
平成２１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 21 年７月 24 日（金）10 時～12 時５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、原理事 

   西川大学運営本部長、根来医学部・附属病院運営本部長、その他関係課長 

 

○開 会 

（稲森部長） 

 ただ今から平成 21 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。総務局行政部長の稲森でございます。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。 

 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） 

 総務局長の村上でございます。平松市長が所用のため不在でございますので、代わっ

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、また日頃から、大

阪市政に格別のお力添えを賜り、心から厚く御礼申し上げます。 

 大阪市立大学が公立大学法人化してから４年目となり、本委員会におきまして既に２

回、業務実績評価を取りまとめいただきました。この間の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りまし

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。 

 本日は、５月 29 日に本委員会へ提出されました、法人化３年目の平成 20 年度業務実

績報告書につきまして、業務実績評価のご検討をお願いいたします。 

 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り、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。 

 また、平成 20 年度は中期計画の達成期初年度でありますとともに、中期目標期間の

中間年度でございます。委員の皆様方には、残る期間における大学運営の指針となりま

す、具体的な業務実績評価をいただくため、どうか忌憚のないご意見を賜りますようお
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願い申し上げます。 

 最後になりましたが、私ども総務局といたしましても、引き続き事務局といたしまし

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

の活性化に向けて努めてまいりますので、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。公立大学法人大阪市立大学理事長兼大阪市立大学長を拝命して

おります、金児でございます。法人を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。委

員の皆様方におかれましては、平素から大阪市立大学の運営に対しまして何かとご配慮

を賜り、この場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。またこのたびは、大変ご

多忙のなか、この膨大な業務実績報告書を細部にわたりまして精査いただきまして、改

めて感謝申し上げます。 

 法人化３年目を迎えた平成 20 年度は、中期計画の第２段階、つまり実施・達成の年

度の初年度に当たります。この１年、教職員が一丸となって、教育・研究・地域貢献の

諸活動を推進し、効率的かつ円滑な大学運営に努めてまいりました。一部で課題を残し

たものもございますけれども、ほぼ順調に年度計画が実行に移されたと考えております。 

 本日は、委員の皆様方からの忌憚のないご意見を拝聴し、今後の大学運営にあたって

の参考にさせていただきたいと考えておりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

○委員長・委員長職務代理者の選出 

（稲森部長） 

 どうもありがとうございました。 

 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、金森委員長から、委員長退任のお

申し出がございましたので、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。 

（金森委員） 

 私は、吉川委員に委員長をお願いするということで、ご提案させていただきたいと思

います。私は、実は４月に入院するということがありまして、回復はいたしましたが、

体調が万全でもございませんので、退任を申し出させていただいております。吉川先生

によろしくお願いしたいと思います。 

（異議なし） 

 

- 2 - 



（稲森部長） 

 それでは、ご異議がないようでございますので、吉川委員に本委員会委員長をお願い

いたしたいと存じます。それでは吉川委員長、以降の議事進行につきましてよろしくお

願いいたします。 

（吉川委員長） 

 委員長を務めさせていただきます、吉川でございます。金森委員長の後の大役でござ

いますが、よろしくお願いいたします。 

 最初に、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条第３項に「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、松岡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 

（吉川委員長） 

 それでは、本日の議題といたしまして、まず、平成 20 年度の業務実績報告が大阪市

立大学から提出されましたので、その評価をしていただくということでございます。事

前に各委員からいろいろな意見をいただいておりまして、そのご意見を整理しまして資

料としております。本日は、主にこの資料に沿って議論していただくこととなります。 

 同時に、財務諸表についても提出されておりますが、その承認と剰余金繰越について、

市長に対し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。 

 このような段取りで進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議題１ 平成２０年度業務実績に関する評価の検討について 

（吉川委員長） 

 それでは、初めの議題、平成 20 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、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、昨年度実施しました、平成 19 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、業務実績報告書に関するご意見

をいただいておりますので、説明は省略させていただきます。 
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【資料１－３ 平成 20 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、９ページからになります。 

 平成 20 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を整理したもの

でございます。 

 まず（１）業務実績全般に関する事項ですが、９ページは委員の皆様からいただきま

した自己評価の判断根拠の明確化等についてのご意見を記載しており、このページの一

番下の欄では、評価委員会として確認しております各年度終了時の評価の手順が守られ

ていないような報告書の記述となっているというご意見について記載しております。10

ページは、年度計画に相応する業務実績の記述になっていないというご意見をまとめて

おります。これらのご意見を踏まえまして、51 ページ、参考資料２としてお配りして

おります「各年度終了時の評価手順について」では、資料の真ん中あたり、「特に進捗」

「おおむね進捗」などの法人の自己評価の判断基準とその下の②のところので、年度計

画の小項目ごとに法人の自己評価の妥当性の確認を行うという評価委員会としての評

価の部分が、今回の議論に関わるところであると考えております。また、別紙１枚もの

で参考としてお配りしています「段階別評価の実施状況」については、他の大学の段階

別評価なり、法人自己評価に対する委員会評価についてまとめたものであります。法人

自己評価に対して、小項目ごとに委員会として段階別評価を行っているのは、大阪府立

大学と名古屋市立大学であり、横浜市立大学も小項目をいくつか括った形で、委員会評

価を実施しております。首都大学東京・国立大学も、大項目評価では段階別評価を実施

しているという状況でございます。議論のご参考としていただければと思います。 

 本体資料に戻りまして、11ページから 19ページは法人の自己評価の妥当性について、

ご意見をいただいたものを項目ごとに整理したものでございます。表の左から、20 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の順に並べております。昨年・一昨年同様に、項目ごと

に自己評価の妥当性のご確認をお願いしたいと思います。今年度は、この自己評価の妥

当性について、委員の皆様から多くのご意見をいただいており、また、事務局としても

判断・整理しがたいものが多くあり、本日の委員会で、全てについて議論は難しいと思

われましたので、特にご議論いただいてはどうかと思うものにつきましては、項目番号

に網掛けをさせていただいております。 

 次に、21 ページ、意見・指摘にあたり議論すべき事項でございます。 

 昨年度意見指摘事項のひとつでもあります「学生サポートセンター」を含む業務改

編・ＩＴ化の進捗状況やステークホルダーを意識したホームページの構成、また、初年

次教育のあり方などについて、各委員からいただきました様々なご意見を紹介させてい

ただいております。これについても評価報告書の中で、意見・指摘事項として、取り上

げるべきかどうか、また、自己評価は妥当かといった観点でご議論いただければと考え

- 4 - 



ております。 

 

【資料１－４ 平成 20 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 35 ページ、平成 20 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。 

 全体的評価については、平成 20 年度実績に関して、全体的には一定評価するととも

に、指摘事項として、統一的・客観的な自己評価の徹底及び適切な計画の設定を記載し

ております。 

 項目別評価につきましては、昨年度までは、法人化後の１年目、２年目の着手時期で

あったこともあり、新たな取り組み事項を特筆すべき事項として整理してまいりました

が、法人化後３年を経過し、実施、達成時期に入りましたことから、Ｇ－ＣＯＥなど文

部科学省助成プログラムの着実な実施をはじめ大学として、継続した地道な努力を進め

ておられますことから、そうした取り組みについて主な取組事項として整理しておりま

すとともに、表現についても箇条書きでなるべく簡潔に記載いたしましたところでござ

います。また、各委員からいただきましたご意見を基本的には取り上げさせていただく

方向で、意見・指摘事項を整理しております。 

 時間の関係もありますので、個々の説明は省略させていただきます。 

 評価案の内容については、あくまでも、法人から提出のあった業務実績報告書及び予

めいただいております各委員のご意見に沿った形で作成したものでありまして、本日の

議論により、適宜変更等を加えていく必要があると考えております。 

 

 平成 20 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。よろ

しくお願いいたします。 

（吉川委員長） 

 ありがとうございました。 

 ただいま、事務局から、資料の説明がありました。 

 最終は、資料の１－４にございます「業務実績に関する評価結果」という形に委員会

として評価をまとめるということでございますが、本日は第１回ということでございま

すので、そのための基本的な議論を行っていきたいと思います。またそのために、各委

員からいろいろな意見をいただいておりますので、そういったご意見を中心に、この場

で議論を進めてまいります。その中で必要がございましたら、本日は法人の皆様方にも

ご出席いただいておりますので、適宜ご発言をいただくということにしたいと思います。 

 まず最初に、資料１－２でございますが、昨年度この委員会から指摘させていただい

た事項に関する大学側の対応でございます。10 項目弱ございますが、この後の議論の

中でまた出てくると思いますので、この場では参考ということで質疑等は行わないこと
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といたします。 

 次に、資料１－３（１）業務実績報告全般に関する事項でございますが、これにつき

ましては、各委員から意見が出てまいりましので、事務局でポイントを絞ってまとめて

いただきました。 

 例えば、「取組実績、判断根拠が明確でない」というご意見、これにつきましては、

実は 19 年度の評価の中でもこの委員会から「客観的に計画の進捗・達成状況を把握で

きる数値、判断根拠等を具体的に示すように」というご提言をさせていただいておりま

すけれども、これに関しまして、「まだ少し問題があるのではないか」というご意見が

いくつか出ておりました。こういうものをまとめていただきました。 

 また、ページをめくっていただきますと、（２）法人の自己評価の妥当性に意見のあ

る事項ですけれども、これは先ほども説明のありました、参考資料２「各年度終了時の

評価の手順について」で、進捗状況を「特に進捗している」から「実施にあたって課題

がある」までの４項目に分けられておりますが、「この判断基準を踏まえた記載になっ

ていない」という意見がございましたので、そういった内容でまとめました。 

 次に、21 ページ、（３）でございますが、これは「意見・指摘事項として評価結果に

記載すべきではないか」というご意見についてまとめました。 

 ついては、（１）、（２）、（３）の順に議論をしていただきたいと思いますが、最初に、

９ページ、（１）業務実績報告全般に関する事項でございます。例えば、一つ目ですが、

委員からのコメントとしまして、「評価委員会が昨年度評価で求めた『客観的に計画の

進捗達成状況を把握できる数値』はどの程度達成されているのか」という意見がござい

ました。その次には、「大阪市民にもう少し、大学の目指す方向性をより包括的かつわ

かりやすく伝える必要がある」、そういった意見等が挙げられております。 

 10 ページまでコメント内容を列記させていただいておりますけれども、これに関し

て、特に何かご意見ございますでしょうか。 

（細見委員） 

 「中期計画の中間年度」という位置付けで、中期計画の達成に向けて、かなり内容を

充実させるという視点で皆さんからご意見をいただいて、進捗状況を具体的に出せるよ

うな点検をしないといけない、そういう時期にあるということは認識されていると思い

ますが、そういう点で、数値に重みが出てくるといいますか、数値になっていないもの

についてはもう少し数値化していって欲しいというのが委員の共通認識だと思います。

それで、10 ページの「大学憲章」、これは中期計画にはなかったのですが、策定するこ

とはいいとは思うのですけれども、中期計画を達成する中でこの策定にどういう意味が

あるのか、あるいは、なぜこういうことが要るのか、などちょっと教えていただきたい。 

（金児理事長） 

 前回の評価委員会では、大学の中期目標・中期計画はともかくとして、もう少し長期

的な視点に立った計画が必要ではないか、というご指摘をいただいております。大学と
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いたしまして、次の第２期の中期目標・中期計画を考えていく必要がある訳ですけれど

も、その指針となるようなものを考えていかなければならない。そういうことを検討す

るにあたりまして、「中期計画」というものは６年でございますのでそれこそ中期的な

展望でありますが、ご指摘では、十年、数十年先を睨んだ大学の方向性が問われている

と認識しております。これまで「大阪市立大学基本計画」を第１次、第２次、第３次と

策定しておりまして、今回の中期計画はこの第３次基本計画に基づいて策定されたもの

であります。しかしながら、中期的なものからもう少し先を睨んだ、長期的な視点に立

つということになりますと、かなり抽象的なものになる可能性もございますが、できる

だけ具体的な長期的展望でないと困りますので、そういう意味では、「大学憲章」の中

に、より具体的な形で将来の展望を書き込みたいと思っております。各大学、特に国立

大学の多くが策定しております「大学憲章」の例を見ておりますと、それこそ「憲法」

のような形で記している大学もございます。非常に簡単なケースでいいますと、ある国

立大学では高々数項目という憲章もございます。それに対しまして、例えば東京大学な

どでは、非常に細かい憲章が策定されておりまして、これは将来の大学の方向を具体的

に示すような内容まで踏み込んでいます。それで、私どもは、「大学憲章」を策定する

際に、むしろ東京大学のように、具体的な方向付けができるような形の憲章を作りたい

と思っておりまして、従いまして、「憲章」という名称を用いておりますけれども、大

学の長期的な方向付けをするものであると認識している訳でございます。 

（吉川委員長） 

 今ご指摘いただいたことは、大学側のご意見ももっともだと思うのですが、中期計

画・年度計画の内容と違ってくるということがございまして、そういった環境の変化に

応じて、計画を変更することも起こってくると思います。委員会として、今のように「長

期計画」が「大学憲章」に変わった、というのは、今の学長からのご発言ではそれなり

の理由、根拠があるということになりますが、計画の評価としては×になってしまうの

で、本当のことを言うと、計画そのものを変えるということがあってもいいのではない

かと思うのですけれども、どうでしょうか。 

（金森委員） 

 長期になりますので、当然途中で環境の変化がありますから、計画の変更については、

我々も認めていいのではないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 そういうこともあるので、計画と取組実績との間で、評価委員会が判断根拠として判

断しやすいものを提示していただくということですね。 

（松岡委員） 

 「長期計画」を「大学憲章」で、というように、趣旨としてある程度合致するけれど

も違った形になっているものが何個かありましたね。他にも後で各論の部分で出てくる

かもしれませんが、「学生サポートセンター」というのが「総合案内窓口」になってい
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るとか、そういうケースがいくつか見られますので、そこのところをちょっとはっきり

する必要があるかなと思っております。 

 この「長期計画」について端的に言いますと、「計画」という場合は、それを実施す

る方法・手順とか年度毎の達成状況とかいうものがあって具体的であると思いますが、

「憲章」の場合は、やはり「理念」とか「基本目標」のようなものです。実際にやって

おられることが同じ長期的な内容であるという趣旨はわかるのですが、今の中期計画に

「長期計画」を作るという計画を作ったときには、以前平成元年に作られた基本計画が

念頭にあったと思うんですね。その基本計画に挙がっている事項と、今年３月に委員会

を立ち上げられて検討されている「大学憲章」の事項との間にかなり違いがあるのでは

ないでしょうか。結局この報告にありますように、６年の中期計画の期間内に「長期計

画」はやらないという判断だと思いますが、その判断を決定する際にやはり計画の変更

ということにして、結果として中期計画の取組結果に対する評価をすべきです。大学自

身も、「その計画はやらない」と決めるための評価や判断をしておられるのではないか

と思います。他の事項との関係でも少しはっきりさせておいた方が一般的にいいのでは

ないかと考えます。 

（吉川委員長） 

 確かに、この「大学憲章」だけではなく、年度計画そのものが中期計画から離れてい

るとか、年度計画が実施されていないという項目が他にもいくつか散見されました。か

なり情勢が変わってきているために、最初に立てられた計画と現状との間に乖離がある

ので、むしろやっておられる実績から見ると、計画の方を変えた方がいいのではないか

という印象を持ったものですから、委員の先生方の意見として「計画を変えてもいいの

ではないのか」ということであれば、そういうコメントを評価委員会から大学へ出させ

ていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 それからもうひとつ、評価手順が参考資料２にございますけれども、これがほとんど

守られていない。例えば、「特に進捗している」の根拠に３つほど挙げておりますが、

これが守られているものが０とは言いませんが非常に少ない。ですから、全体として整

合性に乏しい。「どうして『特に進捗している』と判断したのか」ということに関して、

評価手順を評価委員会で定めて大学にも提示していますので、もう少しそうした手順に

則ってやっていただくことが評価の効率を上げるために、もしかすると誤った判断を委

員会がしてしまうということも起こり得ますので、こうした点については、委員会の意

見として申し上げることにしたいと思います。 

（上野谷委員） 

 これは、学位授与機構等の評価でも常に課題となるところでございますけれども、あ

る学部だけが突出して努力をしている、それを評価してやりたい、と法人としては思い

ますよね。しかし、大学全体を評価していますので、ある学部はしているけれど他の学

部がそうでなかったら、それは「特に進捗している」とは言えないということになりま
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す。ですから、そういう意味では非常にクールに、「その学部が先導していることは認

めるけれども」という判断に立たざるを得ません。自己評価をされている方の、「頑張

っているところをちゃんと見せてやりたい」という思いがちょっと強いような感じがし

ますね。だから、別の形で、評価をしてあげるコメント欄のようなものがあれば、逆に

「ある学部についてはこういう点で優れているので、他の学部へも波及されたい」とい

うようなコメントを付けたりできますけれども、評価そのものについては「特に進捗」

というのはちょっと難しいところが散見されますね。 

（吉川委員長） 

 それは、「全体的評価の中で特記事項として書いてあげるかどうか」ということです

ね。 

（上野谷委員） 

 そうです。特記事項の記載で、「その優れた取組を他学部へも広められたい」くらい

でしょうね。私たちも自己評価を信頼して妥当性があるかどうかを見るだけですから、

ちょっと難しい。判断しにくい感じですよね。 

（吉川委員長） 

 これは「判断根拠の明確化」ということとも絡むのですが、できるだけ数値化できる

ものは数値化してほしいし、具体性を持ったものにしてほしいということは、昨年度も

申し上げたのですけれども、それに関しても委員の間からはまだ少し異論が出ていると

いうことでございますので、こういった点に対しても再度、全体的な評価委員会の意見

として採り上げることになるのかなと思います。 

（上野谷委員） 

 今頃こんなことを聞いて恐縮ですが、これは各学部で同じように自己評価をしていた

だいているんですよね。 

（金児理事長） 

 自己評価につきましては、大学として全学評価委員会を設けておりまして、教育担当

副学長であります中村先生に委員長をお願いしております。今回いろいろご指摘いただ

いております内容、特に網掛け部分につきましては、教育面のご指摘が多いということ、

それから今お話がありましたように、評価の基準について問題にされておりますので、

中村副学長からご説明させていただきます。 

（中村理事） 

 今回の自己評価につきましては、先ほどからご意見いただいておりますように、判断

根拠が明確でないこと、それから判断根拠に対する「特に進捗」という判断について、

いろいろと委員の皆様に疑義をお招きし、評価の中でそちらの部分に大きな力を注いで

いただくことになってしまいましたことについては、深く反省いたしております。その

うえで、まずひとつは、本学の評価の体制ですけれども、法人運営本部、大学運営本部

以下各部局、その下に担当課がございまして、そこから提出されてきました評価を取り
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まとめまして、それぞれの各部局の自己評価を尊重しながら全体としての評価、「特に

進捗」「進捗」等の評価をいたしました。その時点で、判断根拠に理由がなく、判断の

当否についてご異論もあったというご指摘いただいたと聞いております。それにつきま

しては、今後十分受け止めまして、適正な評価に改めて努めてまいります。「特に進捗」

の件でございますけれども、18 年度に本評価委員会で、教育研究の質の向上に関する

項目については認証評価機関の評価を踏まえることとして、中期目標期間中においては

外形的にその進行状況を確認するということを一応合意していただいておりまして、従

いまして今回の進捗に関する評価の自己判断につきましては、具体的には年度計画にあ

ります文章を機械的・外形的に当てはめました。例えば、「特に進捗」は、予定より早

期に当該年度中に実施したというもので、教育に関してこういう疑義が多いということ

につきましては、教育は、基本的に年度の前半あたりに概ねいろんな議論・手筈を整え

まして、後半は翌年度の準備、そしてその反映は次年度からということでありまして、

そういう意味で私どもとしましては、教育については、ほぼ年度の前半、９月、10 月

くらいまでに一定の準備を終えたものについては、年度の早期に完了ということで「特

に進捗」と判断させていただいたところです。そのようなことでございますので、また

委員の先生方のご意見をいただきまして、その当否につきましても今回の評価を含めて

考えてまいりたい。以上でございます。 

（吉川委員長） 

 それでは、（１）の全体的な事項に関しては、「少し計画との乖離が出てきている実績

があるということで、それに関しては適宜計画を変更していただいて構わないのでない

か」という意見を入れさせていただくことにします。 

（細見委員） 

 それに関連してですけれども、「評価は何のためにするのか」ということをやはり考

えていくべきだと思いますね。時代の変化に合わせて大学の特色を出して、中期計画の

目標をできるだけ速やかに達成して、大学が力を付けて素晴らしい大学になっていくた

めの評価であって、そのための指針になれば、ということで私たちも評価をするという

ことでありますし、「そういう評価をしている」という意思統一があれば、学内の人た

ちも評価をするということについて真剣になっていくと思うんですよね。「改革のため

に評価はある」ということを絶対忘れてはいけないと思います。 

 それともうひとつ、今回は中期目標期間の中間の年度ということで、掲げた目標の達

成状況を具体的に示していくということになりますから、今委員長がおっしゃったよう

に、数値化できるものは何としてでも現場で知恵を出して数値化していかなければなら

ない。私たちは数値化できませんので、皆さんが一生懸命出していただいた数値をここ

で判断させていただくことになります。資料 11 ページにある各委員コメントに対する

法人回答を見ると、数値を一生懸命出していただいて、説明責任をきっちり果たしてい

ただいている学部と、困難なのでさらに検討するという学部とがありますので、このよ

- 10 - 



うに説明責任を果たしていただくと、きちんとやっていただいているということが如実

にわかりますので、できるだけ数値化をするということと、「説明責任に耐え得る改革

をやっている」という意識の部分を是非お願いしたいと思います。 

（松岡委員） 

 ちょっとよろしいですか。資料 10 ページの下側のところで「中期計画未完了の項目

だけれども、年度計画未設定の事項がある」、これが私にはよく分からなかったのです。

例えば、年度計画 No.172「大学の特色を明確にする教育や研究に対し、全学的な視点

で戦略的・重点的予算配分を行う」、あるいは No.174「施設の維持管理経費や光熱水費

などの運営経費を全学共通経費と位置づけ、情報の集約による効率的な運用を行う」に

ついては、「年度計画未設定」となっていますよね。完了したものについてはよくわか

るのですが、これはかなり重要なことで、しかもなかなか難しいので、６年の長期でや

るのに、ある程度年度毎の計画を定めて、「何年度まで検討して、何年度から実施する」

ということがあると思うのですけれども、それについて、「今年度未設定ということで

いいのか」という疑問があって、そこのところをどう説明されるのでしょうか。 

（金児理事長） 

 説明がちょっと適切でない表記をしているかもしれませんが、既に完了しているもの

について記載しております。 

（松岡委員） 

 完了しているのはそれでいいですよ。他のところで、「未設定」とある項目に「完了」

と書いてあるのがいくつかあります。「完了」と書いていなくて、このように他の項目

が書いてあるものがある。他の項目を書くというのは、別々の項目として設定している

のに、違うものをもって取り組んだということで、それはどうなのかということです。

対照的に書かれているのでわかるのですが、「完了」となっている項目と、「完了」にな

っていなくてそのまま「未設定」という形になっている項目があるので、それがちょっ

とよくわからないと言っているのです。「未設定」としたのは、すべて「完了した」と

いうことでそうなっているのですか。 

（吉川委員長） 

 いや、そうでないのもありますね。混在しているので、恐らく途中で取組と計画とが

離れてきているというケースですね。 

（松岡委員） 

 やはり基本的には、６年のうちどのくらいまで検討して、完成は何年度という積りで

計画を立てておられると思うのですが、そういう点からいうとかなり難しい問題であっ

て、「今年度何もなし」というのはどうなのかな、ということです。 

（吉川委員長） 

 これについて、中村先生、何かございませんか。 

（中村理事） 
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 今のご指摘のように、確かに「完了」とそうでない部分が混在しているところがあり

ますけれども、中期計画の完了と各年度計画の完了と少し事情が違いまして、中期計画

を実現するための計画をその年度で立てまして、その年度計画が「特に進捗した」とい

う形でそれがほぼ実施されたという場合と、それから本来中期計画で実施すべきものが、

例えば No.172 の文言のように、「全学的な視点で戦略的・重点的予算配分を行う」とい

うことにつきましては、もう既にそういう趣旨での全体の配分がされているということ

で年度計画は設定しない。そういう形になっておりますので、これは我々の方でも少し

説明不足だったかもわかりません。 

（吉川委員長） 

 最後にもう一度まとめのところで出てくるかもしれませんけれども、確かにこの「未

設定」という項目はかなりたくさん見られるので、ちょっと不自然で違和感があるとこ

ろでございますので、何らかの対応をしていただいた方がいいかもしれません。 

 では、よろしゅうございますか。次に（２）の自己評価の妥当性に意見が出された項

目についてでございますが、委員の方々からいただいたご意見をすべて個別にひとつず

つ分析することについては、時間の関係もございますので、先ほど事務局からご説明が

ありましたとおり、網掛けの部分について議論したいと思います。 

 11 ページ、No.７－２でございますが、20 年度計画で「各学部において、学士過程の

あり方について、継続的に検討を進め、カリキュラム編成や履修モデルの作成に反映さ

せる」とあって、これが「特に進捗している」という法人の自己評価ですが、それにつ

いて、「多くの学部があるのに、２学部だけの取組実績だけで『特に進捗している』と

判断していいのか」、「他の学部はどうなっているのか」というコメントです。それに対

する法人回答が「他の学部でもやっていますよ」ということになっておりまして、これ

に関しまして、先ほども上野谷先生からご指摘がありましたが、いかがでしょうか。 

（上野谷委員） 

 これは、やってなかったら困りますし、やっているのでしょう。このままでいいので

はないですか。 

（細見委員） 

 私は、「特に進捗している」という評価でいいと思います。学科再編などの動機があ

ったとは思いますが、特に理学部や工学部、看護学科もよくやっていらっしゃるという

ように私自身は思いました。医学部などの場合は、逆にちょっと難しいということです

よね。でも、他の学部・学科はよくやっていらっしゃる。学科再編となると、どれだけ

複雑になるかということは聞いておりますので、そういう意味ではいいのではないかと

思います。 

（金森委員） 

 ただいま理学部の話が出ましたので、学科の再編などについて、我々は外形的な判断

をするだけだから、そういう意味であまり核心に触れるのはどうかと思って迷いました
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けれども、資料の最後の方で質問をしております。こういう再編は大変技術的なことが

入っていて、もっと大きなフィロソフィーの検討などの裏付けがないから、むしろ大学

の方で判断されて、そういうことが盛り込まれている経済学部ですとか法学部を取り上

げられて、他の学部は省略されているのかな、といろいろ考えました。そういう意味で、

確かに細見先生がおっしゃるように、学科に手をつけるというのは大変なことでありま

すけれども、今はもう理学部だとか工学部だとか、そういう時代ではなくなってきてい

る、というのが、正直なところ私の感想でございます。それならむしろ、フィロソフィ

ーの検討が必要ではないか。そういう意味では、大学がそこまで考えられた上で、経済

学部・法学部を取り上げられていると思って、評価するところでございます。 

（吉川委員長） 

 それではこれは、「特に進捗している」ということでよろしいですね。 

 では次のページに参りまして、No.13「引き続き、英語教育の改善・充実に取り組む」

という計画で、コメントとしましては、「運営委員会の開催とアンケート実施で『特に

進捗している』といえるのか。」、「ＴＯＥＩＣ等テストへの参加者数は把握しているか。

もし、参加者数が少ないのであれば、『特に進捗している』と判断するのは問題がある」

ということでございます。コメントに対する法人の回答が次に挙げてございます。これ

はいかがでしょうか。 

（細見委員） 

 「どういうものが英語教育なのか」ということで、「ＴＯＥＩＣの受験者が増加して

いる」というのも一つの目安でよくやっていただいていると思いますが、学生アンケー

ト調査を行って、その中で「英語教育についてどういうことを望んでいるのか」、ある

いは「それがどのように反映されているのか」ということがわかればと思います。 

（吉川委員長） 

 そうですね。「アンケート調査を行うことで、改善内容の検証などに取り組んでいる」

と追加の法人回答にございますけれども、「その内容がどうなのか」ですね。 

（細見委員） 

 まだ、結果はまとまっていないのでしょうか。 

 「アンケート調査をした」ということが取組だ、ということですかね。 

（吉川委員長） 

 そうですね。実際はそういうことなのかもしれませんが、ＴＯＥＩＣテストの参加者

は確かに倍増していますから、それだけ英語教育に対する学生の関心は高まっていると

いうことかもしれませんね。 

 これでよろしいでしょうか。 

（細見委員） 

 既に実施されていると思うのですけれども、「英語だけで行う授業などをもっと充実

してほしい」とか、そういう要望は学生のアンケート結果にはないのでしょうか。 
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（中村理事） 

 この項目も、年度計画の文言を外形的に捉えて、このように評価いたしたものでござ

いますけれども、大体６、７月にほぼ検討が終わります。主に共通教育でございますの

で、その頃には翌年度、つまり今年度のカリキュラムを作成しないといけませんので、

それに反映させたということになっております。 

 本学の英語教育につきましては、平成 19 年度から、特に１回生に対しましては少人

数の学生を、大半ネイティブ教員がネイティブの英語で教育をするという体制に変えま

した。それについて、毎回それでいいのかどうか、学生にアンケート調査をしておりま

す。その結果につきましては、「大変素晴らしい」という意見がある反面、「急に１年の

最初からネイティブの先生が共通教育に来ると怖い」とか「難しい」ですとかございま

す。その他例えば、ネイティブの先生方にあっても授業内容によっては、クラスによっ

て難易度が少し違います。そういうことについて、できるだけ教育の平準化を図るとい

うことと、共通的な学力の進捗具合を見るために全学生に共通の音声テストを実施して

おりますけれども、その共通テストについての学生の意見等を大体６、７月までにアン

ケートで聴取いたしまして、それを翌年度のカリキュラム編成であるとか、ネイティブ

教員の教材等の選択などに運営委員会で議論して反映させています。 

 そういう事情でございますので、先ほども申しましたように、予定よりも早期にとい

いますか、年度内の早い時期に翌年度の準備のための議論をしたという内容を書かせて

いただいております。そういう意味では、法人回答の方も、皆様のご疑問に十分答える

ような形になっていなかった部分があるかと思い、反省しております。 

（吉川委員長） 

 よろしゅうございますか。 

 では、次の、No.18－１に移りたいと思います。 

 これは、「経営学研究科と経済学研究科での専門職大学院についての協議を継続する」

という年度計画でございまして、これはちょっとネガティブな方の評価で「おおむね進

捗している」という法人の自己評価ですが、「何も協議をしていないのに、『おおむね進

捗している』ともいえないのではないか」というコメントがございまして、それに対す

る法人の回答が「21 年度上半期に協議することになっている」ので「おおむね進捗し

ている」となっているということであります。参考資料「評価の手順」を見ますと、確

かに「おおむね進捗している」は、「次年度の第１四半期にずれこむが確実な実施が見

込める場合」に判断してよいということでございますので、そういうことを法人回答は

言っているということです。 

（松岡委員） 

 その次の「実施にあたって課題がある」というのが、「当該年度中に実施できなかっ

た場合」「課題がある場合」に相当するんですね。法人の説明に「次年度上半期には」

とありましたけれども、20 年度にはできなかった訳で実施していないのが明らかです
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から、「当該年度中に実施できなかった場合」に基本はなるのではないでしょうか。そ

の上で、「第１四半期にはないかもしれないが、上半期にはやる」という部分をどうす

るかによって、「おおむね進捗している」となり得る事例になると思います。 

 ただ、「難しい」ということは事情をお聞きしてわかりますけれども、評価としては、

「できなかった」ということを少なくとも初めの段階では言っておきたいと思います。 

（吉川委員長） 

 専門職大学院の問題は、かなり厳しい環境下にあるということなのだろうと思うので

すけれども。金森先生、確かに評価において、今の部分は「おおむね進捗している」と

「実施にあたって課題がある」とで、両方悩ましいところがありますね。 

（金森委員） 

 そうですね、これは計画自体を変更される可能性がある訳ですから。専門職大学院は、

本当にどこの大学も課題があって、むしろ社会人教育の充実を図っていることを評価す

れば、委員会の対応として評価できないこともないと思うのですけれどね。実際、専門

職大学院は今後どうなるか、もう頭打ちになってきている感じがしますので、大学に「こ

うしなさい」と言えるような内容ではないと思います。 

（吉川委員長） 

 そうしますと、進捗状況の法人評価に対して、当該年度中に実施がなければ、「実施

にあたって課題がある」ということになるのですが、実施困難な課題があって「実施時

期がずれ込むような場合」はむしろ１ランク上げて好意的に「おおむね進捗している」

と判断してもよいということですね。 

（金森委員） 

 そうですね。スタートでまずネガティブな評価を与えるのが酷ということであれば、

１ランク上げてあげた方がいいような気がします。 

（細見委員） 

 むしろ私は法人の意見も聴きたいのですけれども、「おおむね進捗している」という

ように自己評価されたということは、「１年程度の遅れでも実施が見込める」、つまり「や

る」という方向にあるという評価でいいということですね。 

（金児理事長） 

 実は、この中期計画が策定されたのは平成 18 年度なのですが、原案は、平成 17 年度

の秋から年度末近くにかけて作られました。その時点では、大阪市の市政改革マニフェ

ストがまだ出ていなかった時期でありまして、従って、人件費・物件費の 20％削減と

いうことは考慮の範疇外にございまして、経営学研究科と経済学研究科の教員の内の何

人かに、プラス実務家を採用するということを考えていたのですけれども、18 年２月

にマニフェストが出て、人件費・物件費が 20％削減ということで、それで法人化して

５年の間に教員定数を 20％削減するという計画を新たに立てざるを得なかったという

事情がございます。それで、私どもといたしましては、「それであっても中期計画に記
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載してあるのだから、２つの研究科は実現する方向で考えてほしい」ということを常々

申してきたのですけれども、しかし、この２つの研究科の科長が申しますには、専門職

大学院の計画の立案時には、教員定数が増員するという前提があった筈であり、その後

今申し上げましたように、当時の定数から大幅な削減が現在行われておりまして、そう

いうことからすれば、計画を見直さざるを得ない状況にあるというようなことを申して

おります。この専門職大学院という「大学院」を作るためには、ロースクールのように、

実務家教員が必ず入っていなければならないと認められません。そのためには、教員の

新たな採用ということが必要になる訳で、現在の状況からすると非常に困難であるとい

うことが正直ございます。 

 しかしながら、２つの研究科につきましては、「それであるならば、大学院を作るこ

とは当面断念したとしても、２つの研究科が協力して、新たな専門職大学院に相当する

専攻を考えてほしい」と現在指示しておりまして、２つの研究科はその方向で一応議論

するということになっております。 

（細見委員） 

 それなら、「おおむね進捗している」ということでもいいのではないでしょうか。 

（吉川委員長） 

 まだあと３年ございますので、年度計画は適宜議論して変更されればいいと思います

けれども、むしろ中期計画の変更も考えられるべきではないかと思います。 

（金児理事長） 

 もうひとつ、先ほど金森先生から仰っていただきましたように、専門職大学院のわが

国における現状というのはそれほど芳しいものではなくて、かなりの大学で定員割れを

起こしておりまして、非常に大変な状況でありますので、そういうところも少し様子を

見てみたいと考えております。 

（吉川委員長） 

 よろしゅうございますか。では、次に進みたいと思います。 

 No.22 ですが、20 年度計画で、「大学教育研究センターは引き続き、学生の理解を高

め、本学の教育の質の組織的向上と教員の指導技術の向上につながるように、ＦＤ研究

会、ＦＤワークショップの実施及び企画内容の工夫を行う」でございます。自己評価が

「特に進捗している」、しかしコメントとしては「根拠が不明、公開授業の回数が年々

減少し、20 年度には実施しなかった」といただいております。そして、それに対する

法人の回答が、「公開講座をしなかったのは、あり方を検討していたためで、次年度は

開催予定である」。こういう自己評価の妥当性についていかがでしょうか。 

 取組実績の記述がいずれも「○○を開催した」ということで、実施は実施ですけれど

も、計画にあるような「企画内容の工夫」がわかるようなものがあればいいですし、開

催してその開催成果がどうか、ということで、例えば参加者数や回数が、どうしても我々

としては判断材料になってしまう。それで、今のようなコメントが出てくる訳ですが。 
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（上野谷委員） 

 これは、「20 年度計画に対してどうか」ということを判断しなければならないのです

が、そもそも計画の水準が低いですね。大学にとって「ＦＤ」は最も重要なことで、普

通は学部毎にきっちりやっている訳で、全学でするのはまた別の意味がございますので、

それには当初の計画がそれほど評価できる計画ではないと、普通は言われると思います。

市大ほどの総合大学で、かつ市大レベルの学生の質からいっても、教員の質をもっと向

上させるための取組をしてしかるべきではないでしょうか。そういう意味で、計画がこ

の内容ですから、取組実績がこういう表現になるんですね。しかし、「20 年度は、科研

申請と時期が一緒だから」というのが参加しにくい理由だった、などは全然筋違いの話

でありまして、法人回答にこういう回答が出てくること自体が、ＦＤの内容を理解され

ていないのではないかと思います。「ＦＤ」というのは大学の取組として非常にはっき

りしておりますので、大学評価をする際に見させていただく項目ですけれども、少し残

念な感じがいたしますね。だから、計画からすれば進捗はされているということになる

と思いますけれども、「特に進捗している」という状況ではないのではないでしょうか。 

（松岡委員） 

 20 年度ということでみると、参加者数も最低で、公開授業もこれまで 17 年度７回、

18 年度３回、19 年度２回となってきているのに、20 年度なしで「特に進捗している」

というのは、どう説明しても難しいというふうに感じますね。 

（細見委員） 

 私自身も「ＦＤ」というのは、まだまだわからないところがあるのですが、先生方自

身にとって、「ＦＤ」というものが何なのか、あるいは、自分の授業に更にＦＤを加味

することでどれだけ素晴らしいものになるのか、そのあたりがあまりわかっていない人

たちがおられると思います。ＦＤとしてモデル的な授業をして、それをベースとして皆

がその内容を修得して、更にそれを発展させていくことができる、というテクニカルな

問題については、やはり事務局が大学教育研究センターと連携して、まさに手取り足取

りサポートしていく土壌を作って、さらにその先生方の特徴なりやり方なりを加味して

いくというレベルになって初めて「ＦＤは大事だ」ということがわかると思うのです。

今は掛け声だけで、「ＦＤに参加しなさいよ」「こういうワークショップをやりますよ」

というレベルでは、なかなかその先２歩も３歩も進まないと思います。ここで「特に進

捗している」という評価は、ちょっとどうでしょうか。 

（上野谷委員） 

 「個人の教員の教育技術が優れているのを見てどうする」というよりも、「組織的対

応がどのくらいできるか」ということが今は求められている訳でしょう。だから、「組

織としての教育の質が体系的に学生に伝授できるか」というところで大学は競争してい

ます。研究で有名な先生が何人かおられるのはいいけれども、「教育の質」というのは

学生に体系的に与えなければなりませんから、そういう意味では、私学などはかなり学
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部間・学科間でも言われていますし、総体としての対応ができないと負けてしまいます。

ですから、厳しい意見ですが、「特に進捗している」と認めてしまうと、先生方は安心

されてしまうと思いますけれどね。 

（吉川委員長） 

 ちなみに中期計画では、「情報機器を利用した公開講義など、教員の指導技術の向上

を図る取組を行い、学生の理解力を高めるためのさまざまな授業形態を工夫する」とあ

って、「公開講義」を計画に挙げていますよね。それが０というのは、いろいろな理由

があったとは思いますが、年度計画からみてもちょっと物足りない。 

（金森委員） 

 大学によってＦＤは全然違いますが、日本でも、有名な大学ほど熱心に取り組んでも

効果が上がらない。昔イギリスに行ったときも、有名な大学では「ＦＤなんかは止めて

おきなさい」と言われておりまして、それほど一生懸命にやらなくてもいいという面も

あるのではないかと思います。 

（吉川委員長） 

 結局は、「教員の指導技術の向上を図る」ということが目的ですからね。 

（金森委員） 

 上野谷先生がおっしゃるとおり、学部では非常に大事な面もあるだろうと思いますが、

全学的にやる意義はどれだけあるのかという点はちょっと疑問です。 

（吉川委員長） 

 そのあたりがわかるような記載になっていればいいのですが、このままでは思ったほ

どの進捗とはちょっといえない、ということですね。 

 次は、No.38－１でございます。 

 「引き続き、学友会による優秀教員や優秀テキストの顕彰について、教育推進本部に

おいて引き続き積極的に関与する」という年度計画でございます。それで、自己評価が

「特に進捗している」、コメントとして「実績と判断根拠が全く同じ文言であって、『特

に進捗している』とした判断根拠がわかりにくい」ということでございます。これに対

して法人の回答がございます。いかがでしょうか。 

 引き続き関与しておられて、記述どおりに適任者を推薦したということで、そういう

意味では、これは計画どおり実施されているということはいえるとは思いますけれども。 

（細見委員） 

 「特に進捗している」ということならば、やはり何かないと評価できません。 

（吉川委員長） 

 例えば、推薦者が非常に増えたとか、推薦者の中にすごい人がいたとか。 

（松岡委員） 

 これでは、「計画どおり実施している」ということになりますね。 

（吉川委員長） 
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 だから、法人評価の根拠が、我々にとってはわかりにくいということで、いかがでし

ょうか。 

 では、次に No.39 ですが、これは、「入学者追跡調査委員会において、引き続き、学

生の入学時から就職後に至るまでの追跡調査等を実施・分析し、その結果を各学部・研

究科へ提案する」という計画でございまして、取組実績が「入学者追跡調査報告書を作

成して、教育研究評議会へ報告を行い問題の共有化を図った」ということで、「特に進

捗している」。これも「特に進捗している」という判断がどうか、ということでありま

す。それに対する法人の回答が載っております。「今後の入試のあり方について提案を

行った」ということであれば、素晴らしいことであると思いますが。 

（松岡委員） 

 「具体的にどういう提案があったのか」ということについて言っていただけると非常

にわかりやすいと思います。 

（吉川委員長） 

 そうですね。いかがでしょうか。 

（金児理事長） 

 法人化して以来、入学者の追跡調査については特に力を入れてまいりました。その中

で一例ですけれども、一般選抜試験を受けて入学した学生と高校の内申書によって入学

してきた学生が、入学後どういう勉学をしてきたかということを調べてみますと、一般

選抜よりも高校の内申書の方が勉学状況の予測因として強力である、という結論が出て

おりまして、「今後の入試のあり方について提案を行った」という内容は、そういうこ

とに対する事例が代表的でございます。 

（吉川委員長） 

 この入学者追跡調査委員会の報告書というのはなかなかの大作で、非常な成果だと思

いますので、大変素晴らしいことをやっておられるということは間違いないと思います

けれども、「提案する」という年度計画への対応が実績の中に含まれていなかった。「報

告書をまとめた」としか書かれていなかったので、「では、『特に進捗している』とは何

なのか」ということでございましたが、今の学長先生のコメントから判断しますと、法

人回答のとおり、実際には具体的な提案もなされていると想定されますので、そういう

ことであれば、法人自己評価も「特に進捗している」ということで、よろしゅうござい

ますか。 

 それでは、次の No.41－１ですが、「引き続き、教育推進本部は、教育推進本部会議

および専門委員会を開催し、関係業務の改善策を検討・実施する」ということが計画で

ありまして、実績がそこにありますように、いろんな委員会を開催して、改善策も検討

を行い実施しているとのことです。「特に進捗している」という自己評価ですが、「もう

少し具体性のある記述ができないか」というのがポイントでありまして、従って「特に

進捗している」という判断が明確でないということがあります。それに対する法人の回
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答は、「具体的には、長期履修制度、学生表彰制度等々の検討、実施、実現に向けて取

り組んでいる」ということで、具体的な記述がなされていますが、どうでしょうか。 

 これでよろしいでしょうか。 

 それでは次のページ、No.47 ですが、「引き続き、入学者追跡調査委員会において、

学生データベース等の構築に向けた環境整備に取り組んでいくとともに、収集・活用に

おけるガイドラインを作成する」という計画で、ガイドラインの作成はしていないので

すが、「特に進捗している」という法人の自己評価でした。それに対するコメントとし

ては、「『特に進捗している』という判断根拠が不明である」ということでした。それに

対する法人回答は「ガイドラインの作成は不要となった」、「他の方法でそれに代わるよ

うな取組を行った」ということでございます。 

 こういう項目も、計画と違うことをやることで同等の成果を上げることができたとい

うことでしょうけれども、それならば計画を変えていただいた方が評価委員会としては

判断しやすいという事例でしょう。 

（細見委員） 

 この法人回答の「取扱いが定められ、電子データが入手可能となり、ガイドラインは

不要になった」という部分は、事務的にはそうでしょうけれども、こういう回答でいい

のでしょうか。 

（吉川委員長） 

 いや、我々としては「おかしい」と思いますね。 

（細見委員） 

 もともとは、「個人情報などの取扱いについてはきっちり行う。だから、ガイドライ

ンを皆で協議すべきである」ということだったのだから、「形にはならないけれども、

○○を準用してその趣旨を達したので、だから作成しなかった。」というように書いて

いただかないとおかしいですよね。 

（吉川委員長） 

 これを見ると、「計画が不要になった」ということですね。 

（金森委員） 

 「ガイドラインは不要になった」というとどういうことかと思いますが、「実質的に

はできた」ということですからね。 

（細見委員） 

 損な書き方ですね。 

（上野谷委員） 

 全体的に損な書き方が多いですね。 

（金児理事長） 

 申し訳ありません。事務局から資料をお配りしてもらっておりますが、このデータベ

ース作成にあたりましては、個人情報の取扱いが一番大きな問題になる訳ですけれども、
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そのときに、成績等につきまして教務事務システムを利用することになります。個人情

報に関する電子データをシステムから取得しないと、追跡調査のデータが整わないので

すけれども、そのデータをいかに利用するか、いかに管理するかという取扱いの指針を

策定いたしました。そのために、入学者追跡調査のためのガイドラインを特に作る必要

はなくなった、ということでございます。 

（山本課長） 

 「実質的にはガイドラインはできた」という理解でよいかと思います。 

（吉川委員長） 

 そういうことですね。 

（細見委員） 

 それはそうですけれども、ちょっと言いますと、いろんなシステムにおいて個人情報

取扱いのガイドラインというのは大変重要で、例えば「もし事故があった場合にどうす

るのか」、「事故を起こさないためにどうするのか」、あるいは責任者の明確化という規

定はないのでしょうか。 

（金児理事長） 

 それは、上位規程の方にございます。上位規程の趣旨に基づいて、こういう取扱いに

したということでございます。 

（細見委員） 

 これを見ると、非常に事務的な取扱いのように思われますので、決して事務的な取扱

いだけであってはならないということを考えるべきでしょうね。 

（金児理事長） 

 このデータを利用する教員にも、この趣旨は徹底しております。 

（吉川委員長） 

 個人情報に関するいろいろな詳細規定はもっと大きな規程にあるということで、その

中の一部として運用されるということですね。そういうことで、だいぶ大きな状況の変

化があったということでございます。むしろ、こういうことも、先ほど全般的な話の中

で言ったことと関連してくると思います。 

 では、次のページ、No.79 に移りますが、計画として「引き続き、国際シンポジウム

の開催やその支援を行うとともに、その組織的バックアップ体制を整備する」というこ

とで、自己評価は「進捗している」。「組織的バックアップ体制を整備する」という計画

でしたので、「整備した実績があればいいけれどもないのでどうなのだろうか」という

コメントがございます。それに対して、「研究支援課及び各学部事務室の職員による支

援体制ができている」という回答でございます。その整備されたバックアップ体制を使

って、いろんな国際シンポジウムを開催したということで、開催したシンポジウムを実

績に書かれているということですが、いかがでしょうか。 

（松岡委員） 
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 この「研究支援課及び各学部事務室の職員による支援体制」、これは今までとは違っ

ているのですか。「体制を整備する」というのは「今までとは変える」ということで、

そこのところは、コメントに対する回答でもよくわからないのですが。 

（金児理事長） 

 あまり変わっておりません。 

（金森委員） 

 以前は大学全体に広がる体制はあまりなかったように聞いておりますが。 

（松岡委員） 

 だから、20 年度計画では「そういう体制を整備しよう」という願いがあったのでは

ないでのしょうか。 

（吉川委員長） 

 そうすると、中期計画の「学会、国際会議、シンポジウムなどへの職員を含めたバッ

クアップ体制を確立する」ということは既に達成された、ということでしょうか。 

（金児理事長） 

 私たちが理想とするところまでは、いっておりませんけれども、「整備はしている」

というところにつきましては、例えば法人回答の２つ目にありますように、Ｇ－ＣＯＥ

の事業を展開していくために、海外にも都市研究プラザの活動を行う拠点を整備する必

要があって、そのために「国際戦略本部」というものを新たに設置して、事業を推進し

ていきやすいシステムを作っておりますので、そういう意味で「進捗している」という

ことでございます。 

（吉川委員長） 

 それは、新しい試みがなされている訳ですね。 

（金児理事長） 

 はい。 

（吉川委員長） 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 次のページを開けていただきますと、19 ページに、委員からいろいろご意見のあっ

た事項の下に、事務局で疑義のあるものをいくつか整理しておられまして、全てを議論

するのは大変ですので、このあたりで議論を終えたいと思いますが、自己評価の妥当性

については、やはり改めて法人の回答をいただくと「なるほど」と思うことがあります

けれどもその前に、先ほどもお話しましたとおり、評価委員が評価する際に評価しやす

いような、具体的又は定量的な判断根拠を明確にした書き方にしていただきたいと思い

ますので、そういうことを指摘させていただきたいと思います。 

 あとは、計画の変更ですね。年度計画に関しては、大学の方で随時修正できると伺っ

ておりますので、もう少し検討していただければ、評価の際に評価しやすいと思います。

中期計画は、先ほどの専門職大学院などはかなり大きな話ですので、中期計画を変更す
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る可能性も考えられますし、今学長先生のお話を聞きますと、何とか努力しようという

ことでございますので、もう少し経緯を見守ってみようと思いますが、場合によっては

中期計画の変更があってもいいので、それについてはもう少し前向きに検討していただ

いてもいいのではないかと思います。 

（松岡委員） 

 それともうひとつ、先ほど言われたことになりますが、評価手順の自己評価で、４段

階のそれぞれに判断する事由がありますが、それぞれの評価がどれに当たるかというこ

とを極力書いていただきたい。内容に関することは大体書いていただいていますので、

やりにくいところはあると思いますが、評価手順のどれに当たるのかを書いていただく

と評価しやすいですね。 

（金森委員） 

 そう書くようにすると、「計画と照らし合わせてどうなのか」ということを考えない

といけなくなります。計画との関係よりも、取組実績自体で評価されていることが実は

多いですから、これからはちょっと気をつけられた方がいいと思います。 

（吉川委員長） 

 ということですので、できるだけそのように書かれた方が、評価もしやすいというこ

とでございます。 

 それで、評価のやり方に関してですが、確かにいろんな項目に対して法人の評価にち

ょっと合点のいかない項目もございました。「参考」という１枚物でお配りしておりま

すが、いろんな公立大学で評価委員会がどのような評価をしているかということについ

て整理したものですけれども、我々は、大阪市立大学に関しては、大項目毎の評価をし

て、しかも記述式でやってきております。年度計画 No.毎に法人評価がございますが、

その横に評価委員会としての評価を書く、ということはやっていないということで来て

おります。 

 これに関して、この方法で引き続きやらせていただいてよいかどうか、何かご意見は

ございませんでしょうか。細かく、小項目毎に全てやっている大学も大阪府立大学のよ

うにあります。 

（松岡委員） 

 私は今、市立大学の前学長の児玉先生とともに国立大学法人の評価委員をやっており

まして、全般に大学の自己評価を基にして委員会として評価を上げるということはあま

りやっておりません。結局、初めにシステムを整理するときにどういう方針にしたか、

それを少し改める必要があるかどうかということになると思います。なかなか難しい問

題です。 

（吉川委員長） 

 これも金森委員長の下で、最初かなり議論させていただいた記憶がございますが、や

はり大学ですので、大学の自己評価を重視しようということで、評価委員会はできるだ
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け包括的な評価に留めよう、特に教育研究に関しては、外形的な評価に留まりますので、

対応としては今のような形になった訳ですけれども、各項目に関して評価のやり方が非

常に難しいというところが出てまいりましたので、何らかの対策を講じる必要があるだ

ろうと思います。従って、評価のやり方が今までどおりということであれば、先ほども

松岡先生が仰いましたように、この評価手順をもう少し尊重して自己評価をしていただ

きたいということと、昨年も申しましたけれども、判断根拠を明確にしていただきたい

ということを再度申し上げて、評価のやり方については今までどおりということにさせ

ていただいてよろしいでしょうか。 

 それでは、そういうことにさせていただきたいと思います。 

 では次に、20 ページ、（３）ですが、いろんな意見・指摘があったものを列記させて

いただいております。これに関しては、評価結果の中に採り上げていく方向で考えてお

りますけれども、議論がありましたら少し時間を取りたいと思います。 

 事項としましては、学生サポートセンターを含む「業務改編・ＩＴ化」に関連する事

項が挙がっておりますし、23 ページ以降の「大学広報・ホームページ」、「初年次教育」、

また、27 ページの「学内の育児施設（女性研究者支援）」など、たくさんの項目につい

てご指摘いただいておりますが、何かございませんでしょうか。 

（片山委員） 

 今回、ホームページの項目で指摘させていただきました。実際大学にお伺いすると「実

はやっています」というようなことが結構あって、要は課題に対して地道にされている

ことを外部にどう伝えていくか、言い換えれば「伝導率を高める」ということが課題で

あると個人的に強く感じました。そこで、ホームページでそういうところがどう伝わっ

ているかをチェックしようとしましたら、資料の 23 ページに例として挙げていただい

ておりますが、名古屋市立大学、関西大学、東京大学を見ますと、ステークホルダーの

中で、大学志願者、市民の方々向け…という形になっているのに対して、市立大学の場

合、教職員が先にきて、次に取引業者がきて、ということでして、順番から見て「教育・

研究で最近こういう目覚しいことがある」ということが探すことができない、出てこな

いという状況でした。これについて、予め質問させていただいていた大学の回答が、

「我々のホームページは、実はランキングで非常に高い評価を受けた」ということだっ

たので、それが個人的に気になっておりました。卒業生や市民の方々からどういう評価

を実は受けているのか、ということについて、もしフィードバックを受けておられるの

であれば教えていただきたいと思います。 

（吉川委員長） 

 いかがでしょうか。確かに、ホームページは 20 年度から随分変わっているように思

いましたけれども。学長先生もたびたび登場されていますね。 

（土井理事） 

 ホームページの件につきましては、事前に回答させていただきましたとおり、私ども
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のホームページに目的を持たずに来られる方はいらっしゃらないだろう、何か目的を持

って大阪市立大学のホームページを探してこられる方が圧倒的に多いだろう、というこ

とが、ホームページを変えましたときの我々の一番の狙いでございました。ということ

であれば、「今大学でどんなことをやっているのか」というようなものではなく、例え

ば、「入試がどうなっているのか」、「オープンキャンパスはどうなのか」というように

ポイントを絞ってこられると思うんですね。ですから、我々としては、やはりその項目

を最初に持ってきた方がいいのではないかと考えました。おっしゃるように、例えば、

ＯＢの方や学生向けという項目よりもむしろ、こういう項目出しの方がユーザビリティ

が高いのではないかという思いで、こういう形のホームページにいたしております。ペ

ージを開くとまずその項目が出てきて、ポイントを絞ってそのページへ行けば情報が出

てくるということで、他大学とは違う形になっておりますが、ユーザビリティを上げた

いという思いでやらせていただいておりましたが、その思いがちょっと届かなかったの

かなという気がいたしております。 

 それで、このようなご意見がございましたので、ステークホルダーの皆様からのご意

見をその都度反映してホームページの充実を図ってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

（片山委員） 

 ホームページの続きで、例えば、アメリカではスタンフォード大学などがやっている

のですけれども、「卒業生がホームページを見るときにどの項目を見るか」ということ

をアンケートで実態調査をやっておりまして、それを基に、卒業生に対して大学の近況

を伝えるのにホームページで伝えるのか、メールで伝えるのかといった様々な媒体の問

題や同窓会雑誌の作成などに繋がっていくのですけれども、まず卒業生が大学のどこを

見ているのかを、一旦外の眼をチェックされるのもひとつの方法ではないかと思います。

例えば、先ほどおっしゃられたように、「今回ホームページを目的別に作られているこ

とを外の人はどう評価しているのか」ということも参考にされてはと思います。 

（土井理事） 

 ありがとうございます。参考にさせていただきます。 

（吉川委員長） 

 ありがとうございました。他に何かご意見ございませんでしょうか。 

（片山委員） 

 もうひとつ、続けてですが、26 ページの「学生への経済的支援」の項目で、奨学金

等に関する意見を書かせていただきましたが、理由としては、成績優秀な学生への奨学

金、いわゆる「育英」の奨学金に力を入れておられる大学が多いようですけれども、た

だ時期的に、「経済的困難」という理由で奨学金を受給する学生が増えているというこ

とが国会答弁でも言われておりますので、まさにインフルエンザと同じように、当初想

定していなかった事態であると思うのですけれども、その対応という部分をあえて今回
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尋ねさせていただきました。 

（吉川委員長） 

 これは、どこの大学でも大きな問題になっていると思います。コメント・備考の欄に

法人回答が載っておりますが、授業料減免でいいますと、減免予定額が授業料収入見込

額の 7.6％で、これは国立大学ですと 5.8％ですから、それよりは高いということにな

りますね。 

（片山委員） 

 本来であれば、財源の問題が出てくるはずなんですね。そこを、例えば寄附を集める

ときにリンクさせる、そういう状況を受けて緊急アピールとして寄附を集める、という

のもひとつの方策と思います。 

（吉川委員長） 

 おっしゃるとおりですね。 

（金児理事長） 

 今のご指摘にあった寄附についてですが、来年本学は創立 130 周年を迎えますので、

記念事業の一環として寄附金募集による基金の設立を計画しておりまして、この 10 月

から募集を開始するのですけれども、その目的事業の中にただいまおっしゃった、経済

的困窮を含めた「学生支援」という趣旨も考えております。 

（吉川委員長） 

 ありがとうございます。 

 「奨学金」というのはこれから非常に大事になってくると思いますので、いろんな機

会にいろんな手を尽くして努力していただければ、学生も非常に助かるのではないかと

思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございました。では次に、評価委員会における評価結果の原案を資料１－

４として入れさせていただいております。まず全体的評価、続いて項目別評価、これは、

「教育」、「研究」、「社会貢献」といった大項目別に総括的評価に関するコメントを付け

るということで挙げさせていただいております。これにつきましては、また事務局から

各委員の皆様のご意見を聞かせていただくということになっておりますが、特にこの場

で「是非これは評価に入れていただきたい」というような事柄はございますでしょうか。 

 よろしゅうございますか。それでは、次回の委員会が８月末に予定されておりますの

で、それまでに事務局にご意見を言っていただければと思います。 

 参考資料１として、「自己評価集計表」がございます。先ほどもいろいろ議論してい

ただきました、「特に進捗している」の評価が 47 項目ございます。 

（細見委員） 

 今日の議論で明らかになったのが、自己評価はあくまでも尊重はさせていただくとい

うことはあるのですけれども、我々委員会の思いに応えていただくためには、もう１回、
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８月末に会議があるということですので、それまでに「特に進捗している」という自己

評価の根拠をもう一度しっかり確認していただきたいと思います。 

（吉川委員長） 

 わかりました。できれば、先ほども松岡委員からご指摘があったように、「評価手順

のどの項目に該当して『特に進捗』と判断されたのか」ということを、法人の方で事務

局と一度調整いただいて、追加の回答を各委員に明快、具体的にお示しいただければと

思います。大丈夫でしょうか。 

（山本課長） 

 はい。第２回委員会までに、事務局の方でそういった形で整理をいたしまして、委員

の皆様にお送りさせていただきたいと思いますけれども、その上で、委員のご意見がか

なり食い違うなど調整が付かなかった場合には、第２回委員会で、その部分のみ取り上

げてご協議いただくことになると思います。 

（吉川委員長） 

 ありがとうございます。そのようにしていただきたいと思います。 

 よろしゅうございますか。 

 

議題２ 平成２０年度財務諸表の承認にかかる意見について 

（吉川委員長） 

 それでは、議題２「平成 20 年度財務諸表について」に移らせていただきます。財務

諸表につきましては、市長が承認するにあたり、本委員会が意見を述べることとなって

おりますが、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） 

それでは、説明させていただきます。 

 

【資料２－１ 公立大学法人大阪市立大学の平成 20 年度財務諸表の概要について】 

 ６月 30 日に大阪市長あ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。 

 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なっ

ておりまして、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
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務付けられておりまして、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。 

 説明につきましては、本体資料の最後のページ、53 ページの平成 20 年度財務諸表相

関図を中心に説明させていただきます。 

 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、1,195 億円、うち、土地、建物などの固定資産が 1,081 億円、未収附属病

院収入、現金及び預金などの流動資産が 114 億円ございます。 

 負債の部でございますが、負債の総額は、312 億円であり、うち、公立大学法人の会

計独特の処理になりますけれども、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

て収益化する取扱とされる資産見返負債が 171 億円ございます。 

 また、法人化に際して、移管した基金が長期寄付金となっており、その他、長期借入

金、長期リース債務、流動負債として、運営費交付金債務、未払金などがございます。 

 資本の部にまいりまして、資本の部の総額は、883 億円であり、市からの出資である

資本金、資本剰余金のほか、利益剰余金が 37 億円ございまして、このうち、当期総利

益は 10 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、447 億円であり、教育経費、研究経費、病院の診療経費、人件費

などがございます。 

 経常収益の総額は、457 億円であり、大阪市からの運営費交付金収益、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扱により、発生する収益

でございます資産見返負債戻入、運営費交付金外の収益、いわゆる法人の自己収入であ

る授業料、入学金、検定料といった学生納付金や、附属病院の診療収入、企業などとの

受託研究、共同研究に関する収益がございます。 

 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、

臨時利益と臨時損失を含めた当期総利益も 10 億円となっています。 

 経常利益の 10 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ものがございます。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９億 500

万円、附属病院は 9,900 万円となっております。 

 附属病院につきましては、19 年度はマイナス６億 3,100 万円でありましたが、19 年

７月より休止しておりました２病棟の 20 年７月からの再開や、７対 1 看護体制による

診療単価の増などにより、診療収益が大きく増加する一方で、診療経費や人件費の増加

を極力抑えた結果、20 年度には 9,900 万円の黒字に転じております。 
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 なお、財務諸表５ページでございますが、利益の処分に関する書類（案）といたしま

して、法人としてはこの 10 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。 

 本体資料の最後の 53 ページに戻っていただきまして、財務諸表相関図の一番左、法

人の資金の出入りを示しますキャッシュフロー計算書ですが、当期の法人支出が 643 億

円、収入が 653 億円であり、期首残高が 53 億円ですので、期末資金残高は 63 億円とな

ります。 

 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。 

 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、法人の実質的な業務実施コストは、204 億円となっています。 

 

 財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

 具体的、実質的な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

委員会において、前年度比較、他大学との比較などもお示しした上でお願いしたいと考

えております。 

 

 説明につきましては以上であります。 

（吉川委員長） 

 ありがとうございました。事務局から資料の説明がありました。内容の詳細につきま

しての審議は次回の委員会で行いたいと思いますが、この際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、いかがでしょうか。 

（栗原委員） 

 はい、純利益が昨年度１億円であったのが 10 億円、特に附属病院が昨年度６億円の

赤字であったのが黒字に転じたということで、努力されたのだろうなと思っているので

すけれども、ただ、今医師不足やいろんな問題が社会で言われていて、その付けが患者

や学生に及ばなければいいと思っております。 

（吉川委員長） 

 「利益さえ上がったらいい」と、利益が上がったことだけを喜んでいてはいけないと

いうことですね。 

 そのあたりの詳細については、次回の委員会でのご議論といたしたいと思います。 

 

○閉 会 

（吉川委員長） 

 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。金森先生、最後に何かございませんか。 

（金森委員） 
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 やはり、計画に対する進捗という点で、整合性があまり取れていないところですね。

すっきりと計画を変えれば、こういうことがなくなる部分もあったかと思います。 

（吉川委員長） 

 そうですね。もう少し計画に合わせた実績の記述にしていただくと、随分違ってくる

でしょうね。その点を是非確認していただいて、その中で「特に進捗」が 47 項目ござ

いますので、これを取り上げて法人と事務局で話合いをしていただいて、その結果を委

員の皆様へお知らせしていただきたいと思います。 

 

 次回の委員会は、改めて通知させていただきますが、８月 28 日（金）午前 10 時から、

場所は、大阪市役所屋上のＰ１会議室となっております。 

 

 それでは、これで本日の審議は終了いたします。皆様、ありがとうございました。 


