
平成２０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 20 年７月 22 日（火） 午前９時 30 分～11 時 50 分 

場 所 大阪市立大学医学部学舎 18 階会議室 

出席者 

  【委員】（五十音順） 

   上野谷委員、片山委員、金森委員、吉川委員、栗原委員、細見委員、松岡委員 

  【大阪市】 

   村上総務局長、稲森行政部長、山本大学支援担当課長、折原総務担当課長代理 

  【公立大学法人大阪市立大学】 

   金児理事長、柴﨑副理事長、中村理事、唐沢理事、土井理事、 

   西川大学運営本部長、根来医学部・附属病院運営本部事務部長、その他関係課長 

 

○開 会 

（稲森部長） 

 本日は、早朝よりお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 ただ今から平成 20 年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたしたいと存

じますが、ご承知のとおり、今年度より大阪市総務局におきまして、本委員会の事務局

を担当させていただくこととなりましたので、よろしくお願い申し上げます。 

 それではまず、開会に先立ちまして、村上総務局長からご挨拶申し上げます。 

（村上局長） 

 おはようございます。総務局長の村上でございます。市長海外出張中でございますの

で、代わりましてご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様方には、お忙しい中、早朝よりご参加いただきまして、また、常々大阪市

政に格別のお力添えを賜りまして、心から厚くお礼申し上げます。 

 大阪市立大学が公立大学法人化して３年目となりました。昨年は、法人化初年度であ

る平成 18 年度の業務実績評価を取りまとめていただいたところでありました。委員の

皆様方のご意見に基づく評価は、公立大学法人におきましても、教育・研究・地域貢献

が三位一体となった大学運営の推進に大きく寄与したものと考えております。 

 本年度におきましては、法人化２年目である平成 19 年度の業務実績報告書が、本委

員会へ５月 29 日に提出されました。私どもの方で一定の確認・仕分け等を行った後、

各委員へ送付させていただきまして、ご意見・ご質問等をいただいているところでござ

います。 

 大学運営におけるＰＤＣＡサイクルの確立・推進に向けまして、委員の皆様方のご意

見に基づく評価は非常に重要であると考えておりまして、大阪市の文化・経済等に貢献

する大阪市立大学の更なる発展・活性化に寄与するものでございます。 
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 委員の皆様方には、大学運営に資する具体的な業務実績評価をいただくため、本日は

どうか忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 後になりましたが、先程部長の方からございましたとおり、本市における大学支援

部署が、今年度より総務局に移管されました。私どもといたしましても、事務局として、

評価のとりまとめに向けて、また本市におけます大学支援部署として、大阪市立大学の

活性化に向けて引き続き努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

（稲森部長） 

 続きまして、本日は公立大学法人大阪市立大学の役員の皆様方にもご出席いただいて

おりますので、金児理事長から、ご挨拶をいただきたいと存じます。 

（金児理事長） 

 おはようございます。法人を代表しまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 平素より、大変お忙しい先生方に法人評価委員として、この膨大な業務実績報告書を

精査いただきまして、心より厚く御礼申し上げます。 

 大学は、平成 18 年度に法人化いたしましたが、１年目は「法人とは何ぞや」という

ことで要領がわからず、多少右往左往したところがありますけれども、２年目に入りま

して、ようやく要領を掴んでまいりまして、改革も手前味噌ではありますけれども、着

実に進行しているのではないかと思っております。 

 平成 20 年度に入り、検討の段階から達成の時期へと移りまして、心を引き締めて大

学運営に当らなければならない、と思っております。 

 どうぞ本日は、大学運営に資する忌憚のないご意見をいただきまして、いろいろな点

で改革を進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（稲森部長） 

 どうもありがとうございました。 

 次に、本委員会の委員のご紹介を、私の方からさせていただきます。昨年からの引き

続きで委員にご就任いただいております、 

  同志社大学社会学部 教授の 上野谷 加代子 様でございます。 

  財団法人国際高等研究所 所長の 金森 順次郎 様でございます。 

  滋賀医科大学 名誉教授の 吉川 隆一 様でございます。 

  公認会計士の 栗原 貴子 様でございます。 

  ジャーナリストの 細見 三英子 様でございます。 

 次に、このたび新たに委員にご就任いただきました、 

  野村證券株式会社 法人企画部主任研究員の 片山 英治 様でございます。 

  帝塚山大学 法政策学部教授の 松岡 博 様でございます。 

 どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。 

 

○委員長・委員長職務代理者の互選 
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（稲森部長） 

 次に、本委員会におきましてはこれまで、金森委員に委員長を、吉川委員に委員長職

務代理者を務めていただいたところでございますが、委員の改選もございましたので、

大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条の規定により、改めて委員長を委員の皆様方

からご決定いただきたいと考えておりますが、ご推薦等がございましたらお願いいたし

ます。 

（吉川委員） 

 私は、これまでの経過・実績等を踏まえ、金森委員に引き続き委員長を務めていただ

くのがよろしいと思います。 

（稲森部長） 

 他にございませんでしょうか。 

 それでは、ご異議なしということで、引き続き金森委員に本委員会委員長をお願いい

たします。それでは、金森委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

≪司会交代≫ 

（金森委員長） 

 引き続き委員長を務めさせていただきます、金森でございます。よろしくお願いいた

します。 

 それでは、続きまして、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条第３項におきまし

て、「委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理

する」と規定がございますので、委員長職務代理者として、引き続き吉川委員にお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○議 事 

（金森委員長） 

 それでは、本日は議題が２点ございます。また、金児理事長をはじめ、公立大学法人

大阪市立大学の役員の皆様方にもご出席いただいておりますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

 まず１つ目の議題として、昨年も各委員にご苦労いただきました、業務実績評価でご

ざいますが、今年度は平成 19 年度の公立大学法人大阪市立大学の業務実績評価につい

てご議論いただき、皆様方のご意見を集約した上で、できれば次回の評価委員会で評価

結果を取りまとめたいと考えております。 

 次に、法人の財務諸表と剰余金繰越については、市長が承認することとなっており、

承認にあたっては本委員会が意見を述べることとなっております。本日は内容の説明を

受けたいと思います。 

 本日は、この２点につきましてご審議をいただきたいと思いますので、よろしくお願

いします。 
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 なお、業務実績評価を進めるに当たり、各年度終了時の評価の考え方及び評価手順の

改正につきましては、先日事務局から各委員に送付があったところですが、各委員とも

「意見なし」とのことでしたので、ご報告いたします。 

 

議題１ 平成１９年度業務実績に関する評価の検討について 

（金森委員長） 

 では、19 年度業務実績に関する評価につきまして、事務局から資料の説明をお願い

します。 

（山本課長） 

 評価委員会事務局を担当しております、大阪市総務局行政部大学支援担当課長の山本

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

【資料１－２ 意見・指摘事項への対応一覧】 

 本体資料の１ページ、昨年度実施いたしました、平成 18 年度業務実績評価における

委員会からの意見・指摘事項に関する公立大学法人の取組をまとめたものでございます。

既に各委員にはお送りしており、この資料も参考に、予めお伺いしております業務実績

報告書に関するご意見については、のちほど、ご議論いただく予定でもございますので、

説明は省略させていただきます。 

 

【資料１－３ 平成 19 年度業務実績報告書に関する各委員意見】 

 続きまして、資料１－３、５ページになります。 

 平成 19 年度業務実績報告書に関して、各委員からいただいたご意見に関する法人の

回答、それらを踏まえた対応方針等を項目ごとに整理したものでございます。 

 表の左から、19 年度の年度計画、取組実績、法人の自己評価、コメントとして、委

員からのご意見、そのご意見に対する法人からの回答、委員会としての対応案の順に並

べております。時間の制約もあり、「コメント」欄と「コメントに対する法人回答」欄

を中心に説明させていただきます。 

 まず、法人の自己評価の妥当性に意見のある事項といたしまして、高校との連携、い

わゆる「高大連携」に関する取組について、委員からご意見をいただいております。ま

ずは、ご意見として、優秀な学生確保のため、高校への働きかけについては、教職員の

努力だけでは限界があるので、卒業生や学生の協力も視野にいれてはどうか、というご

意見をいただいております。 

 次に、計画と取組実績の関係で、「特に進捗している」という法人の自己評価につい

て、判断根拠が不明である、というご意見でございます。法人からは、大学見学の受入

れ数は 18 年度の約３倍となっており、また、文学部における市大授業など新たな取組

に向けた検討も進み、学部においては高大連携委員会も設置されている、との回答がご
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ざいます。これに関しては、昨年度も議論のあった事項であり、市立大学における高大

連携の一層の充実を期待する観点から、委員会意見として採り上げてはどうかと考えて

おります。 

 次に６ページ、「学部教育、実務経験者による講義等について」でございます。こち

らも計画と取組実績との関係で、判断根拠が不明、取組内容に具体的な記述が不足して

いるのではないか、というご意見でございます。法人からは、「大学院教育支援プログ

ラム」に採択されました、文学部における参加型授業であるインターナショナルスクー

ルの実施などに取り組んだ旨の回答がございます。 

 次に、「シラバス」の関係でございます。こちらも計画と取組実績の関係で、「特に進

捗している」という自己評価の判断根拠が不明である、とのご意見をいただいておりま

す。法人からは、19 年度における検討が進んだ結果、20 年度からのシラバスの様式統

一が行われたとの回答がございますが、「特に進捗している」という自己評価につきま

して、委員会でご議論いただきたいと考えております。 

 続きまして、７ページから８ページにかけまして、「ＦＤ（ファカルティ・ディベロ

ップメント）活動について」でございます。ＦＤ活動を通じて得られた成果を授業評価

アンケート等で把握できているのか、また、取組実績欄の記載から、参加者数は減って

おり、「特に進捗」の根拠が不明である。また、具体的な取組内容の記載に欠ける、と

いったご意見をいただいております。法人からは、ＦＤ活動による成果を授業評価アン

ケート等で制度的に把握はできていない。また、シンポジウムと研究会のみならず、ワ

ークショップも開催しており、当日参加できなかった教員に対し、ビデオ視聴の対応を

行うなどの工夫もしている、との回答がございます。これも昨年度委員会として意見の

あった事項であり、市立大学における教育の特性や戦略を踏まえ、効果的なＦＤ活動の

あり方等について、委員会意見として採り上げるべきと考えております。 

 続きまして、９ページの「全学共通教育の見直し」でございます。こちらは、取組実

績欄に記載の内容では、中期計画記載どおり、20 年度から実施できるのか、また、具

体案を策定するという計画に対し、策定できたのかどうか定かでない、というご意見を

いただいております。法人からは、専門科目のうち基礎的な科目の他学部生への提供に

ついて、21 年度からの実施に向けて検討を行っている、また、20 年度の全学共通教育

については、全学的な協力の下厳しい状況であるが、非常勤講師予算を確保した、との

回答がございます。こちらにつきましても、自己評価の妥当性について、委員会でご議

論いただきたいと考えております。 

 続きまして、「安定的収入の確保、外部資金・自己収入の増」に関してでございます。

10 ページにも記載がございます。外部資金に関する計画・取組実績について、委員か

らは、外部資金による雇用者のキャリアパスについての議論が行われているのかどうか、

取組実績欄に記載の外部資金による雇用者 396 人についてのこれまでとの内容の比較

など、具体的な内容が必要、というご意見がございます。法人からは、キャリアパスに
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ついての検討は行っておらず、また、外部資金による雇用者が増加した要因として、こ

れまで、公立大学法人の関連団体が委託を受けて実施していたものを法人が直接受託す

るようにしたことによるもの、と回答がございます。収入確保、外部資金の獲得につき

ましては、昨年度の 18 年度評価で委員会から意見・指摘した事項であり、一層の獲得

強化を期待する観点から、委員会意見として採り上げてはどうかと考えております。 

 また、10 ページにまいりまして、「外部資金の獲得のための組織体制の整備」でござ

いますが、体制整備だけでなく、外部資金をどのように獲得強化し、どう活用していく

のかという検討内容を伺いたい、とのご意見がございます。法人からは、外部資金獲得

活用委員会では、具体策でなく方針を決定しており、各担当部局で具体策を検討してい

る、との回答がございます。こちらも昨年度の 18 年度評価で委員会から意見・指摘し

た事項であり、今後、目的や活用方法を踏まえた一層の強化を期待する観点から、委員

会意見として採り上げるべきと考えております。 

 次に、11 ページ、委員会として意見・指摘にあたり議論すべき事項でございます。 

 まずは、業務実績全般に関することで、項目ごとの取組が大学全体としての戦略ない

し方向性に沿ったものかどうか、その過程でどのような課題が浮き彫りになったか、ど

のような結果をもたらしたかが不明確な記述が多いので、データベースの充実を前提に、

例示のような指標を用いるのも１つの方策ではないか、というご意見でございます。法

人からは、中期計画の方向性が分かりにくいと認識しており、計画の変更も検討してい

る、との回答がございます。この件につきまして、計画の策定にあたり、大学運営の全

体的な戦略性・方向性を明確にし、各取組の成果を分かりやすく市民等に説明すること

が重要であるという観点から、委員会意見として採り上げてはどうかと考えております。 

 続きまして、「戦略的・重点的予算配分について」でございます。取組実績欄に記載

の内容が、検討結果や使途等の具体性に乏しいという旨のご意見でございます。法人か

らは、配分にあたっての基準、19 年度に具体に配分した事業などの提示がございます。

これにつきましては、限られた予算の中で、戦略的・重点的な予算配分についての計画

に対する取組を明確化し、どのように大学の諸活動を活性化していくのかという観点か

ら、委員会意見として採り上げるべきと考えております。 

 続きまして、12 ページ、「高度専門職業人教育について」でございます。それぞれ、

経営学研究科・経済学研究科・理系研究科に関する専門職大学院について、非常に重要

なプロジェクトであり、期限や数値目標を定めてはどうか、というご意見でございます。

法人からは、人件費削減による教員減で人材確保が困難な状況である、との回答がござ

います。この点について、限られた人的資源でありますが、大学としての特色を明確に

しながら、どのように戦略的、重点的教育、研究体制を構築するのかという観点で委員

会意見として採り上げるべきと考えております。 

 続きまして、13 ページ、「学生の全学的相談窓口、学生サポートセンターについて」

でございます。学生サポート窓口の一本化が困難な状況での自己評価の理由及び今後の
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対応について、法人からは、業務分析等の結果、サポート窓口の一本化は現状では難し

いとの判断であり、学部事務室を統合することとし、20 年度中に作業に入るための検

討を進めている、との回答がございます。困難とされる「学生サポートセンター」に代

わる、実質的なサービスの質の向上につながる学生の全学的相談窓口体制のあり方等の

検討について、委員会意見として採り上げるべきと考えております。 

 14 ページから 15 ページにかけましては、「市立の研究所等との連携について」でご

ざいます。大阪市の各研究機関等との連携について、「実施にあたって課題がある」と

の法人の自己評価、及び取組実績に対しまして、連携大学院を実施している以上は、何

らかの共同研究等があるべきで、全体的な懇談会以外に実質的な接触が全くないという

印象を与える、とのご意見がございます。法人からは、連携大学院の実施、共同での論

文発表、生活科学研究科と市立環境科学研究所との連携実績などをあげております。こ

の件につきましては、他の研究機関との連携の今後の具体的対策、方向性等について、

委員会意見として採り上げてはどうかと考えております。 

 16 ページにまいりまして、「長期計画について」でございます。委員からは、長期計

画の体制についての記載はあるが、経営戦略に関する議論の状況が不明であるとのご意

見をいただいております。法人からは、長期計画の策定作業には至っておらず、今後、

策定の必要性も含めて検討する際には、ご意見も参考に作業を進めたい。また、次期中

期計画の策定時期にあわせて必要性も含めて議論する、との回答がございます。この件

につきましては、長期的な戦略・展望に立った法人運営の重要性について、委員会意見

として採り上げるべきと考えております。 

 本日、ご議論いただきたいと考えている事項は以上でございますが、他にも、委員か

ら各種のご意見をいただいております。17 ページから 18 ページにかけまして、主なも

のを記載してございます。 

 ・アドミッションポリシーに関するご意見、 

 ・大学コンソーシアム大阪への参加のあり方について、 

 ・数学・理科基礎調査に基づいた分析・研究について、 

 ・女性研究者の支援に関するご意見、 

 ・欧文サマリーについてのご意見 

などを各委員からご意見としていただいております。 

 

【資料１－４ 採り上げるべき項目について（案）】 

 続きまして、19 ページ、「採り上げるべき項目について（案）」でございます。法人

から提出のあった業務実績報告書、事務局において確認した取組実績、また各委員から

いただいたご意見などを基に、それぞれの項目ごとに「注目される取組」と「意見・指

摘」を抽出させていただいております。 

 教育に関するものとしては、注目される取組として、 
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 ・文部科学省が助成する各種プログラム拠点に採択されたこと、 

 ・英語教育開発センターの設置、英語教育の改善・充実 

 ・理学部と工学部の学科再編に向けた準備作業 

 ・大学院看護学研究科の設置認可 

 意見・指摘といたしましては、 

 ・大学の教育の特性や戦略に沿ったＦＤ活動の更なる充実 

 ・第２部教育や専門職大学院構想など、社会人が学びやすい環境や制度づくりの引き

続きの戦略的な検討・実施 

 ・学生サービスの向上のための全学的な相談窓口についての効果的・効率的な整備推 

  進 

を案として提示させていただいております。 

 研究に関するものとしては、注目される取組として、 

 ・都市研究プラザにおける、グローバルＣＯＥ助成事業を中心とした先端的都市研究

の積極的な推進 

 ・理系研究科横断型の複合先端研究機構の設置による各種活動 

 ・大阪府立大学との包括連携協定締結による教育研究環境の充実 

 意見・指摘といたしましては、 

 ・特別研究のあり方や戦略的研究経費の配分策の検討の具体化 

 ・大阪市立の研究所等との連携について 

を案として提示させていただいております。 

 社会貢献に関するものでは、注目される取組として、 

 ・近鉄文化サロンとの提携講座の本格的な実施に向けた着実な推進 

 ・学術情報総合センターと大阪市立図書館との相互利用サービスについて 

 ・医薬品・食品効能評価センターにおける効能評価試験受託件数・契約金の大幅増加 

 意見・指摘といたしましては、 

 ・高大連携の積極的な推進による優秀な学生の確保 

を案として提示させていただいております。 

 附属病院に関する措置では、注目される取組として、 

 ・電子カルテを主体とした病院情報システムの稼動 

 ・病院機能評価の認定 

 ・平成 20 年度に向けた、多数の看護師の確保 

を案として提示させていただいております。 

 業務運営の改善及び効率化に関する措置では、注目される取組として、 

 ・教員では、特任教員の雇用や任期付教員制度の導入による効率的な業務運営の推進 

 ・職員では、短時間勤務職員や人材派遣職員の活用による円滑な業務運営の推進 

 意見・指摘といたしまして、 
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 ・優秀な教職員の確保に向け、教員の個人評価制度や職員の専門性を高めるための研

修制度など、法人独自の人事・給与制度の構築・推進 

を案として提示させていただいております。これは昨年度指摘事項であり、今年度も「お

おむね進捗」との自己評価であることから挙げております。 

 財務内容の改善に関する措置では、注目される取組として、 

 ・外部資金等獲得活用委員会の設置による外部資金獲得の組織体制の整備 

 ・予算執行管理単位別の予算執行状況の把握による、管理的経費の節減 

 意見・指摘といたしまして、次の２点を案として提示しております。 

 ・外部資金の獲得に関する目的の明確化、具体的な獲得の推進、 

 ・医療・患者サービスの質の低下を伴うことのない、早急な附属病院の経営改善 

 附属病院の経営については、昨年度指摘事項であり、19 年度決算が赤字であること

もあり挙げております。 

 その他業務運営に関する重要事項では、注目される取組として、 

 ・施設の老朽化調査や耐震診断の実施 

 ・ホームページのリニューアル、一日大学生、新広報誌の発刊など大学広報の積極的

な取組 

 意見・指摘といたしまして、次の２点を案として提示しております。 

 ・長期的な展望や戦略に基づく計画の策定・実施 

 ・施設整備について、大学の経営戦略上の優先順位を考慮した計画の策定 

 この施設整備については、委員からご意見をいただいており、今年度以降の大学の運

営上重要な課題であることから、挙げさせていただいております。 

 

【資料１－５ 平成 19 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）】 

 資料の 23 ページ、「平成 19 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）」でございます。これは、採り上げるべき項目（案）を昨年度の評価結果の

スタイルに落とし込んだものでございます。個々の説明は省略させていただきますが、

基本的には、この間説明させていただいた内容を盛り込んでおります。 

 

【参考資料１ 業務実績報告書における公立大学法人の自己評価集計表】 

 資料の 33 ページにまいりまして、ご参考に、法人から提出のあった業務実績報告書

について、項目ごとに自己評価の数を整理させていただいております。 

 

 平成 19 年度業務実績に関する評価の検討についての説明は以上でございます。 

（金森委員長） 

 事務局から、資料の説明がございました。 
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 業務実績報告書につきましては、事務局において、関係資料の精査、法人へのヒアリ

ング等を実施していただいており、各委員からは様々なご意見をいただいております。

それらを事務局において整理した資料となっておりますが、各委員の皆様から改めて、

ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 まず、昨年の審議事項への対応状況でございますが、これは何か特段の意見はござい

ませんでしょうか。我々が出しました意見に対して、こういう取組でございますが。 

（細見委員） 

 単純な質問ですけれど、看護師の確保ということで、「200 名を確保した」というこ

とはどういうことになるんですか。「充分満足した」ということなのか、この 200 名の

評価というのは。 

（山本課長） 

 病院におきまして、国が定める「７対１看護体制」を採ることを大学として目標とし

ておりまして、そのために必要な看護師の数を 200 名採用することによって確保できた

ということでありまして、具体的にはこの１月から７対１看護体制に入っており、それ

を基に研修も実施しまして、７月からは病棟を再編、そして休止病棟を再開しておりま

す。 

（吉川委員） 

 一般的に、「７対１に入った」ということはどういう意味があるか、という説明をお

願いできますか。 

（金森委員長） 

 ７対１になると、補助金か何かがある訳ですか。 

（山本課長） 

 手厚い看護をすることにより、患者さんへのサービスも向上し、その対価として、診

療報酬が上がってくることになります。 

（吉川委員） 

 だから、「200 名を確保して、看護の質の充実を達成することができた」、そういう文

章表現が望ましいことを理解しないと、「200 名確保した」というだけでは十分な記述

と言えないと思います。 

（金森委員長） 

 この対応一覧は、委員会の議論のための資料ということでございますので、ご了承い

ただきたいと思います。 

 よろしければ、今年度の方の議論に入りたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 まず、高大連携について、改めてご意見などいかがでございましょうか。大体ご意見

等記載されておりますが、これでどうするかというのは、また次の回で決めるというこ

とで、とりあえずでございますけれども。ご意見はございませんか。 

（細見委員） 
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 大学見学の受入件数、それから人数ですね、一応「非常に増えている」という評価で

すか。 

（金森委員長） 

 そういう数字を出された訳ですから。 

（細見委員） 

 そういう評価ですね、これは法人自身の評価として、「非常によくやった」、「進捗し

ている」ということですね。 

（金森委員長） 

 「特に」は、ついておりませんけれども。 

（細見委員） 

 「特に」ではないんですね。 

（金児理事長） 

 遠慮しておりました。 

（金森委員長） 

 「我々としてはどうするか」は、もう一回後で議論するということでお願いします。 

（吉川委員） 

 受験者数が増えたとか？ 

（金児理事長） 

 いや、受験者数はそんなに変わりはありません。 

（金森委員長） 

 そうですね。来たから受けてくれる、とは限りませんし。しかし、段々原型が出来上

がっているということで。 

（細見委員） 

 新聞報道など見ていますと、大阪府下の病院ですね、公立病院なんか非常に苦しんで

いるというような、救急医療ですとか、医師不足ということで苦しんでいるという報道

がかなり多いですけれども。阪大などの医師派遣というのはかなりあるように伺うので

すけれども、市大の場合については、エリア的にはそういうことはあまりしないんでし

ょうか。 

（根来部長） 

 府下に関連病院がたくさんございまして、当然大学の方から派遣いたしております。

そして、研修制度につきましても、厚生労働省の指針に基づいて、当然分配はされてお

る訳で、何も阪大だけではなしに、公立大学病院も派遣システムがありますので、変わ

らないです。 

（細見委員） 

 ということは、大阪府下南部でそういう医師不足が言われるのは、充分にそういうこ

とができていないということなんですかね。 
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（根来部長） 

 それは、制度的にいろいろ破綻をきたすような厚生労働省指針が今社会的問題となっ

ておるやに聞いておりますが、先程申し上げた研修医制度、これがかなり大きなウエイ

トを取っております。過去は医局に配属された研修医をそれぞれのパート別に派遣して

いたのですが、今は研修医そのものがチョイスする選択制になっておりますので、自分

の行きたい病院、環境が整っているあるいは収入が高い病院にどんどん医師が自由に選

択していく、そういうところが問題ではないか、と言われているように思います。 

（細見委員） 

 後で市大に戻ってくる、と。研修医が市大を選ぶということですね。 

（根来部長） 

 そういう方も多いです。 

（金森委員長） 

 大学を変わる人もいますし。 

（細見委員） 

 ただそうであるけれども、「あえて条件の悪いところに行かない」という医者が多い

ということですよね。 

（金森委員長） 

 それはそうですね。そうだからいろいろ問題が起こっているんですけれども。ですが、

それはこの場で議論する議題としてはちょっと不適当だと思いますが。 

（細見委員） 

 それはわかりました。私が言いたいのは、学生も、たとえば「いい病院に行きたい」

という人もいるんだけれども、そういう「キャリアを積みたい」とか、あるいは「地域

の医療に貢献したい」とか、志を持っている高校生とかそういう人たちもいる訳であっ

て、たとえば府下南部の高校生に、たとえば大阪市大が少しそういう視点を置いて、学

生なんかと対応する連携が考えられているのかどうか、というところを、ちょっと問題

提起したいということでございます。 

（金森委員長） 

 そこまでするか、となると難しいと思いますが。 

（細見委員） 

 いや、今は答えは要りませんので。 

（金森委員長） 

 それにですね、格好のいいことはどんなにでも言えますけれども、実際の受験と随分

ギャップがある訳でして、まあ社会問題ですよ、それは。 

（上野谷委員） 

 すみません。この高大連携なんですけれども、以前お聞きしたかもしれないですが、

組織的に受け入れる体制、つまり私学などでは、個人の受入れと、組織の受入れがあり
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ます。組織というのは、高等学校のＰＴＡを組織として受け入れる、個人はオープンキ

ャンパスなどもございますから、そういう受入れの仕組を、同志社大学でしたら学生チ

ームがおりますので、毎週のように学生チームがキャンパス案内とお話をするという、

受入側の仕組としてやっている訳ですね。それから、Ｎｏ．４－２の出前講座などは、

仕組としてプールしていくというような、あたりますとこれは業務として出てきますの

で、これは私学とも大きさが違いますけれども、仕組としてやっておられるのか、どこ

の担当がおやりになっているのか、入試なのか、広報担当なのかちょっと教えていただ

きたいのと、このＮｏ．４－２あたりはどのくらいの実績なんでしょうか、３倍と言っ

ていらっしゃいますが。どのくらいの教員が出前講座に行かれているのですか。 

（金児理事長） 

 この出前講座につきましては、一番精力的にやっておりますのが、しかも古くからや

っておりますのは理学部でして、それは結局高校生の理科離れということが背景にあっ

て、遠くは三重県ですか。高大連携、出前講座について、唐沢理事、ご説明お願いしま

す。 

（唐沢委員） 

 はい、理学研究科では、大学のホームページに出前講座の内容を掲示して、高校側か

らの要請になるべく応えるようにしております。これはいわば、先生方の無料奉仕を原

則にしております。従いまして、遠距離まで参りますには多少自費負担もかかってまい

りますが、遠くは舞鶴とか三重県とか兵庫県とか、もちろん大阪府下も全体にわたり出

張しておりまして、多いときで年間数十件程度実施されていると思われます。 

（上野谷委員） 

 わかりました。これは事業評価の枠組みとも関わるのですが、要するに大学評価とい

うのは、あるところだけが突出している、というのでは困る訳です。「大学としてどう

か」ということを評価させていただいていますので。突出することは良いし、それによ

って全体がアップするということはよいことですが、是非大学全体の仕組として、多分

非常にボランタリーにやって熱心なところ、やりやすいところと、スタッフが少ないと

ころといろいろあるとは思いますけれども、先生もお忙しいと思いますが、高大連携を

挙げられるなら業務としてやらなきゃいけない、という感じがしますね。そして、この

意見に対する法人の回答、年々頑張っておられるというのは評価しますけれども、さら

に、高等学校の学生さんや親御さんたちにも、「市大はこんなにやっている」というこ

とを直接お伝えする一番いい宣伝でもあるし、理解をしていただくということでも非常

に大事なところですので。 

（金児理事長） 

 「大学全体として各学部に下ろして、高大連携を推進する」という非常に強い組織・

制度には正直至っておりません。各学部に濃淡があって、それぞれの学部に高大連携の

委員会は作っていますけれども、そこに任せておるというのが現状です。それで、20

- 13 - 



年度から始めた試みとして、ここでも「卒業生・在校生の協力も必要ではないか」とい

うご指摘をいただいておりますが、大学見学に来られたご父兄並びに受験生の人たちに

対して、学生ボランティアを募りまして、在校生がずっとキャンパスを一緒に付き添っ

て説明する、というものです。これは大変好評で、成功しているんじゃないかと思いま

す。こういうふうに、卒業生・在校生の力も借りて、高校生・受験生に対する情報提供

を試みているところです。 

（上野谷委員） 

 ボランティアでは無理があると思います。「投資だ」と思って、アルバイト料を払っ

て取り組んだ方がいいと思います。別にボランティアを主張している訳ではありません

ので。 

（金森委員長） 

 これは、前に大阪市大で改革が始まりました頃のことを申しますと、実はあまり熱心

にやっておられなかった、という印象を私は非常に持っております。高大連携はむしろ

国立大学の方が進んでおりまして、その頃から比べれば、随分熱心に取り組んでおられ

るという意味では「進捗している」と言えますけれども、ただそれは先生のおっしゃる

とおり、初めから全学的に取り組もうということではなかったと思います。 

（金児理事長） 

それからもうひとつ、これは本学が誇るべき実績になりつつあるのですけれども、「高

校化学グランドコンテスト」というのを４年前から開いておりまして、これは徐々に全

国規模になってきました。北は関東・群馬あたり、南は中国地方から、数十校の応募が

ありまして、そこで大阪市長賞あるいは市立大学長賞、それで今年から大阪府立大学と

連携いたしまして、知事賞、府立大学賞、さらに加えて文部科学大臣賞まで許可いただ

きまして、非常に大きな規模でやることになっています。そこで、優秀な学生の確保に

つきましては、これは私個人の私案なんですけれども、そういう化学グランドコンテス

トに応募してきたような、実績を積んだ高校については推薦枠を設けて、そこで優秀な、

理科に対して関心のある学生を受け入れる、というようなことを今理学部の研究科長さ

んとお話している 中ですので、そのような試みで、学生の確保ということを目指して

おります。 

（上野谷委員） 

 ありがとうございます。 

（金森委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 では次に、ＦＤ活動についてですが、いろいろ意見を出していただいておりますが、

何かございますでしょうか。 

（吉川委員） 

 ＦＤ活動で、このように技術的に、いろいろなファンクションで試行を行ってきてい
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るんですけれども、いろんな集会を開くということでＦＤ活動が評価されるのではなし

に、ＦＤ活動をした結果、教育にどういう影響が、どういうふうに反映したか、要する

に成果が求められております。単に「集会を開いた」というのではなく、その結果が重

要です。確か、学生による授業評価をして、それで学生の満足度が上がった、と記述が

ありましたけれども、ＦＤ活動もやはり同じことを求められている。ＦＤ活動をしてそ

の結果どうなったか、というようなことが、次の課題・ステップとして是非実践してい

ただければ、と思います。 

（金児理事長） 

 おっしゃることは非常に重要なことで、非常によくわかるのですけれども、このＦＤ

活動の成果・効果というのを検証するというのは非常に難しい問題だと思います。これ

は極めて社会心理学的な問題で、情報提供あるいはコミュニケーションがどのように教

員の態度に反映されたか、効果的に反映されたかということまで調べるのは、かなり大

がかりな実験が必要となってきますので、そこまでできるかどうか、ちょっと今のとこ

ろ自信がないのですが、ＦＤ活動に参加した教員のその感想なり、あるいはＦＤ活動の

研修によって教育、授業にどういうふうに取り入れたか、そういうことを通じて、検証

することは可能ですので、来年度あたりそういうことを予算を講じてやってみようかな、

と思っております。 

（吉川委員） 

 私がいろんな大学を見ていて、そのなかでもＦＤ活動の成果として一番感心したのは、

東北地方の某国立大学、総合大学ですけれども、いろんな学部の教員がＦＤ集会で、テ

ィーチング・タイムとして一泊でセミナーを開いて、ディスカッションして、いろんな

学部のいろんな意見が出て、そこから「こういう講義を全学共通で開こう」といった教

員の間での合意ができて、次の年度計画にそれを反映させていく、というようなものが

あって、それが文科省のＧＰを受けております。なかなか難しいんだろうと思いますけ

れども、結局そういうものが、これからは求められているのではないでしょうか。単に

ＦＤ活動をして、単に皆さん方に集会で提示する、というのでなく、その結果どういう

ふうな成果が得られたのか、ということがこれから課題になってくるのかな、という気

がしますが、それは非常に先端的な大学だと思いますけれども、そういうことも是非視

野に入れてＦＤ活動に努めていただきたい。 

（金児理事長） 

 大学教育研究センターに検討するように指示いたします。 

（上野谷委員） 

 特に、学位授与機構の評価を今年市大は受けられますよね。昨年私もいくつか大学を

見せていただいて、今年も見ますけれども、このＦＤによって、今吉川先生がおっしゃ

られたように、どのように変わってきたかが重要です。しかしその前に、私どもも学生

の評価を受けて、どう改善するかの際
きわ

に立たないといけない訳ですね。そして、「来年
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はこうやって私は授業します」と定め、その次の年は「その改善した授業を自分ができ

たか」ということを振り返ります。私は板書が汚いものですから、「できるだけ丁寧に

書く」という技術論から内容に至るまで。そうすると、それと満足度とを両方評価する

という形ができる。形式的かもしれないですけれども、確かに「見る・見られる」とい

う関係の中で教育はある、ということを自覚するひとつの方法ではあると思います。ま

ず、そういう仕組があるのかどうかということ。それから、ある大学では、ＦＤ週間の

ようなものがあって、そのときにいろんな先生方が、授業をご覧になれるような週間な

んです。すごくお上手な先生だけが授業を公開して勉強するというやり方は、かなりの

大学で実施していますが、その大学のＦＤ週間は全部行っていい訳なんですよ。それを

全学でやる、というのも随分思い切った仕組でしてね。このようにやはり、ＦＤが集会

型からどんどん変わってきたり、モデルになる大学が出てきていますから。今回の計画、

これに対しては「特に進捗している」ということでいいと思います。評価は「計画にと

ってどうか」で評価しますので。しかし、評価の視点を少し上げられても良い段階に、

市大などはもうなっているのではないかな、と思います。よく頑張っておられるので、

各学部・各学科、温度差があるとはいえ、かなり自己努力されているというのがこうい

う取組実績に挙がってこない。「集会やってますか？」だけですから。なるべく、取組

実績を評価する材料として挙げてきやすい方向にされてはどうかなと思います。次年度

以降ですが。 

（金児理事長） 

 ありがとうございます。検討させていただきます。 

（細見委員） 

 ＦＤ活動とは違うのですけれども、９ページの、Ｎｏ．８２の外部資金による雇用者

のキャリアパスの議論ですね。 

（金森委員長） 

 これは、私が言った意見です。 

（細見委員） 

 396 人の中身と、「特に進捗している」ということなんですけれども、こういう人た

ち、ＲＡやＴＡということなんですが、給与とか仕事の評価とか位置づけ、こういうこ

とはきちっと書かれているのでしょうか。意義付けですね。ＴＡというのが大切だとい

うことはよくわかるのですけれども、その処遇ですね。 

（金森委員長） 

 「どこに書かれているか」ですか。 

（細見委員） 

 そうです、処遇を規定しているような。 

（金児理事長） 

 それは給料表とか、時間単価いくら、とかいったことについての規程がございます。 
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（細見委員） 

 わかりました。 

 ですが、「非常に大切な役割を果たしている」と言いながら、「給料が充分でない」と

か、それから「勤務状態が過酷である」とか、そういうことは昨今全体的な問題として

出ておりますでしょう。 

（金森委員長） 

 それが起こりうる可能性は、どの大学も抱えていると思いますけれども。分野によっ

ても違いますし。もちろん気をつけておられると思いますが。 

（細見委員） 

 こういう対応、つまり彼らに対する対応や処遇の仕方というのは、市大独自で決めら

れるのですか。どうなんでしょう。 

（金児理事長） 

 その給与水準とか、そういう問題は、いわゆる全国水準、平均の基準を参考にそれに

合わせて設定していますので、とんでもなく低いということは決してございません。 

（細見委員） 

 高いということもない？ 

（金児理事長） 

 高いということも、ちょっとないかと。 

（金森委員長） 

 それは逆に、外部資金の方から制約がかかってきます。キャリアパスについては、実

は、大阪市大ではそれほどまだ人数が多くない。今後の問題だろうと思いますけれども、

かなり増加している大学もございまして。文科省の方で、そういうことを研究するため

に、ＧＰのひとつで、既に資金を出してやっております。また、それによって人材育成

センターをこしらえている大学もあります。それでどういうことをやっているかという

と、結局企業等の雇用を促進するため、企業等と関連の共同研究を今取り組むとか、ま

だやっているところはありませんけれどもやろうとしている、などです。将来、実は、

正規の職員よりもこういった人たちが、研究が活発になるにつれて人数が増えてきて、

近昔の助手に当たる人よりも人数が多くなっているくらいですから、予めそういうこ

とに気をつけられてはどうかと思います。またそのための、いろいろなブランドがまた

出だしているのです。外部資金を獲得されることもできると思います。 

（金児理事長） 

 ありがとうございます。 

（金森委員長） 

 別にこれで「評価をどうこうする」という意味ではございません。 

（吉川委員） 

 今の部分ですが、法人の回答だと、「雇用関係を整理した」ということで人数が増え
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た、というふうに受け取れるんですけれども。そういうことで、要するに「事務的な手

続きを変えたから人数が増えた」ということでは、ネガティブな感じで「特に進捗して

いる」とは思えないんですね。やはり今金森委員長が言われたような、前向きでこうい

う研究員とか客員研究員などの、そういう人たちの身分をちゃんと整理した、とか、そ

ういうことであれば「特に進捗」でもいいかと思います。 

（金森委員長） 

 いや、もちろんそれはそうですが、17 年度 28 人から 18 年度 90 人は、そういう制度

の変更ではない増加だ、と思うのですが、その次が先生のおっしゃる制度上の関係だ、

ということですね。 

（松岡委員） 

 各年度実質的な増加の部分と制度の入れ替えによる部分と混在しているんですね。 

（金児理事長） 

 ただ、19 年度にグローバルＣＯＥが１件採択されていますので、そこでかなりの研

究員を雇用していますから、実質的にはだいぶアップはしていると思います。 

（松岡委員） 

 あと、その外部資金の内訳みたいなものがあって、今のグローバルＣＯＥとか、ある

いはもう少しＧＰとかの分で入っている部分など、ある程度具体的な傾向みたいなもの

はありませんか。 

（金児理事長） 

 経常収益に占める外部資金の比率で申しますと、18 年度は 1.6％だったのが、19 年

度は 3.0％と、かなり上がっております。20％人件費削減の中で、教員の数が 100 人ほ

ど、17 年度に比べれば減っておりますので、それを考えるとかなり外部資金獲得の意

識は高まっているのではないかと考えております。 

（松岡委員） 

 教員は任期制で、たとえばＧＰの方などの外部資金でかなり取れる部分があると思う

んですけれども。「特任教員」というのはそういう意味ではないんですか。たとえば、

19 年度私のところは６人、教員をＧＰなんかで人件費として採っている訳ですけれど

も、それよりもやはり研究員という形の方が多い、とかいうことなんでしょうか。外部

資金で教員のポストを採る、というのは、それほど多くないんですか。 

（金児理事長） 

 本学で申します「特任教員」というのは、人件費が削減されていって、退職した教員

のあとを補充はしばらくできませんので、それに代わるものです。非常勤講師よりもも

う少し教育にコミットしてもらう、という意味で、「特任教員」という制度を数年前に

設けまして、主に特任教員は、80％以上が教育面における責任を持っている者で、研究

上の特任教員というのは、あまり現在のところ雇用しておりません。それで、こういう

人たちでも、３年ほど前から文科省の方針が変わって、科学研究費補助金の応募とかそ
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ういうことができるようになりましたので、特任教員あるいは非常勤講師の人たちにも

外部資金の獲得はできる形で、さらには申請するような、そういう通知はしております。 

（吉川委員） 

 こういう人たちのキャリアアップということを考えますと、研究員としては、特任で

すと准教授とか講師とかという名前になるんでしょうか。今、「教員は 80％以上教育」

ということでしたけれども、いわば大学院生と一緒に研究しているのを、そもそも教育

と研究は一体といいますか、どういうふうに解釈するかによって変わってきますので、

そういう人たちのキャリアアップにどっちの方がよいか、という視点に立てば、今後「な

んとかの特任教員」という名称をもう少し拡大解釈して使ってもいいのかなと思います。

それで、今言われた特任教員の教員というのは、退職後の研究者を非常勤で採用してお

られるのですか。 

（金児理事長） 

 いや、特任講師から始まりますので。 

（松岡委員） 

 でも、退職された教員ですよね。 

（金児理事長） 

 いや、若い人たちも採用しています。 

（松岡委員） 

 そうですか。 

（金児理事長） 

 ですから、キャリアパスの意味も、この特任教員の中には含んでいるんですよね。 

（金森委員長） 

 助教とかいうのは確かに、書類上はないですけれども、おります。 

（上野谷委員） 

 これは、任期付ではないんですか。 

（金児理事長） 

 １年の任期付です。 

（金森委員長） 

 私、実は問題提起したキャリアパスというのは、何も学内昇進のことではなしに、将

来ポスドクが増えていったり、ポスドク問題というのがまた全国的な大きな問題になっ

ている訳です。まだこの大学はそういう圧力が高くなっていないと思うんですけれども、

他の国立大学なんかではだんだんそういう話をしないといけなくなっています。そうい

う一般的な話をだいぶ申し上げました。 

（金児理事長） 

 そうですね、特に理系では、これは切実な問題で。 

（金森委員長） 
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 ポスドクは、学位も取って、充分准教授の資格もあるような人なんかをどうするか、

企業へ就職も勧めないといけない、というのが一番大きな問題と思います。博士研究員

として扱っておられない、この「特任教員２名」の内訳というのは何でしょうか。 近

はＣＯＥなんかでは、特任教員とかやっておられますよね。 

（金児理事長） 

 そうですね。 

（吉川委員） 

 やっておられますよね。そうしたら、この２名というのは？ 

（金児理事長） 

 いや、これは外部資金による雇用ですので。 

（吉川委員） 

 グローバルＣＯＥも外部資金ですよね。 

（金森委員長） 

 グローバルＣＯＥはですね、これは外部資金ですが、大学の経理の仕方をすごく難し

くしていますね。ＣＯＥというのは、実は個人宛ての研究資金の建前になっていて、大

学全体の経理では把握できないんです。それで、「大学全体の研究資金がどれだけある

か」は、これを考えないといけない。 

（吉川委員） 

 でも、どこでも外部資金の獲得額の総数には入っているのではないんですか。 

（金森委員長） 

 だから、「外部資金」と称していますけども、経理上の外部資金と違っている場合が

多いんですね。これは、「何を根拠に書かれているか」で数字は違ってきますので。で

すからちょっとわかりませんけれども、そういう意味では他にあるかもしれない。 

（金児理事長） 

 調べておきます。 

（山本課長） 

 確認はいたしますけれども、たとえば、次の 10 ページのＮｏ．１８０ですが、外部

資金受入額とありまして、ここの金額には、グローバルＣＯＥ、科学研究費補助金が入

っています。 

（金森委員長） 

 これは、入っているんですね。 

（山本課長） 

 ただ、確かに金森委員長がおっしゃられるように、大学の経理上の扱いで言いますと、

研究者個人宛ての科学研究費補助金などは入らない形になります。 

（金森委員長） 

 入らないですね。だから、大学の収支というのは、そういう変な仕組になっておりま
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す。ここは、外部資金でそれを入れられていますけど、教員の勘定のときにそこまで入

れられているか、というのがわからないですね。 

（山本課長） 

 それは、確認させていただきます。 

（金森委員長） 

 まあ、わかりにくいということで、これは大阪市立大学がどうこうという問題ではな

いんですが。実は、大学全体で予算が黒とかなんとか、比較するときにその問題がかな

り悩まされるところです。 

（細見委員） 

 13 ページなんですけど、「学生相談サポートセンター」ですね、「進捗している」と

いうことですが、法人回答では、「全学的なものについては、予算的な問題で困難な状

況である」というように書かれているんですけれども、「予算的な問題で」ということ

なんですが、少しこのコメントはわかりにくい。「なぜできないのか」という理由とし

て、ちょっと説得力が少ないような気がするのですけれど。 

（金児理事長） 

 学生サポートセンターは、要するに今までの教務関係の事務室で、いわゆる全学共通

教育に関わる教務事務、それから専門教育の各学部に置かれている教務、あるいは奨学

金等の厚生に関わる事務、あるいは就職に関わる事務、こういったものが、学生が日常

相談に行くところなんですけれども、本学はそれぞれ場所が点在しておりまして、学生

にとっては、利便性の点からは少し劣るな、と、そういうことを以前から指摘されてお

りました。それで、学生が一か所に来れば、今申し上げたようなことができるような、

そういう仕組にしたい、と中期計画の中では掲げている訳です。ところが、ひとつは、

その場所の問題、どういうところにこのサポートセンターを持ってくるかということ、

それから、サポートセンターには当然それぞれの事務業務に関わる職員をそこに一括し

て集中する必要がありますけれども、その建物の問題、等々ございます。本学ではご承

知のように、物件費・人件費を、法人化いたしまして５年間で 20％削減しないといけ

ないことから、その場所と、その建物の改修を行うための予算を捻り出すことがなかな

か難しいということ、もうひとつは、プロパー職員、つまり大阪市から派遣されている

職員を大阪市に復帰させないといけない、つまり「大阪市に帰りたい」という職員は全

員大阪市に帰っていただく、ということになっておりますので、それに代わって、キャ

リアスタッフ、いわゆる短時間勤務の職員を雇用して、それに充てるという、そういう

体制を採りながら進めております。そういうキャリアスタッフの人たちは、まだ事務業

務に不慣れなところがありまして、そういう人たちが充分に事務に慣れてもらうための

研修なり、そういうものを施していかなければならない。その時間も必要ですし、いろ

んなファクターが複合いたしまして、現在学生サポートセンターを実現できていないと

いう状況です。しかしながら、平成 21 年度にはどこかに持っていくということを考え
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ておりまして、今申し上げたような理由で、ロケーションの問題、それから予算の問題、

それから人の問題、等々ございまして、それでこういう形で回答させていただいている

ということです。 

（金森委員長） 

 大学によって違うとは思いますけれども、昔からこういう全学的なものはなかった、

ということですか。 

（金児理事長） 

 そうですね。一番ここで問題にしていることは、それぞれの学部に、学部の事務室が

あるということです。これは、旧来の大学、総合大学でもそういう形をずっと採ってい

ましたけれども、職員をどんどん減らしていかないといけませんので、一人の職員が複

数のタスク、複数学部の教務事項を熟知しているという形に持っていきたいと思ってお

ります。ですから大学にとっては、事務業務の一元化・集約化というのは、これは非常

に大きな課題だというふうに認識いたしております。 

（松岡委員） 

 学部の方から見ると、やはり学部事務室を小さくすることに対して抵抗があって、場

所の問題もあると思いますけれど、私のところでもそれをやるということでやったんで

すけれど、一遍にやることがなかなか難しいので、少し段階的にやっていこう、という

方向がいいと思うんですけれども。いずれにせよ、長い目で見たら、やはりひとつのと

ころで全部サービスを学生が受けられるというのがいいと思いますので、基本的な目的

ははっきりさせて。ただ一気にやるのは、いろいろと難しいところも実質上あると思い

ます。ただ、このセンターの設置自身が構想としては消えてしまっているような感じは

受けないでもない。そういう訳ではないのですか。 

（金児理事長） 

 それはありません。今先生がおっしゃるとおり、一気にはできません。段階的にやろ

うと考えています。もうひとつは、ＩＴ化ということが絡んでおりまして、ＩＴ化をこ

こに乗せていかないと、一元化してもなかなか効率的に進んでいかないので、そのＩＴ

化に関わる予算の捻出にも、ちょっと頭を悩ましているところなんです。 

（柴﨑副理事長） 

 少し補足しますと、学生の方から見れば、行政用語でいう「ワンストップ・サービス」

ということなので、これは是非ＩＴ化も含めて早くやりたい、ということですけど、松

岡先生がおっしゃるとおり、学部の側に少し戸惑いがあるのも事実ですので、ここに書

いてあります案は、当面はいわゆる理科系、文科系ということで分けて、それでその次

は全体をひとつにしようとする、その過程の中でいろいろと予算の面もあるんですけれ

ども、校舎の建て替えとかいろいろ構想する中で、是非その場所を設けたい、学生サー

ビスの場所を設けたい、ということなので、少し当初よりも時間はかかるかな、という

ふうに理解していただけたらと思います。 
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（金森委員長） 

 この委員会は、教育研究については外形的な判断だけになるんですけれども、共通教

育との関係、つまり共通教育の段階の学生については、これも大学によってですが、一

元化のほうがむしろいい場合もあるでしょうし。 

（金児理事長） 

 学部によって、大綱化以降１回生の時から専門教育が入っているところがございます

ので。 

（松岡委員） 

 よろしいですか。高度専門職業人の養成ですが、大阪市立大学の始まりのところにも

ありますように、都市型の総合大学というのを目標としている、といいますか、そうい

う観点から見ますと、やはりここにあります、経営学研究科と経済学研究科とのビジネ

ススクールとか、あるいはＭＯＴみたいなものは、都市型総合大学としては是非推進す

る必要があるような気が私はします。ただ、ここに書いてあるのを見ますと非常に難し

そうで、「協議は長いこと続けているけれども、具体的な案のところには行きそうにな

い」という感じが伺われるんですが、そこでこそなんとか頑張ってほしい、という気が

します。 

（金森委員長） 

 一応これは戦略的思考だと思うので、あとの戦略思考との関連で、是非ご検討いただ

ければ、と思います。 

（金児理事長） 

 確かに本学の経営学研究科と経済学研究科は、勿論似たことはしていないんですけれ

ども、基礎的な部分と応用的な部分ということで、ある部分では合体することは可能で

あることは可能であると思うんです。ただ、少し停滞している理由は、先程の人件費

20％削減ということで、教員がどんどん減っている訳なんですね。その減っている中で、

この専門職大学院を作って、新しい人事ができない中で、専門職大学院の方に移籍する

というようなことがかなり難しい。あちこちから兼任で押し入れる、ということも可能

かもしれませんが、そこまでの具体的な策には至っていない訳です。 

 また、現在近辺のビジネススクールを見ておりますと、あまり成功しているとは思え

ない訳なんですね。ですから、同じようなものを作ってもあんまり意味がないし、ＭＯ

Ｔについても、もうひとつのような気がいたしておりますし、経営学研究科と経済学研

究科の方でも「一体何が一番本学にとってもふさわしい専門職大学院であるのか」とい

うことについても議論が固まっていない状況でございます。 

（金森委員長） 

 ＭＯＴを、ちょっと他の大学にもいろいろお聞きしておりましたけれども、社会人教

育という雰囲気の中、やはり企業の事情というのも随分ありまして、まず一番初めにや

った芝浦工業大学は、再検討を始めたんですね。それは東大なんかが始めたからその影
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響もあると思うんですけれども、そういう意味では確かに難しいでしょうね。大阪市大

の特徴として、創造都市研究科ですか、あれは別に先程松岡先生もおっしゃったんです

が、教育的に絡まないんですか。 

（金児理事長） 

 創造都市研究科は、ある意味では専門職大学院に相当すると思うんですね。学生も全

員社会人ですし、そういう意味では、経営学・経済学研究科のベンチャー部分あるいは

システムソリューション部分については、充分カバーできていると思います。競争率も

わりと高いところを維持できております。それとまた被らないものを考えないといけな

いので、なおさら難しい状況なんですね。 

（金森委員長） 

 むしろそれがあるから、それを書かれた方がいいのではないですか。 

（細見委員） 

 ちょっと提案なんですけれども。このＮＯ．１８－１とか１８－３というのは、イメ

ージとして大阪の企業なんかをドッキングしていくのにすごくいいなあ、経済局なんか

とのドッキングもすごくいいなあ、とイメージが膨らむんですけれども。せっかく片山

委員がいらっしゃいますので、是非そのあたりの現状を、私も教えていただきたい。 

（片山委員） 

 ここは正直、東京地区の大学でも議論が続いているところでありまして、企業の立場

から見ても、これといった答えが実はまだはっきり見つかっていないという状況です。 

（金森委員長） 

 そうですね、あまり大きく映りこまなくなっているという傾向にありますね。 

（片山委員） 

 そうなんです。企業側も、採用方針というのは実は毎年ころころ変わっていくもので

ありまして、試行錯誤という点で、ここはもう少し長い時間軸の中で大学さんの中で話

し合っていくという事項ではないかな、というふうに思います。ですから、ビジネスス

クールもどちらかというと、日本版ＭＢＡということで各大学さんが飛びついたところ

があるんですけれども、残念ながら企業の採用方針は、景気のサイクルの影響をかなり

受けるものですので、大学はそういうふうに景気の波によって、ころころころ教育方針

を変える訳にはいきませんので、ある程度時間を長く置いてじっくり見つめていくべき

ではないかな、と思います。 

（金森委員長） 

 実は私はそういうことに直接関わったことがあるもので、申し上げたんですけれども。

ただここのところ、先程の創造都市研究科ですか、というかそれも含めた大きな戦略的

思考で考えられた方が大阪市立大学の特色を強調できるし、それから先生のご質問に対

する議論も「これだけではないんだ」ということも示されたらいいと思います。事実、

山本課長が来られたときに質問したんですけれども、一方で北ヤード計画なんかの話で、

- 24 - 



一向に大阪市立大学の名前が出てこないという、「どうなっているのか」と言うと、「い

や、一部施設なんかが入られる」という話を聞いたんですけれども。 

（金児理事長） 

 北ヤードにつきましては、昨年度作りました都市研究プラザ、そこがアートカフェを

テーマに参加するという方向です。 

（金森委員長） 

 もっと、何といいますか、大阪市立大学のプレゼンスが大きくてもいいんじゃないか、

と思いますが。なぜか国立情報研究所などが企画なんかしている。それはちょっと不思

議だと思う。 

（金児理事長） 

 そうですね、ひとつは予算の関係もありまして。 

（金森委員長） 

 お金の出
で

所
どころ

なんですかね。いや、ですからそういうことで、細見先生もおっしゃる

ように、もう少しみんなが納得するようにここをはっきり、現に創造都市研究科のこと

もお書きになれば、もっと宣伝にもなりますし。 

（金児理事長） 

 はい、ありがとうございます。 

（金森委員長） 

 ちょっと前後しておりますが、14 ページの連携のところでございますが、実はこれ

も、教育研究の外形的評価なのか中身か、という議論があって難しいところがあります

が、連携大学院をいろいろ作っておられるということがある訳ですから、もっともっと

「連携」というものを具体的に示されてもいいんじゃないか、と思って質問したんです

けれども。確かに、「連携大学院」というのは、大学によって運営の仕方が全然違うと

か、教授会なんかにもタッチさせたりなんかして、一体になってやってるところなんか

もありますし、そうでもないところもありますけれども。 

（金児理事長） 

 本学の場合は、非常に緩やかな関係で。 

（金森委員長） 

 しかし、大学院の学生は向こうで採ってる、ということはある訳なんですか。本当は

連携大学院は、その先のところで、大学院の学生を 後に採用するという目的があるの

ではないですか。 

（金児理事長） 

 それは多少はありますけれども、正直申しまして、それほど積極的ではございません。 

（金森委員長） 

 実はそういう例も他ではございましてですね。「大学院に足りないものを補うんだ」

と言って積極的に連携して、そこへ大学院の学生を配置しているというところもござい
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ます。だからそうなってくると、本当の連携の意味が出てくる。 

（金児理事長） 

 むしろ当初は、大型機器を共同で利用するとか、そういうところが念頭にあったとい

うこともございます。 

（細見委員） 

 これは、やはり「連携で双方がどのようなメリットがあるのか」という、そのメリッ

トをもう少し明確にして書かないと、双方ともに集まってはこないですよね。 

（上野谷委員） 

 やはり「人事の交流があるのか」とか、「キャリアアップにつながるのか」とかです

ね。 

（金森委員長） 

 これは、もちろんこれからのことでございますので、これは今回の意見に採り入れる

ことにしたいと思います。 

（金児理事長） 

 法人自己評価も「課題がある」ということですので。 

（金森委員長） 

 「課題がある」と書かれていますので、それ自体に何もケチをつけている訳ではござ

いません。 

（細見委員） 

 評価は正しいと。 

（金児理事長） 

 鋭意、検討は今後いたします。 

（金森委員長） 

 そういうことで。他の部分でどうぞ。 

（吉川委員） 

 Ｎｏ．４のところで、高大連携で、今課題になって、学部の学生の獲得数とか情報提

供に関してはありますけども、中期計画を見ると、このＮｏ．４のところは「大学院の

志望者」に対しても情報提供をする、広報活動をする、とあります。今の連携大学院も

含めて大学院生の獲得のため、どの程度の広報活動をやっておられるか、ですね。とい

うのは、計画の中には「大学及び大学院志望者に対する広報活動をする」、それを評価

するんですが、結果について、あまり何も取組に対してはされていないんですか。実績

は、定員を充たしているから充分である、ということなんでしょうか。 

（中村理事） 

 お答えをさせていただきます。実は今年度、大学評価・学位授与機構の認証評価を受

けることになってございまして、一番頭を悩ましたのが、実は大学院の定員充足率でご

ざいます。特に、いわゆる大学院の重点化という国立大学の動きの中で、本学も研究科
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に重点を移して、組織を研究科の下に学部をという形に再編しました。その際、多少そ

ういうこともあって、大学院の定数を増やしたんですけれども、特に文系を中心にして、

充足率が低い状況であります。それは、いろいろ問題はあるんですけれども、特に文系

の場合には、修士を出てなかなか就職ができない、まして博士課程に入りますと、研究

職への処遇も厳しいというような、そういうことがありまして、段々定員の充足率が下

がってきております。それについては、各研究科で学部教育、特に専門教育を充実させ

て、大学院進学を考えようとしたり、あるいは、ある研究科の専攻では、独自に学生募

集のパンフレットを作って各大学に配布したり、というようなこともやっておりますけ

れども、なかなかそういう意味で、特に文系の大学院については、学生募集等実際かな

り行き悩んでいる状況であります。理系は逆でございまして、やはりドクターへの進学

はちょっと苦しいところがございますけれども、マスターは、逆に少し超過率を心配し

なければならないところがございます。正直なところを申し上げますと、大体以上のよ

うなところでございます。 

（金森委員長） 

 それは、恐らくどこでも共通の悩みだろうと思いますし、私はこの全体の評価の中で、

個々の研究科、個々の課程の充足率を、我々としては問題にしないということを申し上

げたんですけれども、学位授与機構はそれに固執しているんですか。 

（中村理事） 

 はい。 

（金森委員長） 

 どの大学の学長さんもいろいろおっしゃっていることでございまして、殊にこんなに

たくさんの専門によって、画一的にできたら社会問題も起こりそうもない、なんていう

ことはあり得ると思うんですけれども。 

（細見委員） 

 ちょっと教えてください。大学院教育で学生が何を、特に文系では何を望んでいるの

か、とかいうような調査ではどういうような答えが出て来ているんでしょうか。 

（金児理事長） 

 それは、特に調査したことはないのですが、大学としては、それぞれの研究科、専攻

において、「どういうことを教授し、どういうスタッフがおり、どういう研究ができて、

どれくらいどういうことができるか」ということについては、予め明示しておりますの

で、その情報に基づいて学生は大学院に入る。本学の学生であれば、２回生から専門が

入ってきますので、その専門の授業を受ける中で、「自分はこの大学院に入ってこうい

うことがしたい」ということが固まってくるという、ごく普通一般の言い方になります

けれども、そういう形で学生が大学院に進学してくるというふうなことなんですね。「学

生が何を望んでいるか」ということについては、これはあまり調べたことはないんじゃ

ないでしょうか。 
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（中村理事） 

 アンケートのようなことについてはいたしておりませんけれども、経験上、やはり文

系のケースは、当面は研究者志向というのがひとつ、それから特に 近また少しそうい

う学生は減ってきましたけれども、「高等学校の先生になりたい」という人は少なくご

ざいませんで、そういうケースのいわゆる専修免許ですね、一種免許ではない、専修免

許獲得という、そういう意図の人は少なからずいらっしゃいます。私が経験上聞いてい

るのは、大体そういうところでございます。 

（金森委員長） 

 専修免許ですか。だから、ドクターが一番困る訳ですね。ドクターコースに行くのは

やはり研究志向ですから。 

（細見委員） 

 やりたい研究がなければ行きませんよね。 

（金森委員長） 

 簡単に言えばそういうことです。 

（上野谷委員） 

 ただ、同志社の場合、大学院の学生も修了したときに、やはりアンケートを取ってい

るんですね。そうしますと、図書や文献は充実していると、たとえばですね、教員の、

教育研究方法における不満がありましたり、あるいは就職に対する進路指導などにいろ

いろ反省点が出てきますので、このように学部の満足度を調査しているのであれば、学

生ですから院生の場合にもやはり「どのあたりを充実すれば院生にも来ていただける

か」というのも研究科としてすべきだと思うんですよね。 

（金児理事長） 

 なるほど。 

（上野谷委員） 

 それから、私どもでは、アドバイザリーコミッティとして、アメリカ、韓国、イギリ

ス、それからスウェーデンの先生方に、大学院教育の教授法のスーパーヴィジョンをし

ていただいていました。これは、大学院ＧＰで採っているんですけれども、大学院教育

に対して、教授法を含めてトレーニングをしていただいております。私の場合、市大で

あまりそういうのを受けなかったものですから。昔は「この先生に付いていけ」という、

徒弟制度みたいなものでしたけども、今の学生はそうではいけませんし、海外からの留

学生もいますので、徒弟制は厳しいと思います。ですから、それこそＦＤと同じように、

各大学も秘密にしながらしのぎを削って、大学院生を入れるということをしていますの

で、そこまででないにしろ、学生の満足度というか、そのニーズ調査をやった方がいい

と思います。案外、文献が少なすぎる、偏っていると、先生が研究費で好きな文献ばっ

かり買っている、ということで学生から「全然違うじゃないか」と言われたときには、

結局私達の反省材料となりますから。 
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（金児理事長） 

 そういうのは、組織的にやってらっしゃるんですか。 

（上野谷委員） 

 研究科の委員会でやっています。 

（金児理事長） 

 全研究科でですか。 

（上野谷委員） 

 そのあたりはわかりません。私ども社会学研究科では、５専攻ほどありますが、やっ

ておりますけれども。反省ばかりになるんですけれども。 

（金森委員長） 

 偏りがありますからね。専門書はね。 

（上野谷委員） 

 イギリスばかりあってアメリカがなかったとかね。 

（金森委員長） 

 他に何かございませんでしょうか。 

（松岡委員） 

 このページのところで全然触れてはいないんですが、この業務実績報告書の 26 ペー

ジ、Ｎｏ．５１ですが「教育の実施体制にかかる特記事項」のところで、文科省の助成

を受けているプロジェクトについて、終わってから後の大学としての支援のあり方、「引

き続き検討を行う」ということになっている訳で、研究の方で支援をもらったものにつ

いては、大学の方で特別の手当てをされているようにお聞きしたんですが、 近は教育

関係のＧＰで新しいコースを作ったり、あるいはそのために任期制の教員を雇用したり、

した後を、どういうふうにフォローするかということが非常に大事で難しいことになっ

てきております。 近は、申請のときからそれを書け、ということになってきています

が、「支援のあり方について引き続き検討を行う」いうことになっておりますけれども、

答えの方が必ずしもそれに合うような形になっておりませんけれども。このあたり、ど

ういうふうに考えておられるのか、方向性みたいなものでもありましたらお伺いしたい。 

（金児理事長） 

 Ｎｏ．５１はＧＰを念頭に置いたもので、採択された部局には、そのＧＰが終了する

までに、次の申請について充分調査研究した上申請してほしい、ということは必ず申し

ております。それともうひとつは、先程おっしゃったような、ＴＡとかＲＡをその中で

雇用していく際に、たとえば学長裁量経費の一部をそこに充てるとかですね、そういう

ことを考えざるを得ない局面が充分あり得る訳で、実際にそういうことをしないといけ

ないかな、というふうに思っております。現在のところ、そういう形でそれぞれの学部・

研究科の努力とこちらの手当てと、両方平行してやっております。 

（松岡委員） 
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 あんまりそれを考えて、その終了後のプログラムを、「終了後のあり方までちゃんと

やれ」ということになりますと、逆に非常に申請しにくくなる、という面もあると思う

んです。つまり、いいプロジェクトがあってやっても、あとのことまでどこまで面倒を

見れるか、ということが、部局とかやる人から見たら、自分でできる範囲というのは非

常に限られていますから。やはり、いいプログラムを積極的に出してもらおうという人

に、あまり言い過ぎるとよくありませんので。 

（金森委員長） 

今おっしゃったようにそんなことをやかましく言われても、そんな見通しは立たない

ということはありますね。 

（松岡委員） 

 続けていけるといいんですけれども。 

（金森委員長） 

 ほんとに人文社会科学については、もっと長い目で見る必要があるということで、こ

の間の社会科学のは 10 年ですか、少し延びる傾向にございますね。昔は、文部省の人

も耳を傾けなかったんですけれども、今先生の話を聞いていて、逆に審査する側として

も内心忸
じく

怩
じ

たる思いがしますね。難しい。それにめげずにいい提案をしていただいた方

が望ましいのですが。 

（金児理事長） 

 あと、研究科長裁量経費というのがあって、ここでも多分手当てすることになると思

います。 

（松岡委員） 

 研究の方はある程度いけると思います。教育プロジェクトの方がね。 

（細見委員） 

 報告書に関する各委員意見ということで、こちらの方にあるんですけれども、17 ペ

ージですが、女性研究者の支援ということで、これで一応研究者の比率が 11.2％とい

うことですね。それで、評価が「進捗している」ということなんですけれども、進捗し

ている中身は、「ほぼ計画どおりに進んでいる」ということですね。計画というのはど

ういう計画でしょうか。 

（金森委員長） 

 去年は、センター設置とかございましたけれども。 

（細見委員） 

 「計画どおり」と、「ほぼ計画どおり進んでいる」という評定なんですけれども、計

画はどうでしたか。 

（山本課長） 

 計画を申しますと、中期計画は「女性研究者の支援を図る体制を整備する。」で、年

度計画で申しますと「各研究科において、女性教員の積極的採用について、引き続き検
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討する。」という計画に対して、このたび積極的に検討もされた、ということです。 

（細見委員） 

 計画はない訳ですか。「計画どおり」進んでいるという、その「計画」の中身は。 

（山本課長） 

 女性研究者を何％を目標として増やす、伸ばす、という計画はありません。 

（金森委員長） 

 ここは、「検討する」という計画に対して、積極的に検討したから「進捗」と読み取

るということですかね。 

（上野谷委員） 

 これも、やはり学生に女性が占める割合が多くなって、キャンパス・ハラスメントと

かいろんな意味から、研究者においても若手の女性研究者というのもあるでしょうし、

もうちょっと上げていただいてもいいんじゃないかなと思います。是非数値目標だとか、

入れるくらいにですね、特に大阪市の男女共同参画に対する考え方は、数値目標を出す

ということですのでね。 

（金児理事長） 

 ただ、やはり教員の人件費削減で、数値目標を挙げられないんですね、今の状況では。

もうひとつ補足で申し上げますと、ここに挙がっている数値といいますのは、専任教員

だけであって、特任教員とかそういう部分については挙げておりませんので。ここ数年、

女性教員の採用については、評議会・部局長等連絡会でわりと事あるごとに申しており

ますので、各部局においてその意識は充分ある、あるけれども専任教員の採用は、この

３年間ほど行っておりませんので、ですから、数値としてはここに挙がっているのが現

状だということです。 

（細見委員） 

 専任以外も入れれば。ちゃんと説明していただければ。 

（金児理事長） 

 はい。 

（細見委員） 

 経年変化とか、わかりやすく図解してあげれば、皆さんの理解も深まるというふうに

思うんですけれども。 

（金森委員長） 

 他にないでしょうか。評価案も提示していただいておりますけれども、もちろん今日

はこれを結論づける必要はありませんですけれども。資料の１－５です。昨年のことを

言いますと、表現については先生方から随分ご注意をいただいたので。 

（細見委員） 

 これは次回に、この案を素材にして、今日お話したようなことも入れて、ということ

ですね。 
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（金森委員長） 

 そうです。文章も付け足したりして、次回にまとめようということです。そういう趣

旨です。そのたたき台として作っていただいたものです。 

（吉川委員） 

 全体的評価のところで、21 ページですけれども、「全体として順調に進捗していると

認められる。」ということなんですけれども、何か表がありましたよね、何項目が進捗

しているとか。こういう数値を、何項目中何項目が進捗しているとかを入れてはどうで

しょうか。 

（金森委員長） 

 去年はこれは入れたんでしたか。 

（山本課長） 

 項目別評価の、今回で言いますと四角カッコに、後に評価をしているんですけれども、

その中では何項目中どれくらい、すべて進捗している、というふうにしておりますけれ

ども、全体的評価の中ではそういう形にはなっておりません。各項目別評価では、各項

目の中でトータル何個の取組事項があり、そのうちすべて「進捗している」という形に

なったので、評価としても「進捗している」、というような表現になっております。 

（吉川委員） 

 項目別評価というのは、27 ページ以降ですか。 

（山本課長） 

 ええ、たとえば 29 ページの、上の方の四角カッコの３行目で「計画として掲げた項

目の大半に取り組んでおり、」とか、「すべて進捗しており」とかいうことでまとめさせ

ていただいております。 

（金森委員長） 

 ちょっと表現に差はございますが、数値的にもう少し入れてもいいということですか。 

（吉川委員） 

 「大半」とか「全体的に」とかではなく、何かどこかに数学的な裏づけがあった方が

よろしくないでしょうか。 

（金森委員長） 

 それは参考資料的なものが付いていますが、では次回までにこれは検討をお願いしま

す。 

（山本課長） 

 はい。 

（金森委員長） 

 他に何か「表現を付け加えた方がよい」とか、「加えては駄目だ」というものがござ

いませんでしょうか。 

（片山委員） 
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 26 ページ、全体的評価のところですが、実は私、法人評価のお仕事をお受けするに

あたって一番悩んだところでもあるんですが、下のふたつですね、「大学を取り巻く社

会的環境が、云々、法人経営戦略上の観点から」というようなところ、あるいはその下

の「市民への説明責任」と書いてありますけれども、これはこの法人評価委員会の役割

として、予め定めた計画が順調に進んでいるかどうかの観点から意見を述べるべきと考

えるのですが。 

（金森委員長） 

 元来は、そうですね。 

（片山委員） 

 ですから、その計画自体が「戦略的見直しを図られるべきである」というようなコメ

ントは、この委員会としては発言を許される、求められることではないんでしょうか。 

（金森委員長） 

 見直しというのは。 

（片山委員） 

 つまり、たとえば具体的に申し上げると、アドミッションポリシーのところであった

んですが、大阪市立大学法人という位置づけを考えると、当然大阪市民の方々の税金が

かなり使われている訳で、それならばアドミッションのところで、大阪市民を優先的に、

大阪市に住んでる方々の家庭の学生さんを優先的に受け入れる、というポリシーという

のがそこに含まれているのかどうかとか、そういったことを実はコメントとして書かせ

ていただいたんですが、それをやっているうちに、段々この評価委員会で求められてい

る、「中期計画が進んでいるかどうか」という視点から若干ずれていっているという気

がしてきたんですね。 

（金森委員長） 

 実はそれが悩ましい点なんですけども、参考意見としてそういうことを述べていただ

く、というのはもちろん問題ないことです。 

（片山委員） 

 それがこの全体的評価というところに盛り込むということについては、委員会として

よろしいのでしょうか。 

（金森委員長） 

 今のアドミッションポリシーについては、委員会として採り上げるかどうか確実では

ないですが、それは、ずっと前に議論したこともあるのですけど、そこまで大阪市立大

学というステータスを考えたときに、ちょっと高いのではないかと。 

（片山委員） 

 そうですね。 

（金森委員長） 

 「高い」という印象を持っておられる訳ですね。 
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（片山委員） 

 「全国から学生さんが来られるような大学である」ということです。 

（金森委員長） 

 あのロンドンタイムズのワールドランキングで公立大学で出ているのが、首都大学東

京とここだけですけれども、そういうこととの関係で、アドミッションポリシーという

ものがどうあるべきなのかについては、当委員会としては結論を出していないところが

あるんですね。 

（片山委員） 

 それは結局のところ、広報体制がどうなのか、とか、学生の受入れとか全てのところ

に関わってくる訳ですね。 

（金森委員長） 

 はい。 

（片山委員） 

 そこを問わないとなると、どこまで評価したらいいのか、というのが難しいんですね。 

（金森委員長） 

 ですから、そういう意味ではある程度限定されていて、しかも教育研究の外形的評価

になって中身的にはこれは学位授与機構の、そっちの方が大学はしんどいと思いますけ

れども。ですから我々としては、そういう意味ではむしろ大きな、大学を助けるような

意味で、戦略的な目標を議論するのはいいから、今おっしゃった、「アドミッションポ

リシーというのを充分、絶えず再検討しなさい」ということくらいやったら意見として

いいんですけれども。 

（片山委員） 

 今回、本日の委員会でまだお金の議論というのが実はなかった訳なんで。 

（金森委員長） 

 財務諸表は次の議題になっております。 

（片山委員） 

 そこで、たとえば、外部資金のひとつとして寄付を受け入れると、そこで「その寄付

の目的は何か」ということを対外的に明示しながら、寄付を集めることになると思うん

で、そのときにたとえば、大阪市内に住む学生さんを受け入れる上で、その学生向けに

奨学金を支給していくという、実はそういうところで問われてしまうことが現実として

あり得るかな、と思います。 

（上野谷委員） 

 授業料は一緒なんですね。昔私たちの頃は、市内が年間 9,000 円、市外が 12,000 円

の授業料のときですからね。ですから、違っていますか、市民と市外で。 

（金児理事長） 

 入学金が違うんです。入学金が、どのくらい違ったんでしたか。 

- 34 - 



（西川本部長） 

 120,000 円です。 

（上野谷委員） 

 120,000 円ほど市民が安いということですね。 

（金児理事長） 

 授業料は、535,800 円です。 

（金森委員長） 

 いや今、アドミッションポリシーで私、勝手なことを言いましたけども、理事長のご

見解はいかがかと。 

（金児理事長） 

 各学部によってもアドミッションポリシーが皆違いますので、ひっくるめて、一概に

議論するのは難しいんじゃないか、と思います。たとえば、本学の個性・特色というの

は、建学の精神に基づいて都市に関する教育研究を推進していくという、それをずっと

行ってきましたけれども、ところが、本学では理学部だけがちょっと異質で、ここは全

国クラス、あるいはもう少し言えば、国際クラスなんですね。国際レベルの研究を行っ

ている教員がかなりおりまして、そういうところでは特段「都市」という問題を出す必

要がない。ましてその「理学」という分野において、やはり純粋科学でありますので、

だからそういう意味では、今おっしゃったようなことはあてはまらない、はまりにくい

んじゃないかと思いますね。逆に、経営とか経済とかいうところでは、都市の問題が非

常にクリアに出てきますので、そういうところでアドミッションポリシーに市民のニー

ズを反映できるところがあるので、少し議論を要する問題じゃないかな、と思いますけ

れども。 

（金森委員長） 

 確かに、「中期計画に捉われないで、戦略的な思考ということをやっていただきたい」

ということは、我々としても申し上げておきたい。それには、何も委員会を作ってどう

こうという話でもないかもしれない、とそういう意味での質問だったんですけれども。

その経営審議会というのが本当に機能しているのか、もっとそれよりも小さいサークル

でやられた方がいいのかどうか、そういうところを、もちろん大学でお考えになればい

いことですけれども。 

（金児理事長） 

 いわゆる「長期的戦略」とかそういう部分ですか。 

（金森委員長） 

 ええ。たとえば私、変なことをお聞きしたのが、第２部の定員とかいうことを、「今

後第２部をどうされるのか」というのが、学部ごとに検討されるのではなしに全体的に

検討すべきではないかと。第２部の定員、学部の定員というのは、逆に資源として貴重

になってくる場合がありますね。そういうときには、やはり全体的な方針というか、長
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期目標を立てるというのが大事なんじゃないかと思います。「どこでやられるのか」と

いうのは別で、我々としては、そういうことをおやりになっていればいいので、中身に

立ち入るということはありませんけれども。 

（金児理事長） 

 それは、既にやっておりまして、一応２部については、社会人の受入れの方に定員を

移した形で廃止ないしは縮減の方向で考えております。それもほぼ全関係学部の合意は

得ております。 

（金森委員長） 

 そういう意味で再配分を、立命館なんかは、だいぶ前の話ですけれども、第２部を１

部と合体させて、学生定員を大幅に増やしました。取扱いは、多少複雑でしたけれども。 

（金児理事長） 

 それは１部の方に定員を上乗せしたということですか。 

（金森委員長） 

 いや、区別をなくしたんです。立命館の、平成の７、８年の話で私が大学設置審の委

員のときに大問題になったんですが、それをやったんです。ただし、夜間でないと来ら

れないような方に対する経済的な援助という優遇策だけは残したんです。講義自体は、

立命館は昼夜開講制でして。区別をなくすというのは、当時の私学のことを申しますと、

「学生定員を増やす」というのが大変なことでございまして、難しい時代にそれを一気

にやってしまった。その戦略に文部科学省も圧倒された、という経過があったんです。

それとは別に、学部ごとに「第２部をどうするか」となると事情がいろいろありますけ

れども、もっと全学的な再配分ということで、今後学部定員というのは資源化していく

面がある、ということをお考えになってはいいのではないかと思います。新しいものを

作ろうとすると財源がないですから。 

（金児理事長） 

 一応平成 22 年度で、20％削減という大阪市のマニフェストが終了しますので、その

時点で多分大学の各学部の教員の定数が整理されるということになるかと思います。そ

こで、今おっしゃったような、「大学を今後どうしていこうか」という中で、改めて考

えていきたいと思っております。もうひとつは、長期計画の策定の上で、かなり困難な

ファクターというのがあって、それは今大阪市が非常に厳しい状況の中で、好き勝手な

ことをあまり絵描きできない部分がありまして、「2009年度から新たに1,000億円削減」

というようなことも言われております。ですから、そういう市の財政的な問題が常に背

後にありますので、絵の描き方が難しいなあ、という思いはあります。 

（金森委員長） 

 それはそうです。ですから、そういう意味で外部資金の関係ということをいつも念頭

に置かなければならないと思います。ところで、実は、教育推進本部とかいうところが

いろいろ、各学部の利害調整だけやっておられたのでは、局地的な解決にも時間を取ら
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れることになるんじゃないかという懸念もあります。 

（吉川委員） 

 長期戦略というのは大事で、やはり「大阪市立大学をこういう大学にしたい」という

将来展望を早く市当局に、「今こういう戦略でやっているんだ」ということを逆に伝え

ていくということが必要です。将来「1,000 億円減らす」というときに、どれほど市立

大学を重視してもらえるか、「優先順位をどういうふうに考えるんだ」ということとも

絡んでくるから、あまり「それがあるから描けない」というネガティブな姿勢だと、段々

「何も言わないから削り易い」という対象になってしまいますので。絶えず、「こうい

う姿を描いているんだ」という、「ヴィジョンを持っているんだ」ということを言って

おいた方がいいんじゃないか、と思いますけれども。 

（金児理事長） 

 それが、たとえばキャンパス計画検討委員会の中で作りまして、長期的な大学の施設

整備については、策定しつつあるんですけれども。そういうプランを、大阪市の、うち

の場合は財政総務委員会の中で、議員の皆さん方に説明申し上げて理解を得る、という

仕組なんですけれども、そういう中で中長期的な戦略についてはお話していこう、とい

うふうに思っています。ただ、あんまり好き勝手なことは描けないところはありまして。 

（上野谷委員） 

 いろいろご事情があるのはわかるんですが、私は、２部の持っていき方なども、さっ

きおっしゃられたように税金を使う公共的な大学として、それも歴史ある大学として、

前回も言いましたけれども、「大阪の経済的に苦しい子でも大学に行けるんだ」という、

そういうところを残された方がいいと思います。他の私学なんかと授業料もあまり変わ

らなくなっていますし、大学院なんかはまだ安いですけれども、「変わらない」という

ことになりますと、私学というのはかなりの幅のあるスタッフを雇っていますから、勝

ち負けで言うと、ほとんど負けていくと思うんですよ。だから、社会的使命というのは、

仏教系やキリスト教系の大学というのはもう 後、必死でやりますから。やっぱりミッ

ションだし、それこそ公立大学の弱いところでもある訳で。ですから、是非、大阪市大

の歴史的なことを踏まえた、先生がおっしゃったように、奨学金で対応するなり戦略と

してきっちり説明を市民に説明できるようにしておかれないと、「ほとんど他の大学と

変わらないのなら、別に大学にもう税金を使ってもらわなくてもいいじゃないか」とい

うようにならないように。やはりセーフティーネットとしての教育もあると思うんです

ね。だからこれまで、経済的に苦しい子も行けた訳で、私達も救ってもらった訳で、そ

ういう意味で、先生方が考えると大変でしょうけれども、そういう問題は置いておいて、

「学校としてどうするんだ」というのは是非出していただきたい。学部に任したら絶対

駄目ですよ。そんなの皆やりたくないです。だから、個別に当たるとしんどい、嫌なこ

とでも、全学的にやって、「学校の姿勢だ」と言われたらやらざるを得ない。大学で働

いている人間ですから。 
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（金森委員長） 

 我々が「戦略的」と言っているのはそういうことでして、また、文章にして書かせて

いただきたいと思っております。 

 

議題２ 平成 19 年度財務諸表について 

（金森委員長） 

 それでは、残っている議案第２の財務諸表ですが、次回剰余金、経営努力等協議する

こととしまして、本日は事務局から説明を受けることといたします。 

 それでは、事務局からご説明をお願いします。 

（山本課長） 

 ６月 30 日に大阪市長宛て法人から提出のあった財務諸表等を、資料２－１（別冊２）

としてお配りいたしております。説明は、本体資料の 後のページ、34 ページの平成

19 年度財務諸表相関図を中心に説明させていただきます。 

 公立大学法人は、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 30 日付けで大阪市長宛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、

法令に適合している旨、意見をいただいているところでございます。 

 本体資料の 後のページ、34 ページでございますが、まず、表の左から２番目、貸

借対照表からご説明申し上げます。 

 資産の部ですが、資産の総額は、1,212 億円、うち固定資産として 1,109 億円、流動

資産として 103 億円ございます。 

 負債の部でございますが、負債の総額は、305 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 172 億円ございます。また、長期寄付金が 27 億円、

長期借入金が 13 億円、長期リース債務が 16 億円、あわせて固定負債として 229 億円、

流動負債として、運営費交付金債務、未払金など 76 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、907 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 102 億円であり、利益剰余金合計が 27 億円と

なっており、このうち、当期総利益は１億円となっております。 

 次に、表の左から３番目、損益計算書をご説明申し上げます。 

 経常費用の総額は、442 億円であり、人件費を除く教育経費が 17 億円、研究経費が
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24 億円、病院の診療経費が 125 億円、人件費が 244 億円、一般管理費が 16 億円、その

他教育研究支援経費など 16 億円がございます。 

 経常収益の総額は、443 億円であり、大阪市からの運営費交付金収益が 157 億円、資

産見返負債戻入が 12 億円、運営費交付金外の収益、いわゆる法人の自己収入が 274 億

円ございます。学生納付金が 51 億円、病院の診療収入が 197 億円でございます。 

 以上、経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、１億円となっております。こ

の１億円の内訳といたしまして、別冊の２、資料２－１、財務諸表をご覧いただきたい

と存じます。 

 財務諸表の 14 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７億 4,700 万

円、附属病院はマイナス６億 3,100 万円となっており、差し引き約１億 1,600 万円の経

常利益ということになっております。 

 附属病院の赤字については、看護師の不足等による、平成 19 年７月からの 91 床の病

棟休止により、入院患者数が減少し、病床利用率が 18 年度 83％から 19 年度 76％とな

ったことが主な原因と考えられます。大学としても看護師確保の努力を行い、１月に７

対１看護体制に移行するとともに、本年４月には、約 200 名の看護師を採用し、７月１

日から、病棟の再編を実施し、休止病棟を再開し、診療収入の回復が期待できるため、

決算の赤字については、19 年度に限ったことであると考えております。病院の財務状

況につきましては、評価案で、計画的な経営改善を進められたい、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。 

 また、本体資料の 後のページ、34 ページにお戻りいただきたいのですが、財務諸

表相関図の一番左、キャッシュフロー計算書をご説明申し上げます。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、当期の法人収入が 447 億円、支出が 459 億円

であり、期首残高が 65 億円ですので、期末資金残高は 53 億円となります。この 53 億

円と、19 年度中に異動のなかった定期預金３億円を合わせた 56 億円は貸借対照表の現

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上げます。 

損益計算書上の経常費用 442 億円と臨時損失２億円の合計 444 億円に、出資された建物

の損益外減価償却相当額 46 億円、将来発生する退職給付の増加見積額４億円、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 19 億円、これらを合計しますと

513 億円になり、そこから運営費交付金外の収益である 273 億円を引きまして、業務実

施コストは、240 億円となっているところです。これが、公立大学法人の運営に関する

市民の負担コストということになります。 

 財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

 後に、平成 19 年度の当期総利益１億円についてでございますが、昨年ご確認いた
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だいた、各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方では、口頭で申し上げるの

みになりますが、 

 ・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。 

 ・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、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。 

 財務諸表及び剰余金の繰越に関するご議論につきましては、次回の委員会でお願いし

たいと思っております。 

 説明につきましては以上であります。 

（金森委員長） 

 事務局から、資料の説明がございました。 

 議題２「平成 19 年度財務諸表」について、本日は説明のみで、審議は次回の委員会

で行いたいと思いますが、お気付きの点などございましたらお願いします。 

 栗原先生、何かございませんでしょうか。 

（栗原委員） 

 ちょっとお願いなんですけれども、財務内容を検討するにあたって、この案の中にも

「人件費が削減されていると」いう文言があるんですが、その確認のために、前年度の

財務諸表を参考として付けておいていただかないと、なかなか比較検討ができないので

お願いします。 

（山本課長） 

 前年度財務諸表につきましても、次回委員会でお示しするようにいたします。次回の

資料では、昨年もありましたけれども、人件費比率とか流動比率とか各指標について昨

年度と比較できるようなものにしたいと思っております。 

（栗原委員） 

 お願いします。 

（金森委員長） 

 昨年度はそれ以外に内容についてご注意とかいただいておりましたが。 

 細見委員、どうですか。 

（細見委員） 

 また、次回までに検討しておきます。 

（金森委員長） 

 他に何かございませんでしょうか。 
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 それでは、時間の関係もございますので、本日の審議はここまでといたしたいと思い

ます。 

 

○閉 会 

（金森委員長） 

 本日の議論を踏まえまして、事務局において評価結果の案を整理していただき、法人

への意見聴取等を行い、各委員へ資料の送付等を行ってまいります。 

 財務諸表・利益剰余金の繰越につきましても、事務局において内容を精査し、次回の

委員会でご審議いただきたいと思います。 

 では、本日の審議はこれで終了いたします。皆様、お疲れさまでございました。 

 

 

 


