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平成28年度第５回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成29年３月29日（水）午後３時～午後５時20分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、桑原委員、竹村委員、馬場委員、眞下委員、宮本委員 

【大 学】赤井法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、 

川上大学改革・戦略担当部長、柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、 

石井大学改革・戦略課長、浅井医学部・附属病院運営本部庶務課長 

田口法人運営本部企画監兼管理課長 ほか 

【大阪市】小西大学支援担当部長、森山大学支援担当課長、 

     西浦大学支援担当課長代理  

 

〇開会 

（小西大学支援担当部長） 

本日はお忙しい中お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。

ただいまから、平成２８年度第５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。 

なお、本委員会は原則公開の取り扱いとなっております。 

 本日は、平成３０年度から始まります第三期中期目標の策定につきまして御審

議いただきたく、お集まりいただきました。 

後ほど事務局より説明をいたしますが、平成２９年度につきましては、例年行

っていただいております業務実績評価に加えまして、中期目標の策定、それに続

きまして、中期計画の認可に伴います評価委員会を開催させていただくことにな

ります。委員の皆さんにはお忙しいことと存じますが、御協力を得ながら進めて

まいりたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、楠本委員長、議事進行よろしくお願いいたします。 

（楠本委員長） 
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 それでは、本日はお忙しい中お集まりいただきまして本当にありがとうござい

ます。 

 今日は、小西部長からも今御紹介ありましたように、２８年度の第５回の委員

会なのですが、議論いただく内容は少し先の話でして、公立大学法人大阪市立大

学第三期中期目標の骨子（案）についてです。大阪市が、大阪市立大学の中期目

標を策定する、また中期計画を認可するに当たっては、あらかじめ評価委員会の

意見を聞くということになっております。 

まずは事務局から、中期目標及び中期計画の策定に係る手続やスケジュールに

ついて御説明いただきます。少しややこしいので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、御説明させていただきます。公立大学法人に対します中期目標につ

きましては、地方独立行政法人法という法上で６年と定められております。現在

の市大法人に対します、平成２４年度から始まりました、現行の第二期中期目標

につきましては、先ほど部長から触れましたとおり、２９年度で終了という形に

なってございまして、３０年度からは新たな第三期の中期目標に沿って業務運営

をいたすということになります。３０年４月の第三期のスタートに向けまして、

本日も含めまして、本日２８年度中ではございますが、次の２９年度、１カ年か

けまして一連の策定の検討手続を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それでは、中期目標にかかわります一連の策定の手続、スケジュールにつきま

して、御説明申し上げます。 

 資料１の「公立大学法人大阪市立大学第三期中期目標・計画の策定に伴う手続

について」という資料をご覧になっていただけますでしょうか。 

こちらに、策定に伴う手続の一連のフローチャートのほうをお示しさせていた

だいております。 

一連の流れといたしまして、大きく分けますと、まず前段、一つ目の設立団体

の市が中期目標を策定するというフェーズ、それから、二つ目、後段といたしま

して、それに基づいて市大法人が中期計画を策定するという二つのフェーズがご

ざいます。 
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 一つ目の中期目標策定のフェーズにつきましては、三つの策定に向けての法定

要件がございます。うち一つが、こちら評価委員会の御意見をいただくこと。二

つ目が、大学法人の意見を聞くこと。それから、それらを経まして、三つ目、議

会の議決をいただくことと、この三つがございます。 

スケジュールを申し上げますと、時期については括弧書きで書いておりますけ

れども、中期目標に続く中期計画の策定の手続期間も考慮いたしますと、中期目

標につきましては、８月上旬ごろまでにこちらの委員会からの御意見、御審議を

いただきまして、秋の大阪市会、議会にお諮りしたいと考えております。議会の

議決が得られまして、策定ができましたら、設立団体の市から市大法人のほうに、

中ほどにございますように、指示を出すことになります。これが今、想定で１０

月中旬ごろをイメージしております。 

 ここから、二つ目の中期計画の策定のフェーズに入ってまいります。指示され

ました中期目標を受けまして、市大法人の側で中期計画の策定を行ってまいりま

す。法人の中で、審議会なり評議会なりの手続を経まして、中期計画案を策定さ

れることになりますけれども、中期計画を定めるに当たりましては、法律上、設

立団体、市側の認可が必要になっております。 市におきましても、その認可を

するに当たりましては、評価委員会の御意見をいただくということになっており

ます。 

つきまして、中期計画の策定に当たりましても、平成３０年４月からの第三期

スタートに向けて３月下旬には市大法人へ中期計画の認可を出すために、１月か

ら２月ごろにかけましてこちらの委員会での御審議をお願いいたしまして、２月

半ばごろまでには御意見を頂戴したいというふうに考えております。 

 次の資料２「地方独立行政法人法における評価委員会と中期目標の位置づけに

ついて」をご覧になっていただけますでしょうか。 

こちらのほうに、今概要を御説明申し上げました法定手続について記載されて

おります地方独立行政法人法の条文を、上のほうから抜粋しておりますのでまた

御参照いただきたいと存じます。 

この資料の下のほうに、今申し上げました評価委員会の御意見を求める法の趣

旨につきまして記載してございます。いろいろ評価委員会の御意見を求める形に
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なっておりますけれども、中期目標には二つの意義があると言われております。 

 一つ目が、法人が中期計画を策定する際の指針であるというもの。 

それから二つ目が、中期目標を踏まえて、中期計画が策定され、さらには年度

計画が策定されるということから、法人業務の実績を評価する際の基準だという、

この二つの意義がございます。 

 一方で、評価委員会におきまして担っていただいております事務の大きなもの

は、法人の業務の実績に関する評価でございます。 

 このことから、評価委員会におきましてのちに評価を行っていただくうえで、

あらかじめ基準となる中期目標の策定の段階から御確認をいただいておくという

のが、法の建付けになっております。 

 中期目標は、公立大学法人の事業の運営に当たりまして、設立団体の側から６

年間というスパンにわたります大きな指針を示す重要なものでございます。１年

間かけて評価委員の先生のお力添えをいただきながら、十分に検討させていただ

き、また、委員会での御審議を重ねていただきまして、市大法人の運営に当たっ

てよりよい目標を策定してまいりたいと考えております。どうぞ御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

（楠本委員長） 

ありがとうございました。事務局から、中期目標と中期計画の位置づけと、それ

を今年度私たちが関わっていくスケジュール等について御説明いただきました。 

今の御説明について、何か御質問ありませんでしょうか。もしあれば、御遠慮

なく御発言ください。 

よろしゅうございますか。 

もし後からでも出てきたら、どうぞ御発言いただければと思います。 

 中期目標は、今も説明がありましたように、大学の向こう６年間の大きな方向

性を示すものになって、大学にとっても、あるいは、大阪市民にとっても、大変

重要なものになります。 

平成２９年度、１年間かけて、中期目標、中期計画が策定されていくわけです

ね。そこに我々が関わっていくわけですが、評価委員会はそれぞれに意見を述べ

ることが法律で定められているそうです。 
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来年度になってからですね。２８年度の評価ということに、平年だとそれのみ

なのですけれども、例年に比べて委員会の開催回数もどうしても多くなりますが、

委員の皆様には、どうぞよろしく御審議に御協力いただくようにお願いいたしま

す。 

 それでは、続きまして、具体的な話に入っていくわけですが、中期目標の骨子

案について事務局から御説明をお願いします。 

（森山大学支援担当課長） 

 はい。それでは続きまして、中期目標の骨子案について、御説明を申し上げま

す。 

 資料３の「大阪市立大学第三期中期目標（３０年度～３５年度）について」を

ご覧になっていただけますでしょうか。 

こちらが、第三期中期目標を策定するに当たりましての大きなコンセプトをま

とめたものでございます。 

 まず、これまで、特に第二期におきまして、中期目標に基づいて市大法人で行

ってまいりました取組みについて申し上げます。 

 資料３の上のほうの左側のマス目のところをご覧になっていただけますでしょ

うか。 

市大法人では、第二期におきまして、建学からの「都市を学問創造の場として

捉える」という理念のもと、社会が求める人材や、地域で活躍する人材の育成、

また、都市の施策や地域の活性化に貢献することを使命として、位置づけてまい

りました。 

 その使命を実現するため、重点的に取り組むべき戦略といたしまして、一つ目

の、都市大阪のシンクタンク、都市科学分野における研究・教育・社会貢献。そ

れから、二つ目といたしまして、専門性の高い社会人の育成。それから、三つ目

といたしまして、国際力の強化。この三つを、戦略として打ち出して取り組んで

まいりました。 

 合わせまして、これらの取り組みを支える、安定した経営基盤を構築して、効

果的に戦略を進めるために、改革プランを策定しまして、理事長兼学長のリーダ

ーシップの強化を図りまして、経営改革にも精力的に取り組んできたところでご
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ざいます。 

 また、第二期におきましては、大阪府立大学との統合によります、新大学の実

現に向けた検討という、新たな動きが出てまいりました。 

平成２７年２月には、両大学が自ら目指すべき新大学の基本構想といたしまし

て、「新・公立大学」大阪モデル、我々通常基本構想と呼んでおりますが、そち

らをまとめております。昨年１月には、第二期の中期目標を変更して、新大学の

実現に向けた取組みのため、１項追加いたしております。その際には、評価委員

の先生方にも、いろいろ御審議でお力添えいただいたところでございます。 

 市大法人は、平成１８年度に独法化をしておりまして、現在、もう１０年以上

が経過したところでございます。今申し上げました第二期での取組みも含めまし

て、独法化以降の市大法人の事業の取組みにつきましては、評価委員の先生方か

らの御評価も含めまして、内外から一定の御評価はいただいているところと拝し

ております。 

 そこで、資料３の上部、右側のほうに移りますが、第三期におきましては、第

二期の取組みを継承して、さらに発展していくというのをスタンス、基本として

まいりたいというふうに考えております。 

 また、安定稼働期に入っております市大法人の自立性を尊重いたしまして、さ

らに効果的な運営を促せるように、第三期の中期目標につきましては、第二期に

比べまして柔軟性を持たせていくということを念頭に置いております。 

 一方、大学法人、また、公立大学法人を設立いたします地方公共団体を取巻く

時代の変化、社会のニーズの変化というものは、著しいものがございます。そう

いった変化に乗り遅れることはないように、継承と申しましても、戦略的に取り

組むべきところは取り組んでいく必要があるというふうに考えております。 

 その中で、教育・研究における大学の基本的な使命は、当然、大学の重要な機

能として位置づけながらも、特に第三期において取り組んでいただきたい事項の

一つといたしまして、右側の枠の二つ目にございますように、大阪のシンクタン

クとしての機能の充実、強化というものを考えております。 

 市大におきましては、これまでも建学の精神なり理念にのっとりまして、都市

のシンクタンク機能の発揮を追及してきたところではございますものの、さらに
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今後、都市大阪における総合大学として、また、大阪市立の大学といたしまして、

大阪のシンクタンクとしての機能充実、強化を図っていっていただきたいという

ふうに考えております。 

 参考でお付けしております、参考資料１の「大阪市と大阪市立大学の連携協力

に関する基本協定書」というのが後ろについております。御参照いただきたいと

存じます。 

 これが、今申し上げました、大阪のシンクタンクとしての機能充実強化の取組

みの一つといたしまして、先月２月末に、オール大阪市役所とオール市立大学と

の間で、締結した基本協定書でございます。これまでも、当然、両者の間で連携

事業はございましたものの、大阪の都市課題の解決のために、両者のこの連携の

関係を一層促進、強化していくことを狙った協定書でございます。 

 市側といたしましては、市大の知見を活用して、これまで、ややもすると行政

内部だけで取り組んできた際にはなかった視点、そういった部分からの課題のア

プローチ、課題解決を図られるというような利点を考えております。また、市大

の側におきましても、行政課題を通じた研究に取り組んで、その研究成果を社会

に還元することによりまして、大学のプレゼンス向上を図って、大学としての存

在意義の発揮につながっていくものだというふうに考えております。 

 これは、市が大学を設立している、逆から申し上げますと、設立団体は地方公

共団体であるという両者の密接な関係、市と市大の間での利点を最大限に生かし

た取組みだというふうに考えております。 

 この協定が目指している精神を踏まえた取組みを、第三期におきましては、市

大に期待しておりまして、大阪の、あるいは大阪のみならず、社会において一層

大きな役割を果たしていっていただくということを盛り込んでまいりたいという

ふうに考えております。 

 お目を資料３のほうに戻していただきまして、もう一点、第三期の特筆の事項

といたしまして、府大との統合によります、新大学の実現に向けた取組みがござ

います。 

 資料３の右側上部、四角囲みの三つ目になります。 

 現在の第二期の中期目標におきましても、新大学の実現の目途といたしまして、
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第三期中期目標期間中というふうに表現しております。 

 現在も、市大の中におきまして、あるいは、府大、設立団体の市側等々との間

で、検討を行ってきているところではございますけれども、第三期におきまして

は、市大が行う検討、あるいは市大側に求められる検討というのは、質量ともに

ますますそのボリューム感が増えているというふうに考えております。 

 市大、府大におきまして、平成２７年に両大学間で策定いたしました、先ほど

申しました、「新・公立大学」大阪モデル（基本構想）というものがございます

が、それを踏まえまして、統合することによって新たな大阪の公立大学として、

大阪から世界を展望する高度研究型の大学、この大学の実現を目指しているとこ

ろでございます。その実現に向けて取り組んでいっていただくよう、第三期中期

目標では盛り込んでまいりたいと考えております。 

 これらの基本的な考え方のもと、構成としましては、基本第二期を継承した形

で、資料３の下のほうにございます、パートとしましては大きく三つに分けまし

て、「教育研究等の質の向上に関する目標」、それから「業務運営等に関する目

標」を設けながら、新たに「大阪府立大学との統合等に関する目標」と、この大

きく３パートを立ててございます。 

 一つ目の、教育研究等の質の向上に関しましては、さらにその中で、「教育」、

「研究」、「社会貢献」、「国際力」、「附属病院」に関して、五つの項に分け

させていただいております。 

 それぞれの項のコンセプトといたしまして、一つ目「教育」におきましては、

地域社会、国際社会で活躍する人材の育成。二つ目の「研究」の項におきまして

は、高度研究型の総合大学としての研究力の強化。三つ目の「社会貢献」の項に

おきましては、地域課題解決に向けた大阪のシンクタンク機能の充実。四つ目の

「国際力」の項におきましては、教育・研究における海外交流の促進。それから、

五つ目の「附属病院」の項におきましては、高度・先進医療の提供による地域医

療の向上といったものを柱に据えまして、個別目標事項を掲載しております。 

 また、大きい二つ目の、業務運営等に関しましては、理事長兼学長を中心とい

たしました、一体的、戦略的運営の強化を期待いたしまして、第二期で取り組ん

でまいりました改革の成果等を生かしまして、理事長兼学長のトップマネジメン
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トの発揮できる体制の充実等を盛り込んでまいりたいと思っております。 

 パートの三つ目、府立大学との統合等に関しましては、統合によります高度な

研究型の大学の実現を目指していくこととしております。 

 第三期中期目標の案を作ってまいります上での基本コンセプトは、今申し上げ

たとおりでございますけれども、こういったコンセプトを踏まえました、具体的

な記載事項、個別な目標事項につきまして、引き続き御説明させていただきたい

と存じます。 

 資料４「公立大学法人大阪市立大学第３期中期目標骨子（案）と第２期中期目

標の新旧対照表」という、Ａ３の大きなものをご覧になっていただけますでしょ

うか。 

 この資料４、左側が現行の第２期中期目標について記載しておりまして、右側

に第３期中期目標の案ということで、新旧対照の形で書かせていただいておりま

す。 

 今申し上げました、基本的な考え方に則しまして、前文から始まっております。

２ページからが具体的な目標事項を追記するという形になっております。 

 基本的に第２期継承型とはなっておりますものの、まず全体的に項目の精査は

行わせていただいておりまして、項目の整理、統合等を図っております。そうい

ったものにつきましては、例えば、２ページの真ん中あたりに、第２の教育研究

等の質の向上に関する目標の、（２）教育の内容のエ・オにありますように、小

さな矢印でお示しをさせていただいているような記載の形をとっております。 

 また、継承型と申しますもの、第２期と第３期で、再度表現を改めているとこ

ろは、全般に渡ってございます。変わりました点は、種々ございますものの、内

容面から見まして、これまでの取組みを踏まえて、さらに第３期には発展をして

いっていただきたい事項だとか、第３期において、特に市大法人において注力し

ていってもらいたいといったような事項がございます。それらの事項につきまし

ては、この資料上網掛けで表記させていただいております点について順に、簡単

に説明をさせていただきたいと存じます。 

 まず２ページ目の上のほうですね、第２の、１－（１）人材育成方針について

でございます。こちら大学における最も重要な要素の一つでもございます、人材
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育成方針についてなのですが、大学という高等機関としてさまざまな分野におい

て、指導的な役割を果たせる広い視野と高い専門性を兼ね備えた人材の育成。こ

れを目指すことにつきましては、第２期から変わってございませんけれども、さ

らに地域、この大阪から世界を展望して大阪をけん引するグローバルな人材を育

てていこうというものが、今の時代の考え方となっております。こちらを反映し

てまいりたいというふうに思っております。 

 それから同じく２ページ目の下にいきまして、第２の１－（２）のウ。真ん中

あたりの社会人教育の強化のところでございます。社会ニーズに応じた人材の育

成というのは、いずれの過程におきましても求められるものではございますけれ

ども、特に社会人教育の場におきましては、その養成は重要なものと考えており

ます。とりわけ、市大では現行で創造都市研究科という社会人向けの研究科もご

ざいますけれども、新たな社会人大学院の構想も検討しているところでございま

して、その動きも踏まえて、目標に表記してまいりたいというふうに考えており

ます。 

 それから、ページ移りまして、３ページの、第２の１－（６）、上のほうの学

生受入方針のところでございます。少子化が進みまして、大学への進学者数が減

少に転じる２０１８年問題というのが、大学の世界では叫ばれております中、大

学の教育研究の質の保持、向上のためには、優秀な学生の受入れがますます重要

となっております。現在、国において入試改革の検討が進められているところで

ございまして、その影響ははかり知れないものと思っております。市大におきま

しても、その動向を十分に踏まえまして、入試選抜に関する検討のボリュームと

いうものが膨らんでまいることが想定されております。これまでの高大接続と合

わせまして、こういった動きへの対応の必要性を盛り込んでまいりたいと考えて

おります。 

 それから、同じく３ページの、（７）学生支援体制等の充実についてでござい

ます。 

 学生の支援につきましては、この間の、こちらの委員会におきましても、学生

との対話等を通じました、学生ニーズの適切な把握。これは必要だという御意見

をいただいてきたところでございます。そういった点につきまして、市大でもこ
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の間取り組んでまいっておりますけれども、改めて中期目標上、表記させていた

だいております。 

 また、障がい者に対する差別的取扱いの禁止、あるいは合理的配慮の要請など

をうたって、昨年、障害者差別解消法が制定されました。こちらで求められてお

ります取組みにつきましても、法の動きを受けまして記載させていただいており

ます。 

 それから、同じ３ページ目、中ほどやや下、第２の２－（１）研究水準の向上

についてでございます。市大におきましては、高度研究型の総合大学として、国

際的に卓越した研究力の強化というものを目指しております。先端的な研究はも

とより、今後総合大学としての強みを生かしまして、さらに分野の垣根を越えた

複合型研究、異分野融合の研究の開拓に、さらに取り組んでいきたいと考えてお

ると聞いております。そういったところを、表現したものでございます。 

 それから、同じ３ページの、１番下のほうの研究体制等の整備でございます。

市大におきまして、研究者支援といたしまして、これまでもさまざまな女性研究

者の支援のための事業を行ってきているところでございますけれども、今後もさ

らにその支援の必要性があるということは、こちらの委員会でもこの間、御意見

をいただいてきたところでございます。第３期では、中期目標の中にその旨、明

示してまいりたいと思っております。 

 それからページは、次の４ページに移ります。第２の３、社会貢献に関する目

標（１）地域貢献の中でございます。先ほど、基本的な考え方の御説明の際に申

し上げました趣旨につきまして、この中に特にイといたしまして、一つ項目を設

けております。こちらの具体的な取組み事項として、記載させていただいており

ます。実効性を担保するためには、課題の的確な把握、ニーズの把握がポイント

になってくるものと考えております。 

 同じ第２の３－（１）の中、次のウでございますが、地域における人材の育成

のところです。 

市では、生涯学習に関して、来年度から新たなマスタープランを策定しており

ます。その中で、これまでの市大との連携実績も踏まえまして、市大に対してさ

まざまな生涯学習のプログラム提供等を通じました、地域の人材育成の役割とい
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うものが期待されております。市大といたしましても、社会人を対象といたしま

した、履修証明制度、地域文化を担う人材を育成する文化人材育成プログラムと

いったものですが、そういった履修証明制度を実施するなど、この間専門性の高

い社会人の育成に取り組んできたところでございます。引き続き、連携を図って

いっていただきたいというふうに考えております。 

 それから、項を次に進めまして、（２）同じ社会連携の中の産学官連携に移り

ます。 

 アで、先端的研究分野での連携、それから、イで地域産業との連携という項が

ございますが、大阪市におきまして、現在、産業の創出、経済の発展、さらには

大阪の成長を目指しまして、大阪の成長戦略、地域経済成長プランのプランニン

グを行っております。そういった中で取組みを進めているところでございますけ

れども、オール大阪、関西といった体制の中で、市大におきましても、大学にお

けます研究成果を生かした、イノベーション創出や産業との連携等を通じて、そ

ういったオール大阪体制における産業の発展に貢献していただくということをプ

ランニングの中でも期待をしております。 

 同じ第３の（３）といたしまして、新たに項目を設けました。社会連携体制の

整備という項でございます。 

今申し上げました二つの連携取り組み、市、行政との連携、それから産業との

連携につきまして、絵に描くだけにはとどまらせず、実効性を上げていくためと

いうことで、そのための体制整備というものが、非常に重要になってくると考え

ております。大学に求められておりますニーズを的確に把握していただくととも

に、大学の持っているシーズを発信していただきまして、決して受け身ではない、

積極的な打出しを行っていけるような体制づくりといったものを行っていただく

ということを、大学法人には期待しております。 

 ５ページに進みまして、第２の４－（１）国際力の強化になります。 

グローバル人材の育成に当たりましては、人材交流は重要で、この間市大にお

きましても、留学生の受入れについて、精力的に取り組んできたところでござい

ます。引き続きその取り組みを継続していくという方針を伺っておりますことか

ら、改めて表記させていただきました。 
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同じ５ページの、第３、業務運営の改善及び効率化に関する目標に移りまして

１の運営体制でございます。 

先ほど、基本的な考え方の御説明の際に申し上げました、理事長兼学長のトッ

プマネジメントによる戦略的かつ一体的な大学運営の継続、さらなる強化につき

まして、具体的な取り組み事項として盛り込んだものでございます。 

 次の６ページに移りまして、同じ運営体制の、第３の２、組織の活性化の項で

ございます。この間、市大におきまして、教職員の評価制度を導入しておりまし

て、それに対しては、当委員会でも相当の御評価をいただいてきておると認識し

てございます。この取組みについて引き続き行っていこうということを承ってお

りますので、改めてこちらも表記させていただきました。 

 同じページの第３の３、すぐ下の、これは、９の項目を一つ削除させていただ

いております。第３の３で自律的な運営とございましたが、こちらは第２期中期

目標期間の間に、国立大学と公立大学の法律上の差異がございまして、制約とな

っておりましたところに対してその撤廃を求めてまいりました。これを受けまし

て、昨年地方独立行政法人法が改正されまして、その法上の差異が解消されたた

め、この事項につきましては、第３期については、削除してまいりたいというふ

うに思っております。 

 それから、同じページの第４、財務内容の改善に関する目標につきまして、２

の効率的な大学運営の推進の項についてでございます。こちらでは、第２期では、

経費の節減と申しておりましたが、第３期におきましては、業務コストの適正化

に改めたいというふうに考えております。 

 ７ページに移らせていただきまして、今度は第５、自己点検及び評価並びに情

報公開等に関する目標の流れの二つ目、情報の提供と戦略的広報の展開について

の事項でございます。プラス面での情報はもとよりマイナス面も含みました、各

種情報を適切に公表していくということが、公立大学として社会への説明責任を

果たすという観点から求められているということと、それが結果として大学とし

てのプレゼンス向上にもつながるというふうに考えております。そのため、この

取組みについて、ここも改めて表現してまいりたいというふうに考えております。 

 同じ第７ページの第６、その他目標の中で２項目といたしまして、新たに項を
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立てております。施設設備の整備等に関する目標としてでございます。市大法人

におきましては、現状を申し上げますと、耐震化につきましては施設整備を順次

行っておるところもございますものの、老朽化対策等の改修整備はまだまだこれ

からという現状がございます。これらを適切に進めていくためには、施設整備の

ためのプランニングというものが必要であって、それに基づいた計画的な改修整

備を行っていくということが重要になってくると思っております。その旨、示し

た事項でございます。 

 それから最後、８ページの第７となります。新たな１章ということで、先ほど

基本的な考え方の御説明の際に申し上げました、府大との統合によります新大学

の実現に向けた具体的な取組み事項でございます。１項と２項がございまして、

２項では、既に現行の枠組みの中で、できるところからということで、新大学の

実現を見据えて、既に取り組んでいる連携事業もございます。第３期におきまし

ては、いろいろ新大学の実現を目指した具体的な検討も進んでいく中、こういっ

た連携事業につきましても、継続さらには追加発展されていくことが想定されま

すため、表記させていただきました。 

 すいません。非常に雑駁で、ちょっと長々と御説明申し上げましたけれども、

第３期の中期目標の、今こちらで考えております案の内容でございます。 

 以上でございますが、御審議のほうどうぞよろしくお願いいたします。 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございました。資料３に基づいて、これまで取り組んでこら

れたことをさらに深めたり発展させたりして、第３期にどういうふうに向かって

いくかという基本的な考え方と、第３期中期目標の骨子の概略を説明いただいて、

それから、この大きな資料４ですか、４に具体的な資料骨子案を昨年度のものと

比較しながら、丁寧に御説明いただきました。 

 今日は、これでよいかということを議論していただくのが主な目的なのですけ

れども、まずこれについて、構成がこれでよいか。それから、項目としては例え

ば、削除されたようなこともあったと思うのですが、それ以外にも何か第３期に、

第２期よりも追加したほうがいい項目や事項があったか。また、削除したほうが

いいものがあれば、そういう項目。それから、文章についても、まだ骨子ですけ
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れども、この表現がどうかというようなこと。何でも結構ですから、お気づきに

なった点がありましたら、御発言をいただきたいと思います。 

はい、どうぞ。 

（宮本委員）   

 細かい点ではなく、全体としての基調の問題なのですが、二年くらい前にもこ

の委員会で申し上げたのですけども、大阪市立大学はもちろん、大阪市の税金で

作られている大学ですから、大阪の大学ということを強く言っておられるのはよ

く理解できるのですが、ちょっと基調としては、大阪のためにというのがね、強

過ぎる、出過ぎているのではないかという気が私はするのですね。前の前文に比

べると、少し普遍的なことも書いてありますけれども。 

例えば、大阪市との連携協定ですか、これは抽象的に書いてありますけれども、

実際問題どういうふうにおやりになるのですかね。例えば、大阪市の行政と密接

に連携して、というのは必ずしも大阪市の行政と同じ方向で連携する必要もない

と思います。大阪市の行政と対立するような研究をされるかもしれないと。例え

ばそういうときに何か抵触することになると、非常に問題なわけですね。国立大

学がこういうのを作るときに、国の行政と連携したというと、多分国立大学の先

生はみんな反対するでしょうね。私立大学でも、創立者のためにというと、絶対

反対するでしょうね。 

大阪市は、大阪市のためにと言われるのはいいのだけれども、あんまり強く言

われるのはね。やはり、少し大阪市の品位に欠けるのではないかと思うのです。

ですから、大学というのはやはり普遍的な研究をするところが目的なのであって、

それを通じて大阪の都市格が上がるということであって、大阪市のためにという

のがものすごく前面に出ているというのは、非常に気にかかるといいますかね。

そこまで私が言っていいのかどうかわかりませんけども、少し気にかかるような

点でした。 

ですから、この連携協定を結ばれているのですが、これは非常に抽象的に書い

てあるので、そういう心配はないのかもしれませんけれども。やや危惧感はあり

ますよね。例えば大阪市はこういう研究を市大にやれと言ったときに、市大はそ

れを拒否できるのかです。例えばこの協定があるからやりなさいということにな
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るのかです。全く大阪市に反する研究もあり得るわけです。そういうときに、こ

ういう協定というのがマイナスな意味を持たないのか、そういう心配を少しした

のです。全体の基調、問題としてはそういうことです。 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。大変大事なこと、ポイントだと思います。参考資料

１「大阪市と大阪市立大学の連携協力に関する基本協定書」がお手元にあります

が、これによって何かが縛られるとかそういう種類のものではないのかなと私は

思っていたのですが、どうでしょう。何かお考えあれば。 

（森山大学支援担当課長） 

 新しい取組みでございまして、力の入り過ぎた説明になったと思いますけれど

も、今、宮本委員のほうから御懸念いただきましたような観点ではございません。

こちらは大学における学問研究の自由というものは、当然の前提として尊重しな

がら、大学のシーズ、それから行政がこういった課題を解決したいという行政側

の二―ズ、それが双方マッチングして、初めて連携という事業は成り立っていく

というふうに考えております。 

ですので、片方からの矢印で、結果連携に至らないというようなものも当然出

てこようかと思っております。この基本協定を結びました背景といたしまして、

大学のほうでも、もちろんこういった連携を通じた、大きくは地域貢献として、

研究教育を圧迫しないということは当然の前提としながらも、大学のほうで成果

を社会に還元していきたいと。 

もう一つは、その成果も、行政と公立大の連携の一つの利点として、行政にお

ける課題を解決するということを研究成果にもまた結びついていくというような

期待もできるのではないかと考えております。市大のみ、市のみではなくて、双

方のＷｉｎ‐Ｗｉｎの関係を目指した協定と考えております。 

（宮本委員） 

 私が申しているのは連携協定だけの話ではないのですが、協定に関していえば、

４ページの１の地域貢献のイのところに今森山さんがおっしゃったような趣旨の

こと、つまり「大学の自主性を尊重し」などというような文言を入れておくべき

ではないかと思います。そうでなくて、このまま読みますと、「大阪市大は大阪
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市のための研究をやりなさい」というのが協定の主旨かと思われてしまうのでは

ないでしょうか。ですから、やはり大学の独立性とか自主性を尊重するのであれ

ば、そこにこうした趣旨の一言入れておくべきでないかと思うのです。 

 それからついでに申しますと、地域との連携とか、地域貢献ということに関し

ても一言意見を述べたいと思います。これも私は先年来、よく申してきたことで

ありますが、今どの大学でも生涯学習プログラムとか、公開講座などをいっぱい

開いているのですが、私は多ければ多いほどよいというものではない、適正レベ

ルというのがあると思うのです。大学の地域貢献というのは大事だとは思います

が大学自体の教育や研究にどれだけ役立っているのでしょうか。先生方の負担に

なっているところがあるのではないでしょうか。大学の教育研究を阻害しない限

りにおいてという適正レベルがあるのではないでしょうか。私の印象では、ひょ

っとしたら大阪市大も大阪市も、この種の地域貢献多くやればやるほどよいとい

うように考えておられるのではないかとさえ思います。この種の地域貢献重視は

現在の日本の大学の風潮ですが、そろそろ少し立ち止まってその功罪を考えた方

がよいのではないでしょうか。 

（楠本委員長） 

 今おっしゃった後半のほうの社会貢献、あるいは高校への出前授業、その他に

ついても、これはあんまりやり過ぎると問題、負担が大き過ぎるのではないかと

いう意見は昨年度の評価のときにも何人かの方から出ていたことで、これは大学

として当然お考えになるだろうとは思います。今、おっしゃるように、何件行っ

たとか去年よりも多くなったとか、そういう尺度で見るようになると懸念される

事態が起こるかもしれませんね。 

 少し話を戻して、シンクタンクの話ですけれども、これは大阪市が何か抱えて

いるような問題に、大学の研究者が持っている色々な知識であるとか、手法であ

るとかが、役に立つような場合には協力すると、そういうことなのかなと私は思

っていたのですけれども、それぐらいであれば良いわけですか。確かに最初の前

文から「大阪市の」と書いてあるところが、少し…。 

（宮本委員） 

 大阪市大や大阪市と協力しないほうがいいと言っているわけでは全くなくて、
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協力したほうが良いと思うのですが、大阪市から言われると絶対やらないといけ

ないような感じになってしまうと、それはまずいので、やはりどこかで大学の自

主性とか独立性というのは入れておくべきではないか、という意味です。 

（楠本委員長） 

 私、別に大阪市の肩を持つわけではないのですけれども、大阪市のほうは何も

そこまでのことは要求されないとは思いますけど、今言われたようなことは大事

なことかもしれませんね。設立団体から言われると断れないというようなことが

起こってくると困るのではないかという御懸念かと思いますけれども。 

いかがでしょう。この点について、どなたか御発言あれば。 

 まあ、今おっしゃったのは、どう書くかってことにも関わるのかなと思います。 

やはりまあ、大阪市立大学があることが、大阪市にとって非常に大事なのです

ということも言わなければいけないというような姿勢もあるのだろうと思います

けれども。この協定は今年度２８年度に結ばれたのですね？ 

（森山大学支援担当課長） 

 この２月に。今後これを踏まえた具体的な取組みといいますか、どうやってい

くかというところを進めて今になります。 

表現には表れてはないものの、今、宮本委員から御指摘がありましたように、

大学におきまして、高等教育機関として、人材の育成、あるいは教育研究という

のは、一番の大命題といいますか、基本の機能だと思っておりますので、それを

大事にするというのは、表現上、文字として書いていないものの、当然の前提だ

というふうに考えております。 

 また、大学においては、何よりも知的な財産というのが一番の財産でございま

すので、そちらを尊重するというものも、重要なことだと思っております。 

 ただ、大阪市立大学は公立大学でございます。この大学間競争が激化する中、

国立大学との差異として打ち出していくべき点として、こういった自治体との連

携というものをアピールしていきたい。研究成果について、社会に還元していく

という姿勢をアピールしたいというふうに考えているようなところでございます。 

（楠本委員長） 

 どうぞ。 
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（眞下委員） 

 大阪市との間の協定のことですけども、こういった協定というのは、どこの大

学とも色々な都市とやっているはずですよね。大学って割とこういう近隣の都市

であるとか、関係している都市とこういう協定をつくっておられると思うのです

よ。 

 ただ、大阪市と市立大学は特別な関係だからということが、宮本先生がおっし

ゃられたことだと思うのです。どうなのでしょう。市大は、大阪市とだけこうい

う協定を作って、特別な関係ということを強調されているということなのでしょ

うか。 

（森山大学支援担当課長） 

 先生がおっしゃられましたように、実は設立団体と設立される法人との間で、

こういう協定を結ぶというのは、実は初めて。探しましたらほかにも見当たりま

せんでして、これが初めてではないかと思います。 

ただ、そこまでしてでも協定を結びたかったのは、市と市大との強制ではない

双方の連携した体制というのを内外に対してアピールしたかったというものにな

ります。当然市大におきましても、ほかの自治体との連携はあったと思います。 

（楠本委員長） 

 連携を結ばれた大阪市立大学のほうの立場としては、大阪市ともう少し関係が

密になるというか、情報の交換ができるようになると、大学として研究すべき新

しいテーマが得られるのではないかとか、そういう利点もあるというふうなこと

を考えられたのではないかなと思いますけれどね。 

 どうぞ、お願いします。 

（赤井法人運営本部事務部長）   

この協定のスタンスといいますか、そもそも公立大学の建付けが、議論いただ

いております中期目標を大阪市、設立団体が定められて、指示されて、その指示

に基づいて中期計画を立てて運営していくというようになっている。その運営す

る交付金、お金についても基本的には大阪市のほうから交付されるという。その

時点で、既に大阪市からの何らかの指示に基づいて、それに沿った運営をすると

いうのが大きな公立大学法人の建付けになっているわけです。 
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 ただ、今回わざわざそれを踏まえながらも、本来なら密接な関係ではある仲で

ありながらもあえてこの協定を結んだということは、これからはやはり大阪市と

大学がパートナーシップ、ディープな関係の中で大阪市の持っているさまざまな

行政課題に対して、我々の大学は総合大学になりますので、さまざまな分野の教

員、研究者がおりますので、それを総合的に対応していくようなところは、一緒

の目線で同じ課題を解決していこうという視点でこれを結ばせてもらいました。 

 これまでも、そういう意味でいえば教員個々と大阪市のさまざまな行政機関の

各部局との個別の連携というのはずっと進めてきたところではあるのですが、そ

れを全体的に包括するところがなかったというのが一つ。 

それと、大阪市からとってみたら、市大というのはワンオブゼムなわけです。

阪大もあればほかの色々な大学もある中で、この課題を解決するのにどこにお願

いしようか、どこと連携しようかということが当然出てきます。そのときに基本

協定を踏まえるということでいえば、まず市大を目にかけてくださいという趣旨

を含めた形で、この基本協定を理解してもらいたいです。 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。 

宮本先生の最初の御発言は、この最初のところに大阪市のためにということが

強く表れ過ぎているのではないかというような懸念だったのではないかと思いま

す。それでその連携協定などがあって大阪市のためだけに働くようなことになっ

てはいけない、あるいはそういう印象があってはいけないという御発言で。今の

赤井さんの御説明では、協定そのものはそうではなくて、私が先ほど申し上げた

ように、大阪市の近くにいる大学として、新しい問題を得るチャンスもあるので

はないか、そういうときにはそれが使えればよい。そういう姿勢があったのだと

いうことを今御説明いただいたので、この協定そのものは問題ないだろうと。 

あとはこの辺の表現の問題ということでしょうかね。宮本先生がおっしゃるよ

うに、大学の独自性を保ちつつとか、それは書けるかどうかなかなか難しいとこ

ろだと思いますけれども。文言を調整するかですね。 

（馬場委員） 

 私もこの協定のお話を聞いたときに、なぜわざわざ結ぶのかというのは最初に
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思いました。どう考えても親と子が協定を改めて結ぶ。え？と思ったので。 

むしろ、実は大学のほうから市と距離を置くために結ぶのかなと思ったぐらい

です。言うとおりにはしませんよと。協定に基づいてやりますよ、というふうな

イメージかなと思った。そうでなければ、言い方が悪いのですがお金を出すほう

が強いに決まっていますから。わざわざここで協定を結ぶ意義はないかなと思っ

て。むしろ、協定を結んでいるから協定に従ってやりますと。一種のハザードみ

たいなイメージを、むしろ持ってしまいました。 

 ただ、そう思って読むと、この１ページの２のところですね、「大阪市と連携

協力に関する基本協定を締結し、大阪市のシンクタンク」と書かれると、シンク

タンクになるために結びます、と読めてしまうので、ここは要らないのではない

かと思いました。ここを外してしまうと大分。目的がシンクタンクのように読め

てしまったので、そうではないのではないかと思うので。ここにあえて「協定を

締結し」という言葉は要らないような気がします。 

後ろのほうは、ワンオブゼムで読めばいいのですけれども、前文の協定はやっ

ぱり非常に強いイメージを持つ。そう思いました。大阪のシンクタンクとしての

役割は果たしますっていうのは、常々ずっと今まで言ってきていることですから、

なくても通るのかなと思います。 

（楠本委員長） 

 昨年度ですか。大学の執行部の皆さんも、シンクタンクってことをかなり強調

されましたよね。それは私も印象に残っているのですが。 

（馬場委員） 

 実際は多分、市大のほうが大阪市をサポートして助けるという義務は当然ある

と思います。それは市民に対してですから。 

だから、もっともっと市を大学がサポートします、という大学側からの協定の

ように思います。市からの協定をといわれると、ちょっと辛いなあという気はし

ましたので。 

（楠本委員長）   

宮本先生がおっしゃっているのはそういう点なのですか。 

（宮本委員） 
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 この協定自体というより、全体の基調の問題なのですけれども。ちょっと皮肉

っぽくいうと、運営費交付金をどんどん減らしながら、どんどん口だけは出して

いくというような感じには見えますよね。そういうのが気になったということで

すね。 

（楠本委員長） 

 そう簡単には、文言をいじって解決するものでもなさそうですけど。前文です

からね、ここは。 

 竹村先生、何か御意見あります？なかなか難しいことだと思いますけど。 

（竹村委員） 

 そうですね。私も前文のところが、ちょっとやっぱり。「えっ、そうだったの」

と思ったものがいくつかありまして。例えば、今一番議論になっているところが

この二つ目のところだと思うのですが、いきなり「大阪市を背景とした学問の創

造は大阪市立大学の建学の精神でもあり」とあるのですが、大阪市を背景とした

学問の創造というのは、極めて「大阪市」を限定したような、大阪でないとでき

ない学問を創造しますというふうに読めます。この後に出てくる国際化とかです

ね、研究水準とかいうのと、かなり齟齬があるのではないかという感じがいたし

ました。前文でいえば、そこが一番気になったところです。 

（眞下委員） 

 この第３期中期目標の骨子（案）で、これは大阪市が作られたものだというこ

とで。これはまだそうしますと、大阪市立大学の意見はまだ聞いておられない段

階ですよね。そのときに、市大からどういう意見が出るかいうことは分からない

わけですよね。そこで調整されて、そしてまとめられて、評価委員会にまた上が

ってくるということですね、次回の？ 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね、大筋で評価委員会の先生方に御了承いただいたものをもちまして、

大学法人に意見照会をしたいと思っております。 

 大学法人から学内での審議会、評議会等を経まして、返ってきた正式回答を踏

まえて、改めてこちらの評価委員の先生方に、最終の意見、御審議をお願いした

いというふうに思っております。 
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（眞下委員） 

 この骨子（案）の、最初の前文のところも、市大のほうの意見でこれから変わ

っていくということはあるということですか。そう考えていいですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。今、御議論いただいている点を含めて、全般にわたりまして、大

学からの意見はいただくという形になります。 

（楠本委員長） 

 これは性質としては、目標を大阪市が、設置団体が示して、大学はこれに基づ

いて計画を立ててくださいというものなのですが、でもやはり、大学の意見も聞

くということにはなっているのだと思います。 

（宮本委員） 

 大阪市と大学側が良いから、じゃあ我々の意見を聞かないということはないで

しょう。我々の意見を聞くということもあるでしょう。 

（楠本委員長） 

 そうですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 この委員会は、私ども大阪市のほうから先生方にお願いして諮問させていただ

いている場ですので、評価委員の先生方からの御意見を踏まえた内容をもって、

大学の意見を聞くという流れになります。 

 竹村委員から疑問を頂戴いたしました建学の精神のところですけれども、当時

の關一市長が市大を創立、設立いたしました際の精神といたしまして、この大阪

市において大学を設立していくのだと。大阪における都市問題を解決していく。

そういった都市とともに歩む大学として設立していきたい。大阪市を背景とした

学問の創造の場だということで、当初建学されたという形になっております。 

 決して、大阪市域だけにとどまっていいということではなくて、当時は大大阪

の時代でございます。大阪市から、大阪から世界を見据えた、羽ばたく人材育成、

教育研究に取り組んでいこうという、そういう意欲的な意味も込められた精神に

なっております。 

（楠本委員長） 
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 世界を相手にしているということは、そこここに出てくるので、大阪市を背景

とした、建学の精神に書いてあるのであれば、これはもう直すわけにはいかない

ので、これは置いておいてもいいかなと思いますけど。 

 今、竹村先生がおっしゃったように、これをあんまり強調すると、大阪だけの

ものかということになるので。その後、いかに世界に広がるかというようなとこ

ろを、少しわかるようなニュアンスにしておかないといけないかもしれませんね。

しかもその後で、大阪市の、大阪のシンクタンクと出てくるから、余計に強まっ

ている感じがありますね。 

 でも、この話はわりと早くに書かないといけない、前のほうに書かないといけ

ない問題ではありますよね。 

 桑原先生、何か御意見はありますか？ 

（桑原委員）   

そうですね。全く角度が違うのですが、最後の７ページ。 

私立大学でもそうなのですが、７ページの最後の項目の４番。変更はされてい

ないのですが、卒業生の支援組織の構築と。大学を支援していただくということ

で言うと、行政もそうですし同窓会もそうです。さまざまな支援者がおられると

思うのですが、ここに書いてあるのは、大学生、大阪市大は大学生組織や保護者

等と関係者との連携を強め、大学支援のネットワークを構築すると。非常に狭く

聞こえるような話になってしまうのですけれども、そんな狭い話ではなくて、中

長期的に大阪市立大学はどういうふうに卒業生組織や保護者等の関係者との連携

を深めていくのか。それによって、大学支援のネットワークを構築されようとし

ているのか。 

 具体的にお聞きしたいのは、どういう構想を練っているのかなと。大阪市の行

政のほうからもそうなのですが。と申しますのは、今私どもの大学もそうなので

すけれども、卒業生、保護者、とりわけ卒業生の多くが非常に海外に出ておるの

です。駐在も多いし、とりわけアジア、欧米はもちろん、アジアが最近非常に急

速に増えてきておるような状態です。そうしますと、そこでの海外での同窓支部

のネットワークとか、あるいは国内の同窓支部のネットワークとかそういうのが、

再就職とかですね、あるいはリタイアののちの姿とかですね、非常に良い会にな
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っていると。コミュニケーションの場になっていると。 

 しかし、もっと言えばその連携とかいうような言葉ではなくて、人と人との関

係性を深めるというか。簡単に言えばコミュニケーションなのですが。そういう

新たな姿が登場してきているのではないか。それによって、市大とか、あるいは

もっといえば府大との関係というか、大阪市大、大阪府大の卒業生組織とか、保

護者との関係が、ものすごく深まってくるというような、ある種のチャンスみた

いなのも出てくるのではないかと。学生からではなくて、卒業生、保護者のほう

からも、そういうようなチャンスが出てくるのではないかと、糸口があるのでは

ないかと。別の局面が生まれてきているのではないかという気が最近、非常にし

ているわけです。 

 従来、正規雇用が非常に多かったというのはあるのですが、日本の国内でもそ

うですし、海外でも非正規が、やはり増えてきているのです。大学を卒業したの

ちの人生を描く姿というのが、やっぱり刻々と変わってきているのではないかな

という話を最近同窓支部などでよく聞きます。どういうふうなイメージで書かれ

ておられるのかなという気がしたのですが。 

（楠本委員長） 

 はい、今までお話の中心だった前文の話とまた違う観点からの御発言でした。

これは目標であって、これについてどういうふうにするかということは計画で書

かれてくるのかなと思うのですが、どうなのでしょう。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。これは一つのゴールといいますか、目指すべき方向性として示す

ものでして、今委員長がおっしゃったように、具体的などういう取組みをしてい

くかというものは、大学法人が作ります中期計画で探ってまいりたいと思ってお

ります。 

 人材の交流というものは、大学のほうでも重要視はしておりまして、この間当

然留学生の受入れも出も、どちらも促進するような取組みをしておりますし、海

外におけます同窓生を含めた交流拠点といいますか、一つずつではありますが増

やしていこうとしているような状況でもございます。 

 また、海外の研究機関等との教育や研究の交流も促進していきたいというふう
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な方向性だというのは伺っている状況でございます。 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

それでは、申し訳ないですけど、前文のほうに話を戻したいと思いますが、ど

うしましょうか？予定では大体５時くらいまで。大事なポイントを指摘していた

だいたので、よかったと思いますが、今、この文言を細かいところまで詰めて、

今日中に話をまとめるというのはちょっと難しいかもしれない。 

 森山さん、どうしましょう？ある程度、大阪市のほうと、私が加わってもいい

ですけれども、今の皆さん方の御意見を入れて少し書き直すようなことをしてみ

て、それでまた皆さんに伺うというような手続もあるかと思うのですが。 

あるいはもう一度集まってやりますか？お考えがあればどうぞ。 

（森山大学支援担当課長） 

 文章の細部はまた事務局のほうでまた御提案するといたしまして、例えば、修

正を盛り込むなら盛り込むのを、方向性といいますかサジェスチョンいただけた

らなというふうに思っております。 

 例えば、宮本委員におっしゃっていただいた、最後のほうですね、下から三行

目あたりの、「また」のあたりを読むと、従来の教育なり研究なりが、阻害され

るのではないかと。阻害されない範囲において、という趣旨も書いたほうがいい

のではないかという御意見でございましたら、例えば、そういう教育研究という

基本機能については尊重しながらも、都市シンクタンクとしての機能の充実、強

化を図っていく、そういうことを期待していくというような表現で収まるかなと

思います。そういった程度でよいのかどうなのか、あるいは、今二つ目のところ

が大きく議論をされておりましたけれども、これについてもう少し方向性を、お

示しいただけたら、非常にありがたいと思っております。 

それに基づいて、事務局のほうが「てにをは」も含めた文章提案をさせていた

だいて、メール等で個別にお伺いするような形で御了承いただくという形にでき

るレベルまでにできましたら、そういうやり方もありかというふうに思っており

ます。 

（楠本委員長） 



27 

 

 はい。宮本先生が最初おっしゃったことと、竹村先生がおっしゃったことはち

ょっと違うポイントだと思います。 

だから、どうしましょうか。宮本先生がおっしゃるのは、大学の本来の研究の

許す範囲でというようなことを書いたらどうだっていうような最初の御発言でし

たよね。 

（宮本委員） 

 私はこの前文というよりは、むしろ４ページの社会連携の地域貢献のところで、

大学の独立性とか自主性を尊重しつつとかね。そういうのをちょっと入れればい

いのではないかと思いますけれど。 

（楠本委員） 

 どこにそれを入れるかですよね。 

（宮本委員） 

 そうですね。それから馬場先生がおっしゃった「大阪市と連携協力に関する基

本協定を締結」、ここは抜いていいかもしれません。 

（馬場委員） 

 ちょっと印象のことですが、よろしいですか。 

前文のところですが、同じような内容が繰り返されているような印象を持つの

です。単語として、都市という言葉がいっぱい出てくるし、これを整理すれば多

分トーンはもう少し弱まると思うのですが。 

 ついでに言ってしまうと、「取り組んできた」それから「成果を上げてきた」、

「図ってきた」と過去形が続いているのです。目標のところに過去形が続き過ぎ

るように思いますので、実は、目標というのは最後だけで、「今後これまでの」

というところだけが多分目標になっていると思います。上をこれほど繰り返さな

くても、重複を減らして書けばトーンは下がるように思いました。「諸問題に取

り組んできた」とか、「明確にしているところである」とか、「一定の成果をあ

げてきた」、「強化を図ってきた」。全部過去形になっているので、減らして書

けばトーンは大分下がるように思いました。もう少し先に目を向けた書き方もあ

るのかなと思います。 

（楠本委員長） 
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 なるほど、そうですね。ちょっと私も気がつかなかったですけども、確かにこ

れからのことは最後だけですね。今までの取組みを踏まえてという姿勢でお書き

になっているのだろうと思いますから。 

（馬場委員） 

 これほどスペースを使わなくても書けるのではないかと思います。そうすると、

印象が大分薄まるような気はします。 

（楠本委員長） 

 第２期の中期目標と比べると、大分違いますね、確かに。第２期は、大学は、

というような話から始まって。 

（馬場委員） 

 これからやることを、目標が書いている。 

（楠本委員長） 

 目標から始まっていますね。確かに。私あまり気がつかなかったな。おっしゃ

るとおりですね。ありがとうございます。そうですね。第２期のほうは、うまく

書いていますね。 

（馬場委員） 

 前文に過去のことが具体的に書いてあるので、ここの印象がどんと来てしまい

ますね。 

（楠本委員長） 

 いろいろ御意見いただきましてありがとうございます。 

（宮本委員） 

 あとはもう、委員長と事務局とで文案を練っていただければと思います。 

（楠本委員長） 

 いろいろな御指摘をいただいたので、事務局と私とで、時間がかかりますけれ

ども、もう一度たたき台を作って、それで皆さんにメールなりでお送りして、御

意見をいただくということにしましょうか。 

 森山さん、どうでしょう。僕、つき合ってもいいですよ。 

（森山大学支援担当課長） 

 ありがとうございます。 
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それでは、今頂戴いたしました先生方からの御意見をもとに、一度修正案を作

らせていただきまして、楠本委員長にもお力添えをいただきながら修正案を練り

上げて、一度また先生方に御提示させていただくと。それで、イメージどおりだ

ということであれば、そのまま修正案ということにさせていただく。一方、もし

またイメージが少しずれているということであれば、場合によっては…。 

（楠本委員長） 

 どうしてもだったら、もちろん、また申し訳ないけれど集まっていただいてと

いうことですよね。 

確かにあの、今馬場先生おっしゃったように、前文が第２期と第３期で全然形

式が違っているのです。だからこれも見比べながら。２期と違うことを書こうと

いうような感じになったのかもしれないし。やっぱり皆さんにいろいろ御指摘い

ただいてよかったと思います。 

 それじゃあ、そうしましょうか。今、随分いろんな具体的な御意見をいただい

ていますから、その辺を見ながら新しいものを作って、それで皆さんにお目にか

けると。結構お忙しいと思いますけど、また期日を区切ったりしてお願いが事務

局から行くと思いますけれども、どうぞよろしく御協力お願いしたいと思います。 

それで、はい。どうぞ。 

（竹村委員） 

 一つだけ。大きなことではないので。 

７ページのところです。今まで情報管理の強化というのが、項目があったのが、

それがその他業務運営に関する重要目標のほうの３に移っているのです。第６の

３の安全管理及び危機管理の徹底ですけれども、この最初の安心快適な教育研究

環境云々というのは、上の施設設備ですよね。割とそれに近いのではないか。 

むしろ、危機管理の徹底というのは、確かにこれから６年間非常に大きな問題

になるのではないかと思って。教育環境云々というよりは、むしろ情報セキュリ

ティのほうの項目だけできっちりと言ったほうがいいのではないのかなという気

がします。御検討いただければと思います。 

（楠本委員長） 

 情報セキュリティを大事にするということを、危機管理に…。 
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（竹村委員） 

 危機管理とか情報の管理のところです。そういうものは一つの項目にして、今

第６の３にあります、安心快適な教育研究環境の整備を推進するというのは、こ

れは情報セキュリティの強化とは少し違うものなので、これは上の施設設備云々

に入れるなり。 

要するに、情報セキュリティのほうが今後絶対大きく、重要な問題になるだろ

うと思いますので、そちらをきちんと項目にされたほうがいいのではないのかな

と。 

（楠本委員長） 

 それを項目に立てて、今ここに３に入っているものはどこかに入れるのですか。 

（竹村委員） 

 そうですね。３を二つに分けていますから、２のほうに、全部。 

（楠本委員長） 

 なるほど。施設設備とね。ああ、そうかもしれませんね。計画的に行うと、推

進するとともに、なるほど。 

（馬場委員） 

 今、国のほうで関係していることがありまして。情報セキュリティもそうなの

ですが、今リスクマネジメントという言葉が非常に強く言われています。産学連

携も含めて、色々なことに対するリスクマネジメントに対する、利益相反とか人

事のこととか。企業の人とのクロスをするときに、人事管理も含めて、どうもリ

スクマネジメントという言い方で全てをくくっているように思います。情報セキ

ュリティという小さい概念ではなく。 

（楠本委員長） 

 リスクマネジメントのほうが上に来るわけですか。 

（馬場委員） 

 全体を含むと思います。それで、これからその中身が、国のほうからこういう

ことをやったらどうですか、という話がもうすぐ出てくると思いますので、どこ

かにそんな単語があってもいいように思います。 

（楠本委員長） 
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 財務内容が第５自己点検及び評価並びに情報公開等に関する目標か。その他業

務運営に関する重要目標、この第６の中で良いわけですね。ありがとうございま

す。日本はリスクマネジメントはあまり上手ではないこと多いですからね。何か

起こったときにばたばたしてね。 

（馬場委員） 

 輸出の、もめましたよね。原子力の関係で。留学生に対して、そういう研究を

させたとか。させるときはどうするのかとかいう、非常にややこしいことが始ま

ると思います。 

 私も賛成のことなので確認なのですが、評価に対することが、前とは大分雰囲

気が変わっているように思います。組織としての評価と、個人への評価というこ

とが、随所に出ているように思います。私は賛成です。 

（楠本委員長） 

 今度から出てきたのです。どうも、今まで個人の評価があんまり行われてなか

ったのですね。それで、方針としてはこれで良いですか。 

（馬場委員） 

 はい。確認だけです。 

（楠本委員長）   

いいですか。かなり出ていますよね。これは、大学としては、大学の何か意見

をおっしゃるかもしれないけども、市としてはこういう姿勢で出しますよという

ことですね。はい。私も良いと思います。 

（馬場委員） 

 あと１点よろしいでしょうか。いろいろ言って申しわけないのですが。 

社会貢献のところで、４ページの（３）のところで、社会連携体制の整備とい

うことで、これは先ほどの説明を伺うと、地域貢献と産学官連携ですか。それを

中身だけではなくて、器も作るのだという説明をされたので、そういう理解でよ

ろしいですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そういう意味では器というよりは、ソフト面も含めたスタッフの質も含めた充

実を図っていただきたいという思いです。 
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例えば、何とかセンターを作るとか、何とか組織を作ってほしいというイメー

ジまでは、固定では持っておりません。大学のほうが、例えばそういう組織を作

るほうがこの目標に対しては、効果、成果が上がるという判断で中期計画に盛り

込めば、それはそのやり方もありだと思っておりますけれど。そういうイメージ

でございます。 

（楠本委員長） 

 組織体制を強化するということで良いのですか。 

（馬場委員） 

 前は社会連携体制の整備というのが地域貢献の中に含まれていたのを、項目を

分けるのですから明らかに私のイメージからすると、産学連携本部とか社会連携

本部を組織として作りなさい、というふうに読んでしまいました。今までに比べ

ると非常に強いメッセージだなと思って。できるならば全然問題はありませんが。 

（楠本委員長） 

 なるほど。作れと書いておいてできなかったらまた難しいのではないかという。 

（馬場委員） 

 また評価する方としては、できてないじゃないかっていう評価になりますので。 

（森山大学支援担当課長） 

 御意見ありがとうございます。 

標題もまた体制の整備という言葉を使っておりますので、ここがひょっとする

とまた、イメージが元々作っていたのとかけ離れているところがあろうかとは思

います。 

今申し上げましたように、必ずしもそういう組織建て、ハード面も含めまして、

組織建てだけを狙っているというものではありません。逆に実効性をたらしめる

ために、創意工夫のもの、何もなかなかできませんということではなくて、積極

的に社会、地域への連携、あるいは産学連携に取り組んでいけるようなものを整

えて、そういう意味ではハードではないのですが、重視していっていただきたい

という思いです。 

（楠本委員長） 

 組織体制というと、相当強いという感じですか、馬場先生？組織体制というと
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何か作らないといけないという、そういうニュアンスを与える。 

（馬場委員） 

 ありますね。少なくとも独立していますので、項目として。中身をやるのでは

ないよ、体制を作るのだよ、ということは出ていますので。いや、そういうメッ

セージを出すのであれば、私は大賛成です。 

（楠本委員長） 

 そうですね。今まで情報発信がね、そんなに十分ではなかった。やはりそれは

人もお金もいるから難しかったのだろうと思います。それが必ずしも十分でなか

ったから。それはいいことですけれど。 

（宮本委員） 

 「積極的に対応する」で止めておけばいいのかな。 

（楠本委員長） 

 「積極的に対応する」ぐらいで止めておいてもいい。 

（馬場委員） 

 その場合今までの評価が十分にできていないから、という判断でやりましょう

という、市側のメッセージですから。強いメッセージですよねと思って。 

（楠本委員長） 

 極めて強いですね。組織体制、なるほど。積極的に対応する。ありがとうござ

います。大事なところですね。積極的に対応する、強化する、か。少し弱いかな。 

（宮本委員） 

 一つ言ってもよろしいでしょうか。学生支援のところがありますよね。３ペー

ジでしょうか。 

学生支援体制等の充実に関してです。（７）で学生支援体制として、学習環境と

かキャンパスライフとか、いろいろ挙がっていて、これもちろん重要だと思うの

ですが、いま一番、学生にとって重要なのは、奨学支援といいますか、経済的支

援だと思います。それが書いていないというのは、大阪市はそこまでやれないと

いう意味なのでしょうか。これが、本当は学生支援としては最も重要なんじゃな

いかと思いますが。（楠本委員長） 

 それはこのあいだ事務局とお話していたのですが、実際には市としては、おっ
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しゃるようにそんなに体制がないのです。だから、それをもう少し。そうですね、

奨学金が非常に大きな問題ですね。 

（宮本委員） 

 それからもう一つ、先ほど桑原先生がおっしゃった、最後の大学支援のネット

ワークということですけど、最近どこの大学も財政難で、卒業生組織に支援を求

めるという話があって、私の出身大学からもそういうことをよく言われます。し

かし、私の友人たちがよくいうことは、最近の大学は財政難のため、同窓会組織

を集金組織としか考えてないのではないかということです。そういうイメージが

強いですよね。 

我々が言うのは、卒業生が大学を支援することは大事だし、やぶさかではない

が、逆にいうと大学側からも卒業生や同窓会への支援も、いるのではないかとい

うことです。桑原先生がおっしゃった意味はそうだと思うのです。 

ですから、同窓会組織が大学を支援するという側面だけが書かれると卒業生た

ちは反発を覚えるのではないでしょうかですから、「大学と卒業生との関係を強

化する」といった文言の方がよいのではないかとかと思います。 

（楠本委員長） 

 そうですね。両方向がね。桑原先生がおっしゃったのはそういう点ですよね。

分かっていただけました？事務局として良いですか。大学からは、お金を出して

くれと言ってくることが多い。それはもちろん、良いのですが。確かにね、双方

向の支援ができると良いでしょうね。そうするとますます、いろいろファミリー

ができてきて。 

 随分たくさん御意見をいただきましたけれども、ほかにも遠慮なく。時間は少

しぐらいオーバーしても大丈夫だと思いますから。何か、いただければ。 

（馬場委員） 

 非常に言いにくいのですが、産学連携担当していることもあって。やはり、４

ページの（２）のイのところですが、「地域の中小企業との連携を強化する」と

いうのは、やはりこれは「中小」企業必須ですか。「企業」ではだめですか。 

（楠本委員長） 

 僕もこれ中小企業とえらく断ってあるなとは思いました。 
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（馬場委員） 

 いや、前もそうなのですが企業でだめかなと。これからを考えると、別に大中

小にこだわる必要は全然ないような気がするのです。 

 ただ、大阪の場合は非常に中小企業が多いので、それを見捨てる気かと阪大で

もよく言われます。中小企業は相手にしないのかとよく指摘されるのです。それ

で気持ちはよく分かるのですが。 

（楠本委員長） 

 確かに、こう書くと中小企業だけを相手にしているということになりますね。

私もそれは少し思いました。 

（馬場委員） 

 ここはもう政治的な判断になるのでしょうが。 

（楠本委員長） 

 大阪市としてね、「地域の企業と」というふうにはしていけないかという御意

見ですね。 

（宮本委員） 

 産業でもいいですよね。 

（楠本委員長） 

 なるほどね、ありがとうございます。これは、市が作られるものなので。 

（馬場委員） 

 ちょっとこちらからは口出しがしにくかったのですが。 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございます。 

（森山大学支援担当課長） 

 馬場委員におっしゃっていただいておりますように、まさに大阪における産業

育成、成長というものが、どうしても地域柄、中小企業への育成、支援が主体と

なるところがございます。 

大阪市における、米印にも書いておりますように、地域経済成長プランという

のも、この４月、間もなくスタートいたしますが、そちらもやはり、経済活性化

のためには、そういったところに対するテコ入れがなくてはならないと。当然、
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それ以外にもございますし、それ以外も足りていない部分はあるのですが。まず

核は一つそこであろうというプランニングになっておりまして、それも踏まえた

書きぶりをさせていただいたということはございます。 

中小だけ見ていれば良いのかというとそうではございませんし、大学が高度研

究型の、それこそ研究を進めていくということになりますと、もっと大きな企業

もターゲットにしたような、連携取組みは当然必要だというふうには考えており

ますけれども。中小と書いた趣旨はそういったところにあります。 

（楠本委員長） 

 そのとおりだったのですね。懸念してくださった。 

（馬場委員） 

 大阪市はそうなのだけれど、市大はそうでなくてもいいのではないかと思った

のです。 

（楠本委員長） 

 これは見出しが地域産業との連携になっていますね。 

（馬場委員） 

 ただ、去年の文章があるので、去年中小と書いてあったのに今年はやめるのか

という、それが辛いですね。 

（楠本委員長） 

 前は地域の中小企業と書いてありますね。そうですね。なるほど、これはそう

ですね。ほかにもあればどうぞ、御遠慮なく。 

これを大学のほうに提示しなければいけないのは、いつごろですか。いつごろ

を想定しておられますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 大学のほうには、５月半ばごろに。大学のほうでも、ひと月ほど内部で検討い

ただく期間が必要かと思っています。ひと月ほどとなれば、５月半ばごろを今の

ところは予定させていただいております。 

（楠本委員長） 

 ちょっと早目にやっていただいたので、２８年度中にやっていただいたので、

少し時間があるから、さっき言ったような、委員の中でのやりとりの時間はあり
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ますね。 

（森山大学支援担当課長） 

 それは今御指摘いただいた御意見をもとに、修正案をお作りしまして、場合に

よりましたら、ゴールデンウイークの前後あたりに、もう一度それを御確認いた

だく場というのも設定できるかと思います。 

（楠本委員長） 

 もう１回集まっていただいてと思っておられたのですよね。それをしなくても

済むかというのは、案を作っていただいて、それを皆さんに回して、その御意見

によって決めましょうか。そんなところでよろしいですか。 

 （眞下委員） 

 ちょっとよろしいですか。５ページの医療人の育成のところなのですが。 

昨年度は、人間性豊かで質の高い医療人の育成ということだったのが、今度は

時代の要請に応える高度専門的な医療人材の育成。 

これは、一つの方向性では良いのですが、かなり昨年とは違う方向に目標が設

定されたように思います。むしろ、最近の傾向は総合診療医の育成とか、高度専

門医の育成のところが軌道修正しているっていうのが、社会的な考え方になりつ

つあるところで。あえて高度専門医の育成っていうことをされているということ

で。それは何か、あるのでしょうか。 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。 

（眞下委員） 

 いや、悪いということではないのですが。 

（楠本委員長） 

 これ、変えているというところにね、何か。 

（眞下委員） 

 急に変えたと言うので。 

（楠本委員長） 

 これは、眞下先生ならではの御指摘ですけれど。 

（眞下委員） 
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 高度専門医の育成も非常に重要ですが、それだけではちょっと息が詰まるとい

うところで、見直しをするという危惧がちょっとあるかと思うのです。 

（楠本委員長） 

 この表現はちょっと考えてくださって、これについては先生の意見を聞いてく

ださいますか。特に並べてなかったら、気がつかないことかもしれませんけれど。

並べて書いてあると、目立ちますね。昨年どおりで高度専門的なということを省

いていても、人間性豊かで質の高いというのを残したほうが良いのではないか。 

（眞下委員） 

 それはなかなか難しいと思うのですが、両方が大事かなというのは思いますか

ら。 

（楠本委員長） 

 両方入れると、多過ぎないですか。 

（馬場委員） 

 何か良い単語がある？ 

（眞下委員） 

 時代の要請に応える医療人という形で、ちょっとパンチが足りないのかもしれ

ないですけれども、それで両方のところを埋めるという形もあるかと思いますけ

れども。 

（楠本委員長） 

 質の高い医療人材はいいですね。 

 それじゃあ、今さっき申したようにして、御意見を伺うことにしますので。そ

のときでももちろん結構ですから、また新たに気がつかれたことがあれば、御遠

慮なく御指摘いただけるでしょうか。だんだん読んでいると、また別のところが

目についたりすると思いますので。 

（森山大学支援担当課長） 

 色々御意見いただきまして。姿勢として覚えておくこともあり、実際にこの中

期目標案に具体表現として反映していくべき点もあったと思いますが、文章表現

上の訂正、修正が必要な箇所を７点ほど頂戴したと思います。 

 まず一つは、前文の特に三つ目ぐらいまでの中で、経過を追っているところが
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多いために、設立団体寄りの目線になっているのではないかと。ここを表現上工

夫したらどうかという点がまず１点目かと思っております。 

 あとそれから、４ページの、宮本委員から頂戴しました、大阪市との基本協定

に基づく取組みのところを、「大阪市と締結した基本協定に基づき」という言い

方がいかがなものかという点が二つ目。 

 それから、三つ目が、次の（２）の産学官連携のところで頂戴いたしました、

中小企業に特化したような書き方がどうかというところが三つ目。 

 四つ目が、その次の（３）の社会連携体制の整備の項目が、特出しして何か体

制を設けて、設立するような書き方に映るのではないかという御指摘。 

 五つ目が、今、眞下先生から頂戴しました、高度専門医療人の育成のところの、

今後求められる医療人材についての表現のあり方。 

 それから六つ目が、７ページの、第６の２の、施設設備の整備等に関する目標

と、その下の３の、安全管理危機管理の徹底の中で、施設整備系のものが二手に

分かれていると、安心快適な研究、教育研究環境の整備も２に含ませてはどうか

という御意見が六つ目。 

 七つ目が、同じ第６の３の項の中で、情報セキュリティの強化については、大

きくはリスクマネジメントという概念に包含して表記できるのではないかという

御意見を頂戴したと思っております。 

以上で漏れがございませんでしたでしょうか。 

（楠本委員長） 

 大体そうかと思います。 

（森山課長） 

 そうしましたら、事務局のほうで再度本日いただきました御意見をもとに、修

正案を策定させていただきたいと思います。 

（楠本委員長） 

 ８ページの府立大学との統合に関する目標、これはこれでいいですかね。今の

ところは。はい、それじゃ、いろいろ大事な点を御指摘いただいて、ありがとう

ございました。 

時間を少しオーバーしましたけれども、これで今、事務局から御発言のあった
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ように作っていただくということにしたいと思います。 

 それでは、宿題もありますが、今日の予定は終了しましたので、これで終わり

たいと思います。事務局から、これからのことについて御発言お願いします。 

（森山大学支援担当課長） 

 本日は多々貴重な御意見ありがとうございました。 

今申し上げましたように、修正案を一度考えまして、その結果を委員長をはじ

め、先生方に御提示させていただきたいと思います。それを受けまして、年度が

明けまして、これに対する二回目の場が必要かどうかというのはまた御相談させ

ていただきたいと思います。 

その他も合わせまして、来年度また、冒頭にもございましたように、多数御審

議をお願いしなければならない案件がございます。先生方もお忙しい中のスケジ

ュールでございますので、４月が明けたタイミングで年度の御予定をお伺いさせ

ていただきたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございます。それでは、本日の委員会はこれで終了したいと

思います。いろいろ御意見ありがとうございました。 


