはもう一度文章を考えるということで、ただ、これを書くこと自体は私は必要だと

思いますので。 

（栗原委員） 

 私は３つの段落を見て、一番必要なのは、最後の段落だと思うんですね。法律的根拠だとか、

どういう資料等に基づいて評価したかとか、これは書かないといけないと思うんですけれども、

むしろ細見先生おっしゃってるように、歴史的なこととかよりも一番初めにもってくるべきこと

は、こういう法律に基づいてとかそういうことで、順番を入れ替えるとかすればいいのではない

かと思います。 

（金森委員長） 

 先生のご意見は、最後の段落が一番重要で、２番目は最初の段落で、最後が真ん中の段落で、

あるいはなくてもいいぐらいと解釈してもよろしいでしょうか。 

（吉川委員） 

 総合大学というのは、学部が２つ以上ということですか。それが大阪市内には唯一なんですか。 

（金児理事長） 

 そんなことはないですけれども。 

（吉川委員） 

 市立で１つしかないということですか。 

（金児理事長） 

 国公立では確かに市内で１つですね。私学では相愛大学が去年、発達科学部ができましたので、

ですから３学部ですかね。そういう意味では総合大学だと言えないこともないと思うんですけれ

ども。 

（上野谷委員） 

 文系総合大学ということですかね。 

（吉川委員） 

 市内で唯一の総合大学という文章が何を言いたいのかなと思いまして。 

（金森委員長） 

 これは削る対象ですかね。 

（吉川委員） 

 むしろ大阪市の文化性・学術性が低いということを反映しているというようにうつる可能性も

ありますし。 

（金森委員長） 

 それはよく新聞に書かれることで、大阪大学を追い出したとか。 

（上野谷委員） 
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 ここに書かれているのは、唯一だから大事にしてよというアピールの意味だと思いますけれど

も。 

（杉本室長） 

 今になって大阪市は大学の誘致に努めておりますけれども、以前は工場等制限法の制約があっ

たわけでございまして、中之島の大阪大学や上六の外国語大学など、貴重な、大きな大学が市外

へ転出されました。上野谷先生おっしゃったように、今となっては市内に唯一残った総合大学で

ございまして、２学部・３学部とか総合大学の定義というよりは、市長が冒頭でごあいさつ申し

あげましたように、普遍性を有する文系・理系を網羅した総合大学というわけで、私どもとしま

しては、大事にしないといけないという思いをもって書いているわけでございます。 

確かに定義としてはどうかというご指摘につきましては、もう一度確認させていただきたいの

ですが、文章としてご推こういただく際には、思いとして、工場等制限法がある中で残された非

常に貴重な大学であるということで、そういった観点でご覧いただきたいと思っております。 

（金森委員長） 

 まったくおっしゃるとおりでございまして、ですから、もう少し文章を練り直すということで、

前文に書くということはお認めいただきまして。ただ、表現は難しいですね。文理の定義も難し

いですから、生活科学部もそうですね。 

（金児理事長） 

 相愛大学の発達科学部も文系・理系が混じっています。 

（上野谷委員） 

 ここも評価対象が何なのかという、認識を示すことが大事ですから。 

（金森委員長） 

 公立大学として非常に歴史のある大学という認識を何らかの形で表現するということでよろし

くお願いしたいと思います。 

 では、前文と全体的評価のところは少し文章を練り直すということにいたしますが、全体的評

価については、書かれている項目はこれでよろしいでしょうか。 

（細見委員） 

 全体的評価に、例えば項目別評価のⅡ、Ⅲ、Ⅳ等で注目される取り組みとして評価できる事項

が盛り込まれているんですよね。まず最初に３本部制ができたということと、次に病院のことで

すよね。もう少し分かりやすく、全体的に項目が入っている方が良かったかなと思いますね。全

体的評価ですから、教育・研究も業務運営も財務内容も全て含めた評価なわけですから。 

（金森委員長） 

 ここでは大学全体のシステム的な改革に取り組まれたことが採り上げられているわけですが、

内容について、乏しいのではないかということですか。Ⅰ～Ⅴまでについて、もう少し全体的に

総括できるようなことを書いた方がいいのでは、ということですね。それは考えられることです

から、そうするようにいたしましょう。また事務局の方と相談して考えてまいります。 

 確かに、内容的にはシステム的なことが多くて、後ではＣＯＥですとかいろんなプログラムの

進行なんかが採り上げられてますけれども、どれを前に持ってくるか考えた末での文章ですから、

大変な作業だったとは思いますが、もう少し改善を図るということにいたします。 

 では次に、項目別評価について、ご意見ございましたら。大体皆様のご意見を網羅した形にな
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っております。 

 私の方から少し申しあげたいんですが、日本の法律体系では教育と研究というのは別に分けら

れているわけですけれども、私はＣＯＥプログラムにつきましては、責任を負う立場にございま

したので申しますと、ＣＯＥというのは、博士課程後期の研究者養成に関する教育の部分を含ん

だ研究でございます。そういうことでやっと、大学院学生を研究者として認めるということで、

研究旅費その他を支給できることになりました。 

 私の提案でございますが、②研究に関する措置に、私が事前に申しあげていたことなんですけ

れども、都市研究プラザの項目に、グローバルＣＯＥは「教育にも関連するが、」とありまして、

私の意見を盛り込んでいただいているわけですが、これではかえっておかしいので、むしろ（  ）

で研究に関する措置の「研究」の後に「博士課程後期の教育を含む」としていただいた方がいい

と思います。この点を行政に対してそのあたりをしっかり考えろと今でも申しているわけですが、

大学院の学生を研究者として捉えきれてないので。研究（博士課程後期の教育を含む）と書いて

いただいたら、その意義がはっきりすると思います。 

グローバルＣＯＥは金児先生もよくご存知のように、「教育研究拠点」で「教育」を先にたてて

おります。市立大学のプログラムはそれだけを評価されたわけではないと思いますけれども、教

育プログラムが評価されて採択されたと理解できますので。それから、21世紀ＣＯＥは「研究教

育拠点」で「研究」を先にたてております。これは我々の議論では同等に扱っておりまして、議

論の最初の段階では大学院学生を研究者として取り扱うかどうか定かではなくて、事務官僚の方

の価値観も曖昧でして、かなり議論して今の形になったわけなんですけれども。 

 ですから、グローバルＣＯＥで「教育にも関連するが、」とか 21 世紀ＣＯＥで「研究教育拠点」

といちいち断るよりも、②研究に関する措置を「②研究（博士課程後期の教育を含む）」と明記し

ていただいたらいいのではないかというのが私からの提案でございます。博士課程後期は研究者

養成ですから、研究と教育は本当に不可分ですし、ご賛同いただけましたらありがたいのですが、

私個人の思いが入っておりますけれども、よろしいでしょうか。 

（金児理事長） 

 金森先生おっしゃいますように、大阪市立大学でも後期博士課程の院生については、ＣＯＥプ

ログラムが発足して以来、研究費ということで堂々とつけられるようになりましたし、我々も博

士課程の院生については研究者として扱っております。 

（金森委員長） 

 研究に関する措置の一番最初に明示していただくと、私としても大変心強いし、主張しやすい

です。この間も国立の大きな大学の研究担当副学長の方たちと話をしていたんですが、科学研究

費補助金とかＣＯＥもそうなんですが、それについてはかなり改善されたんですけれども、科学

技術振興調整費というのが難物でして、あれは大学院学生を労務者としてしか扱っていないんで

す。吉川先生よくご存知のように、大学院医学研究科の学生が医療に従事してはならないとなっ

てまして、お医者さんを養成するところで、医療に従事してはならないとはおかしいじゃないか

と誰でも思うんですけれども、そういうことがまだまかり通っているわけです。 

 少し余計なことを申しましたが、ここの「研究」にそういう定義を加えていただくと、いちい

ち断る必要もありませんし、大変よろしいかと思います。 

（細見委員） 
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 「措置」という言葉ですが、全部に出てきますけれども、「措置」ではないですよね。おかしい

と思いますし、「取り組み」等の方がいいと思います。 

 それと、各項目非常に細かく書いてあるんですけれども、１つの項目について、最大で２行ま

でにまとめてほしいと思います。新司法試験の項目についても、「教育環境を充実させ」とか形容

詞的なものは必要ないと思います。次の項目にしても３行ありますよね。形容詞が長すぎます。

実践的英語教育カリキュラムというのは、１年生のときからネイティブが毎日必ず教えるとか、

斬新なところは何なのかというところを書いてもらわないと。それと、～した、～したという表

現に統一して、せいぜい各項目２行までにまとめてほしいです。 

 「新産業創生研究センターについて、～」ではなくて、「産学官連携の推進のために、新産業創

生研究センターの所長に研究担当副学長が就任した」とする方がいいですし、都市研究プラザも

なぜこれを開設したのかということが分かりませんので、例えば「グローバルな都市問題を解決

するために都市研究プラザを開設し、～」として、そしてこれはグローバルＣＯＥに採択された

とする方がいいと思います。最大２行までに成果の表現をおさめるようにしていただきたいと思

います。 

（金森委員長） 

 改善の余地があることは、みなさんもご同意されると思いますので、これはこれから検討して

いきたいと思います。項目としてはよろしいのですね。 

（栗原委員） 

 数字の使い方なんですけれども、全体的評価、項目別評価とアラビア数字でありまして、アラ

ビア数字の中にローマ数字が入っていて、さらにその中に①②となっているのが、ちょっと違和

感があります。丸数字はすごく小さい項目のようなイメージを与えてしまうので、かっこの数字

にしたりする方がいいと思います。 

（金森委員長） 

 普通はローマ数字が一番大きい単位ですかね。そのあたりはこれから改善していきます。 

 それと、大事なことなんですが、全体的評価や各項目別評価の最後のところに評価をブランク

にしておりますが、提案ですが、「順調に～」というような表現にしてはいかがかと思います。 

（細見委員） 

 統一的な表現にしておいた方がいいんじゃないでしょうか。 

（金森委員長） 

 「特に進捗している」とかその区分を使う必要はないと思います。逆にそれにとらわれては、

これは４段階評価の３番目、２番目だとか誤解を与えることにもなりますので。 

ですから、「順調に～」とするかは決めていませんが、けちをつける必要はないということでご

意見がまとまっておれば、あとで事務局に考えてもらいますが。 

（吉川委員） 

 全体的評価のところは「順調に推移している」でどうですか。 

（金森委員長） 

 必ずしも４段階で考える必要はありませんので、事務局の方でそのあたりを考えていただきた

いと思います。 

 その次にそれが出てきますのが、19ページの一番上の教育・研究の評価の部分でございますが、
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「順調である」ということでよろしいでしょうか。 

（吉川委員） 

 「計画通り推移している」「計画通り進捗している」などではどうですか。 

（金森委員長） 

 では事務局の方でその趣旨を踏まえてお願いします。 

 教育・研究のところで項目やその他について、ご意見ございませんか。 

 では次の業務運営の改善のところの評価、19 ページの一番下のところですが、各項目の表現は

先ほどの簡潔にするというご指摘をここでも踏まえることといたしますが、ここも「順調である」

とう趣旨でよろしいでしょうか。 

（上野谷委員） 

 今後の結果はまだ分かりませんので、「推移を見守ってこのままやっていただきたい」というよ

うなことでよろしいかと思います。 

（金森委員長） 

 では、順調にすすんでいるという趣旨でお願いします。 

 次に財務内容の改善ですが、あまりこれまで議論されていない部分ですけれども、財務諸表に

ついて事務局の説明があるんですか。 

（山本課長） 

 財務諸表については後ほどご説明いたします。 

（金森委員長） 

 それと関係してますし、それを聞かないと分かりませんね。ではここは財務諸表の説明を聞い

たあとにします。 

 では次の自己点検・評価のところですが。先ほどのご答弁で、きちんとやっておられるという

ことで評価したいと思いますけれども、表現は先ほどまでと同じ趣旨でいきたいと思います。 

 最後に、その他業務運営ですが、これも同様でいいと思います。 

 では時間もありませんので、財務諸表の説明を事務局からお願いします。 

 

議題２ 平成１８年度財務諸表について 

 

（山本課長） 

 別冊２の資料２－１－１につきまして、ご説明申しあげます。 
 目次をご覧いただきたいのですが、公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し財政状態

や運営状況に関する説明責任を果たし、自己の状況を客観的に把握するという観点から、財務諸

表といたしまして、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する

書類、行政サービス実施コスト計算書の作成が義務付けられています。 
 公立大学法人は、事業年度の終了後３月以内に財務諸表を市長に提出することとされており、

６月 29 日付けで市長あて提出があったところです。市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴

いたうえで、承認を行うこととされています。 
 なお、財務諸表の提出にあたって、監事の監査と会計監査人の監査を受けることが義務付けら

れています。会計監査人及び監事からは、財務諸表は適正に表示されており、法令に適合してい
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る旨、意見をいただいておるところでございます。 
 資料本体に戻りまして、資料２－２「平成 18 年度財務諸表概要」についてご説明申しあげます。

まず、表の左から２番目、貸借対照表からご説明申しあげます。資産の部ですが、資産の総額は、

1,233 億円、うち固定資産として 1,124 億円、流動資産として 109 億円ございます。 
 固定資産といたしまして主なものは、土地が 385 億円、建物が 548 億円、研究機器等を含む備

品が 36 億円、図書が 132 億円ございます。流動資産といたしまして主なものは、未収附属病院

収入が 38 億円、現金及び預金が 65 億円でございます。 
負債の部でございますが、負債の総額は、281 億円であり、うち、公立大学法人の会計独特の

処理ですが、固定負債として償却資産を承継・取得した場合に当該資産の見返として同額を計上

し、減価償却処理により費用が発生する都度、取り崩して収益化する取り扱いとされる資産見返

負債が 176 億円ございます。また、従前大学が所管していた大学振興基金などの基金につきまし

ては、法人化に際して公立大学法人に移管したことによります長期寄付金が 27 億円、大阪市から

の医療機器整備等に係る長期借入金が 10 億円、流動負債として未払金が 60 億円ございます。 
資本の部にまいりまして、資本の部の総額は、952 億円であり、資本金、市からの出資金が 982

億円、資本剰余金がマイナス 56 億円であり、利益剰余金が 26 億円となっております。 
 なお、損益外減価償却累計額 56 億円については、こちらも公立大学法人独特の会計処理で、大

阪市から出資された教育・研究用の建物等は、減価償却費に見合う収益の獲得が見込めないこと

から、減価償却処理を損益計算に反映させず、資本剰余金をから控除する取り扱いとなっている

ことから発生するものです。 
 次に、表の左から３番目、損益計算書をご説明申しあげます。経常費用の総額は、436 億円で

あり、業務費については、人件費を除く教育経費が 17 億円、研究経費が 25 億円、病院の診療経

費が 128 億円、人件費が 245 億円、一般管理費が 10 億円でございます。 
 経常収益の総額は、446 億円であり、大阪市から交付いたしました運営費交付金による収益が

168 億円、資産見返負債戻入が 13 億円、運営費交付金外の収益、いわゆる法人の自己収入が 261
億円ございます。運営費交付金外の収益といたしまして、授業料、入学金、検定料といったいわ

ゆる学生納付金が 49 億円、病院の診療収入が 201 億円でございます。なお、資産見返負債戻入

13 億円につきましては、先ほど貸借対照表で資産見返負債を計上することをご説明いたしました

が、減価償却処理により費用が発生する都度、負債から取り崩して収益化する取り扱いにより、

発生する収益でございます。以上から、経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、10 億円

となっております。 
ここの部分が先ほどの評価案の財務内容の項目の部分で書かれているものでございます。この

10 億円の内訳といたしまして、また別添資料２－１－１、財務諸表に戻っていただきたいんです

けれども、財務諸表の 17 ページに、開示すべきセグメント情報というのがあります。ここで大学

と附属病院とを分けた形の表現になっておりまして、それぞれ表の下から２段目に、業務損益、

いわゆる経常利益にあたる金額がありまして、大学については６億 8,600 万円、附属病院は３億

4,800 万円の経常利益がでており、合わせて約 10 億円の経常利益ということになっております。 
病院の財務状況につきましては、評価案で今後の計画的な経営改善を望むという形でコメント

させていただいているところでございます。 
 申し訳ありませんが、また、本体資料の２－２、ページでは 25 ページにお戻りいただきたいの
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ですが、臨時損失は 13 億円で、主なものといたしまして、大阪市から承継した物品のうち、50
万円未満の物品は消耗品扱いとして１年で償却したことに伴う、消耗品費の除却損が 10 億円、図

書の除却損が３億円ございます。 
 臨時利益は 29 億円で、主なものといたしまして、大阪市から承継した物品の受贈益が 15 億円、

同じく大阪市から承継した病院の未収債権の受贈益が 11 億円、図書の除却損に伴う資産見返物品

受贈額戻入が３億円ございます。以上から、臨時利益から臨時損失を差し引いた額は、16 億円と

なっております。なお、この臨時利益及び臨時損失につきましては、公立大学法人移行時限りの

特殊事情により発生したものでございます。 
 以上から、経常利益の 10 億円と臨時利益から臨時損失を引いた 16 億円を合計した、大阪市立

大学の平成 18 年度における当期総利益は 26 億円でございます。これは貸借対照表の利益剰余金

と一致しています。 
 なお、別冊の資料２－１－１の６ページでございますが、利益の処分に関する書類といたしま

して、法人としてはこの 26 億円を次年度以降の事業に充てたいと考えておられます。 
 資料本体に戻りまして、資料２－２「平成 18 年度財務諸表概要」の一番左、キャッシュフロー

計算書をご説明申しあげます。 
 法人の資金の出入りを示すキャッシュフロー計算書ですが、法人の収入が 540 億円、支出が 475
億円であり、期末資金残高は 65 億円です。この額は、貸借対照表の現金及び預金と一致していま

す。 
 次に、表の一番右、行政サービス実施コスト計算書をご説明申しあげます。企業会計にはない

主要表として、行政サービス実施コスト計算書があります。公立大学法人の業務運営に関しての

市民の負担に帰せられる現在及び将来のコストを表示するものであり、損益計算の対象とはなら

ない大阪市からの無償借り受け資産の賃料相当額などを機会費用として加える一方で、市民の直

接の負担とはならない学生納付金、附属病院の診療収入などの自己収入を除いて算定するもので

す。 
 法人の実質的な業務実施コストは、274 億円で、この額は、損益計算書上の経常費用 436 億円

と臨時損失 13 億円の合計 449 億円に、出資された建物の損益外減価償却相当額 56 億円、将来発

生する退職給付の増加見積額６億円、大阪市から無償借り受け資産の賃料相当額などの機会費用

が 24 億円、これらを合計しますと 535 億円になり、そこから運営費交付金外の収益である 261
億円を引きまして、業務実施コストは 274 億円となっているところです。 
 財務諸表の説明につきましては以上でございます。続きまして主な利益の内容につきまして、

ご説明させていただきます。資料の２－３、27 ページでございます。総利益額は先ほど申しあげ

たように、25 億 8,000 万円で、その内臨時利益は 15 億 4,500 万円となっておりまして、これは

法人化初年度特有の利益でございます。ですので、25 億から 15 億を差し引いた、10 億 3,500 万

円が経常利益となってくるわけですけれども、この中には現金として存在しない、減価償却費に

かかる会計上の利益等も含まれておりまして、それらを全て整理した収支差といたしましては、

７億 7,400 万円となっております。これが人件費の節減や経費節減の努力によるものとなってお

りまして、次年度以降の事業に充てることができるものとなっております。 
 最後になりますけれども、資料２－４、29 ページでございますが、各年度終了時の剰余金の繰

越に関する承認の考え方でございますが、これにつきましては昨年度の評価委員会におきまして、
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ご確認いただいたものをそのままつけさせていただいているものでございますので、改めてご確

認いただければと思っております。基本的には国や他都市の考え方と同じであるんですけれども、

（１）に書いておりますが、運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益

以外の収益から生じた利益については、経営努力により生じたものとする。（２）以下では、中期

計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的に行ったために費用が減少した場合には、そ

の結果発生したものについては、原則として経営努力によるものとする。その他、地方独立行政

法人において経営努力によることを立証した場合は、経営努力により生じたものとする。という

ことで、結論的には、30 ページの四角で囲ってある部分ですが、ポイントとして、計画通り事業

を実施すれば収支は均衡する。法人は行うべき事業を行ったことを立証し、剰余金につきまして

は原則として経営努力として認定するということになっております。 
 ここの部分のご議論につきましては、次回の委員会でお願いしたいと思っております。説明に

つきましては以上であります。 
（金森委員長） 
 財務諸表は非常に分かりにくいものでございますが、さらに、剰余金を経営努力として認定で

きるかどうかというのは、事務局としてももう少し時間をかけて検討したいということですので

次回の委員会で議論するということになります。今回はこういう数字が出てきたという説明程度

にいたしたいのですが、何か現時点でご意見等がございましたらお願いいたします。 
（栗原委員） 
 何点かお聞きしたいんですが、今日お答えいただかなくても結構なんですけれども、財務諸表

の 12 ページのところに、未収附属病院収入が 38 億円あって、ほとんどが診療報酬の未収と思う

んですけれども、欄外の注意書きで、当期増加額は大阪市からの承継分 11 億円を含みます、とあ

るんですが、この内容について、教えていただけますか。市から承継した分が残っているという

ことだと思うんですけれども。 
（公立大学法人 藤井課長） 

 大阪市からの承継分 11 億円でございますけれども、これにつきましては、法人化以前に診療い

たしました債権でございまして、それから平成 18 年の５月 31 日の時点で国民健康保険などに請

求保留中等によりまして未収になっていた部分でございまして、それを法人に承継していただい

たというものでございます。 

（栗原委員） 

 この 38 億円は平成 19 年３月末の残高ですよね。貸借対照表で流動資産にもあがってますし。

そのうち 11 億円は１年間そのまま残っているという意味に注意書きを私は読んだわけですけれ

ども。この書き方では、平成 18 年５月末の残高ではなくて、貸借対照表の 38 億５千万というの

は、平成 19年３月末の残高で、そのうち 11 億円は大阪市からの承継分という書き方ですよね。 

（土井理事） 

 そこの部分は期首の段階で引き継いだものが 11 億円ということで、そのうちのいくらかは 38

億円の中に入っているかも分かりませんけれども、昨年、平成 18 年５月 31 日の段階で切ったと

きの、いわゆる未収になっていたものが 11 億円。それで今ある 38 億円というのは、今年の平成

19 年３月末で切ったときのいわゆる未収ということになります。 

（栗原委員） 
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 38 億円のうちには大阪市からの承継分 11 億円は含まれていないわけですか。 

（土井理事） 

 11 億円、38億円の中身を詳しく見てみないと分からないですが、ほとんど回収は終わっている

と思います。残っている部分も数千万円の単位だったと思います。残っている部分は貸倒で引当

てしておりますので、基本的にはこの中には残っていないと認識しております。 

（金森委員長） 

 注意書きの文章がおかしいということですかね。 

（栗原委員） 

 ちょっとこの書き方では 38 億円未収があって、その中には大阪市から引き継いだ 11 億円が１

年間そのまま回収されずに残っていますという意味合いにとれてしまいますね。 

（土井理事） 

 これは昨年引き継いだものが 11 億円ありますという表現です。 

（金森委員長） 

 でしたら増加額の説明ではないんですね。 

（栗原委員） 

 この明細はあくまでも残高についての明細にあたるかと思いますので、誤解を招くかなと思い

ます。 

（土井理事） 

 期首の診療未収金が 11 億円ありましたという意味合いです。 

（金森委員長） 

 期首残高の欄の数字が入ってないですよね。 

（土井理事） 

 当期増加額の中に入り込んでしまっているわけです。引き継いだということで、期首に入れず

に、６月１日でありますので、当期増加額の中に入れているという形になります。 

（栗原委員） 

 未収が 11 億円あるわけですよね。それが期末で 38 億円になって、そのほとんどが診療報酬の

未収金だとすれば、かなり増えているなと思うんですが、その 38億円の中身はどうなっているん

ですか。 

（土井理事） 

 診療報酬につきましては、年間見ていただいたら分かるんですが、診療報酬が約 200 億円あり

ます。大体、月では 17・18 億円ですので、２か月分ぐらいが残る部分になります。 

 先ほども申しあげましたように、去年の決算のときは今までの市の会計でやっておりましたの

で、５月末まで会計を開けておったわけです。それで、２月・３月分の２ヶ月分はほぼ回収が済

んだわけですが、請求保留分 11 億円が残ったということです。 

 本当は２ヶ月分ぐらいは診療報酬は残ってまいりますので、38 億円ぐらいは残って当然であろ

うなと思っております。 

（栗原委員） 

 ２か月分というのは分かるんですけれども、窓口で支払われる部分もありますから、12 ヶ月で

割ったら月で 17・18 億円にもならないと思いますし、それにしても２か月分の診療報酬よりも若
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干多いのではないかと思います。 

（土井理事） 

 内容につきましては、決算がようやくできたところでございますので、もう少しつめさせてい

ただいて、長期に残っているものがないかなどをつめまして、もう少し正確なご報告をしたいと

考えております。 

（吉川委員） 

 病院はいつも２ヶ月分遅れまして、３月・４月で区切ると絶えず残ってくるんですね。中期目

標期間が終わるときにはどうするのかなと思っているんです。 

（上野谷委員） 

 介護保険も同じですね。遅れて入ってきますね。 

（吉川委員） 

 最後の帳尻はどこであわせるのかなと思っております。会計的にうまくできる方法を考えても

らう必要はありますね。 

（栗原委員） 

 もうひとつだけ、次回までにで結構ですけれども、建設仮勘定の８億円の内容を教えていただ

きたいのと、決算報告書の方で施設・設備整備費が予算の 18 億円に比べて決算では約半分の９億

８千万円になった理由を教えていただきたのですが。 

（土井理事） 

 建設仮勘定にあがっている８億円は、今年５月に稼動しました医学部の電子カルテの関係で、

今は稼動しておりますので、他に振り替えていると思うんですけれども、期末の段階では建設仮

勘定に計上いたしました。 

（公立大学法人 阪本係長） 

 決算報告書の施設・設備整備費の予算・決算の比較ですが、これは医療情報システムの関係で、

主に契約落ちで９億８千万円になったということです。 

（栗原委員） 

 18 年度では９億８千万円だったけれども、19 年度にもいくらかあがってくるということですか。 

（公立大学法人 阪本係長） 

 18 年度中に契約いたしまして、完成しております。４月中を研修期間としまして、５月１日よ

り稼動しております。医療情報システムの長期借入及び支払いについては、18年度で終わってお

ります。 

（栗原委員） 

 ８億円減ったということですか。予算が多すぎたということですか。 

（公立大学法人 阪本係長） 

 不用額ということになりますが、契約した結果、予算に対して決算では落ちましたということ

です。予定額を下回ったということになります。 

（栗原委員） 

 予定額を半分近くも下回ったんですか。そんなに下回った理由と言うのはあるんですか。 

（公立大学法人 阪本係長） 

 入札によるものです。 
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（栗原委員） 

 節約できたということですね。 

（金森委員長） 

 今後また事務局でいろいろ調べていただいて、みなさんよくお分かりになるようにお願いしま

す。 

 それでは今日は、細見先生からご指摘いただきました、文章を簡潔にしてもう一度練り直すと

いうことと、財務諸表関係につきましては、事務局ももう少し検討したいということですので、

次回に諮ることといたします。 

（吉川委員） 

 もう１点だけお聞きしたいんですが、資料の 20ページに、委員会からの意見・指摘事項の２つ

目の項目ですが、3.5 億円の経常利益があがったけれども、足りないからもっと経営改善を進め

られたいというわけですか。 

 18 年度は診療報酬の改定があって、３％ほど減るということになっておりまして、大学病院に

ついても２％ほど減ってますよね。そういう外的要因があるわけですから、経営努力が足らない

というような表現はいかがでしょうか。実際、3.5億円の黒字だったわけですし。 

（杉本室長） 

 この点につきましても、次回ご説明させていただきますが、先ほどの財務諸表の 17 ページにご

ざいます、開示すべきセグメント情報の中で、全体で 10 億円の利益という中で、その内、附属病

院で３億５千万円の経常利益をあげているわけです。 

意見・指摘事項の「今後」以下のところは大阪市から 10 億円貸し付けるなどの後年度以降に貸

付金の返済が出てまいりますので、今年度では益となっておりますが、貸付金の返済が始まるこ

とを考慮してみますと、決して楽観できるというわけではないことから、今後計画的な経営改善

を進められたいと、将来のことを配慮して申しあげているということです。長い目で見れば、単

純に余っているとも言えないということで書かせていただいております。 

この点につきましては、平年度化すればどのような収支かということも大事なことでございま

すので、財務諸表の説明と一緒に、次回ご説明いたします。 

（吉川委員） 

 しかし指摘事項ですから、悪いことになりませんか。 

（金森委員長） 

 むしろいい方にとっていただいたら。今後に向けて頑張ってくださいということで。 

（吉川委員） 

 黒字を出して、指摘というのは厳しすぎませんか。足りない黒字ということですか。 

（細見委員） 

 3.5 億円では足りない、喜んでいてはだめだということですか。 

（吉川委員） 

 指摘というのは悪い点を言うことですから。 

（金森委員長） 

 必ずしもそうとも限らないで、褒めるべきところは褒めて、その上で将来的なことも注意して

いるわけですから。 
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 それでは時間もまいりましたので、今日のご意見を踏まえまして、評価の案を作り直しまして、

次回の委員会までに皆様にお届けして、ご意見賜れればと思います。事務局の方から何かござい

ますか。 

（山本課長） 

 ご指摘の点を踏まえまして、次回までに整理させていただきます。 

（金森委員長） 

 それではどうも長時間ありがとうございました。 


