
 

 

平成29年度第１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７月13日（木）午後１時32分～午後３時30分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】馬場委員長職務代理者、桑原委員、竹村委員、田辺委員、眞下委員、

宮本委員 

【大 学】井上理事兼副学長、櫻木理事兼副学長、宮野学長補佐、 

赤井大学戦略室長兼法人運営本部事務部長、折原大学運営本部事務部長、 

柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、柴山戦略拠点担当課長、 

浅井庶務課長、豊田MedCity21運営課長 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、 

     牛尾大学支援担当課長代理 ほか 

                     

 

（小西大学支援担当部長） 

 本日は、お忙しい中、またお暑い中、お集まりいただきまして、まことにあり

がとうございます。ただいまから、平成29年度第１回大阪市公立大学法人評価委

員会を開催いたします。 

 本日でございますが、楠本委員長が欠席されておられますため、委員長の代理

として、馬場委員に委員長職務をお願いいたしたいと思います。 

 それでは早速でございますが、馬場委員、議事進行をよろしくお願いいたしま

す。 

（馬場委員長職務代理者）   

すみません、急に代理を務めさせていただきますので、申し訳ありませんが、

よろしくご協力をお願いいたします。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 本日は、法人から、井上理事兼副学長、櫻木理事兼副学長、そして、宮野学長

補佐にご臨席をいただいております。よろしくお願いいたします。 
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 本日は、お知らせしたとおり議題が２点ございます。 

 まず、１つ目の議題は、平成28年度の業務実績評価でございます。そして、次

に、２つ目の議題として、第三期中期目標の検討がございますので、よろしくお

願いいたします。 

 それでは、最初の議題に入らせていただきます。まず、事務局から、評価の流

れについての説明をお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、ご説明させていただきます。 

 説明に先立ちまして、資料の確認をさせていただきたいと存じます。お手元に

は、資料１と書きましたＡ３の「平成28年度業務実績報告書に関する各委員ご意

見・法人回答」というものが１つ。それから、資料１の別添になるのですが、別

紙で、Ａ４の２枚ものをお付けしております。それから、資料２として「平成28

年度業務実績報告書における自己評価件数表」というＡ４横の１枚ものがござい

ます。それから、参考資料１として「第二期中期目標期間における各年度終了時

の評価について」と、Ａ３の１枚ものの参考資料２で「平成２８年度の成果」。

それから、別冊で「公立大学法人大阪市立大学平成28年度業務実績報告書」。最

後に、資料３として「公立大学法人大阪市立大学中期目標（平成30～35年度）

（案）」をお付けしております。お手元に不足等ございませんでしょうか。 

 それでは、評価の流れについてご説明申し上げます。評価につきましては、参

考資料１の「第二期中期目標期間における各年度終了時の評価について」に沿っ

て行っていただくことになります。第二期中期目標期間中は同じ評価指標を踏襲

しておりますので昨年度と同じではございますものの、改めて簡単にご説明申し

上げたいと存じます。 

 評価は、項目別評価と全体的評価がございます。項目別評価につきましては、

小項目の評価、あと大項目の評価のこの２つがございます。小項目は、ⅠからⅣ

で４段階、Ⅲが「計画どおり」となります。それから、大項目評価につきまして

は、資料をめくっていただきまして、１枚目の裏側、ＳからＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５

段階、Ｂが「おおむね順調」ということになりまして、この２つの評価がござい

ます。 

 小項目評価につきましては、法人の自己評価の妥当性を検証した上で行ってい
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ただくことになります。大項目評価につきましては、５つの大項目ごとに、各項

目にございます小項目の評価を踏まえながら、段階別に評価を行っていただくと

いう形になります。特筆すべき点、今後の取り組みにおける課題点につきまして、

さらに文書による意見付記等も行っていただくことになります。 

 この２つの項目別評価の結果を踏まえまして、法人が重点的に取り組んでいる

事項でございますとか、前年度までの委員会におけます指摘事項に対する取組状

況などを勘案していただきながら、全体的な評価へとつなげていただきます。 

 スケジュールといたしましては、本日は、小項目に対する法人の自己評価につ

きまして、あらかじめ委員の皆様方から頂戴しておりますご意見に対します法人

からのご回答・ご説明を受けまして、自己評価が妥当かどうかのご確認をいただ

きます。ちなみに、法人の自己評価におきましては、Ⅱが１項目、Ⅳが２項目、

それ以外はⅢとなっております。 

 業務実績評価に関する、次の委員会では、法人役員からの意見聴取を予定して

おりますので、自己評価の妥当性について、本日のご議論を終えまして、まだ疑

義が残るもの、あるいは法人にさらに詳しくお聞きになられたいというものがご

ざいましたらその際にご確認いただきます。ここまでで、小項目評価につきまし

ては、ほぼ確定をしていただきながら、大項目評価をおおむね確定いただきます。

その後評価結果の素案を事務局から提示いたしますのと合わせて財務諸表のご説

明を予定しております。 

 さらに、その次の評価委員会、業務実績評価に関する３回目の評価委員会では、

それまでの２回の評価委員会でのご議論を踏まえた評価結果（案）を、事務局か

ら改めてご提示いたします。また、財務諸表の承認に関してのご意見も合わせて

いただく予定でございます。 

 評価の流れ、スケジュールにつきましては以上でございます。よろしくお願い

します。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。ただいま、評価の流れについてご説明いただきまし

たけれども、今回が、その第１回目の小項目について検討していただいて、意見

をいただくということになると思います。本日は、委員の方から事前に意見をい

ただいているものを中心に取り上げて、委員会としての評価として取りまとめて
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いきたいと思っております。 

 評価の検討に入る前に、平成28年度の業務実績についての概要を事務局よりご

説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

（森山大学支援担当課長） 

 平成28年度業務実績の概要につきまして、お手元の参考資料２「平成28年度の

成果」に沿ってご説明申し上げます。 

 平成24年度から始まりました、第二期の中期計画におきまして、平成28年度は

５カ年目になりました。第二期中期計画の期間は、平成29年度までとなっており

まして、いよいよ終盤に入ってきております。６カ年度での目標の達成というも

のを目指しまして、これまでに行ってまいりました取組の確立の期間になってい

るというふうに意識しております。 

 年度計画の取組項目といたしましては、平成28年度は90項目を掲げておりまし

た。平成28年度におきましても、引き続き重点三戦略といたしまして、１つ目

「都市大阪のシンクタンク、「都市科学分野」の教育・研究・社会貢献」、２つ

目「専門性の高い社会人の育成」、３つ目「国際力の強化」。この３つを柱にし

て取り組んでまいりました。 

 その重点三戦略の主な取り組み事項について、こちらのシートでピックアップ

しておりまして、そちらをもって、概要のご説明と代えさせていただきたいと存

じます。 

 それではまず、重点三戦略のうちの一つ目「都市大阪のシンクタンク、「都市

科学分野」の教育・研究・社会貢献」について、ご説明申し上げます。 

 この資料の一番左端になります、都市研究プラザの活動についてから、ご説明

申し上げます。都市研究プラザにおきましては、豊崎・船場・西成・名古屋など

の現場プラザにおきまして、地域と連携して共同事業を継続して実施してまいり

ました。主なイベントとしましては、「踊り研究会」「釜ヶ崎のまち再生フォー

ラム」「藝術のすみか」「先端都市学講座」等がございまして、延べ参加者数は

550名程度となっております。そのほか、平成26年度に文科省から認定を受けま

した、共同利用・共同研究拠点形成事業の一環といたしまして、10件の共同研究

プロジェクトが採択されております。 

 次の、複合先端研究機構におきましては、環境省の帯水層蓄熱事業等を継続し
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て推進しているほか、学術・学際的プロジェクトといたしまして、５つのプロジ

ェクト、12グループが活動しまして、国際シンポジウム等によって、それらの成

果についても発信をしております。 

 続きまして、都市防災教育研究センターにおきまして、ＪＳＴの公立大学防災

センター連携による地区防災教室ネットワーク事業といたしまして、兵庫県立大

学・大阪府立大学とともに、公立大学防災センター連携会議を開催いたしました

ほか、大阪市の阿倍野区・東住吉区・平野区と地域防災に関する連携協定を締結

しております。 

 次に、シンクタンク拠点についてでございますが、市立大学といたしまして、

大阪市を始め、広く社会・市民のシンクタンク拠点としての機能強化を目指して

取り組んでおります。平成28年度には、大阪市と連携協力に関する基本協定を締

結し、そこで大阪市のシンクタンク機能を担うものとして位置づけを明確にいた

しましたのと合わせて、大阪市とは地域福祉等の向上のための有効性実証検証に

関する連携協定を締結いたしました。 

 また、地域課題を解決する対話の場といたしまして、コミュニティ再生（Ｃ

Ｒ）副専攻のテーブルワーキングですとかセミナーを積極的に開催しております

ほか、大阪市の職員人材開発センターの職員研修への実施協力を行っていただく

など、行政のシンクタンクとしての機能強化を図ってきております。 

 次に、中学・高校との教育連携についてですけれども、さまざまな取り組みを

積極的に実施しております。大阪市教育委員会との連携事業でございます「先端

科学研修～化学セミナー～」の実施や、咲くやこの花中学校・高等学校、大阪ビ

ジネスフロンティア高校などへの学生ボランティア派遣や出前授業、また、新聞

社と共催で実施いたしました高校化学グランドコンテストでは、海外チームも含

めて多くのチームの参加があり、そのコンテストの様子につきましては、全国に

ライブ配信もされまして、新聞紙面にも記事として掲載されているところでござ

います。 

 次に、重点三戦略のうちの２つ目「専門性の高い社会人の育成」、中ほどのと

ころでございます。こちらについてご説明申し上げます。 

 従来から引き続きまして、若手研究者・女性研究者の支援、それから、高度専

門社会人育成の取組を推進しております。若手研究者支援につきましては、文科
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省の補助事業「ポストドクター・キャリア開発事業」を継続して行ってきており

ます。当事業におけるインターンシップに８名を派遣し、７名が修了するなどの

実績が出ております。 

 テニュアトラックの普及定着事業につきましては、３年目テニュアトラック教

員の２名が、テニュア審査に合格いたしまして、平成29年度から市立大学におけ

るテニュア教員になりましたほか、テニュアトラック教員４名の年次研究活動実

績評価と中間評価を実施しております。 

 女性研究者支援につきましては、相談窓口事業、それから、メンター制度、保

育サポート事業の実施など、出産・育児・介護といったライフイベントを抱える

女性研究者のサポート体制の推進を図るとともに、女性研究者研究活動支援員制

度によりまして、女性研究者に対する研修支援員の配置などといった取組を行っ

ております。 

 続きまして、右側、３つ目の「国際力の強化」についてでございます。 

 グローバル人材の育成に関しましては、商学部ではインドネシアで現地企業と

学生が共同研究活動を実施、あるいは経済学部ではフィリピンでデラサール大学

とのインタラクティブ教育を実施するといったことなど、各学部研究科で積極的

な国際交流活動に取り組んでおられます。 

 留学支援につきましては、グローバルビレッジにおきまして、「グローバル

塾」、あるいは「Cooking with President」、理事長が参加するクッキング教室

でございますが、「チャイナフェスティバル」などといった国際的なイベントを

開催して学生のグローバル感覚の醸成を図っております。 

 また、「夢基金海外留学奨学金」事業によりまして、47名の海外留学支援を実

施いたしました。海外研修必須化の具体案といたしまして、試行プログラム実施

要領を策定・公募しまして、うち２件について試行実施を行っております。 

 一方、優秀な外国人留学生の確保を目指して、アメリカのウィーバー州立大学

から10名の学生を受け入れ、短期日本語研修プログラムを実施するとともに、日

本語学校やＪＡＳＳＯ主催の留学生向け入試説明会に参加し、留学生向けの広報

活動にも積極的に取り組んでいるところです。 

 そのほか、これらの国際交流を支える安全対策につきましても、ホームページ

やポータルサイトを通じた「留学の手引き」などによる海外渡航時の安全確保に
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関する注意喚起を引き続き行うとともに、海外危機管理の一環といたしまして、

学生、それから教員の「海外渡航登録」システムの本格実施を開始したところで

す。 

 今、申し上げました重点三戦略をはじめとする各取組の着実な実施を支えてい

くために、以前から引き続き経営改革・大学改革にも取り組んできております。 

 この資料でいきますと、下のほうの枠囲みのところになります。 

 平成28年度に設定されました新たな学長スローガン「笑顔あふれる知と健康の

グローカル拠点」の実現に向けた、その具体的な取組を統括する部署を設置して

おります。また、学長裁量経費についても、学長スローガンを推進する経費に重

点配分を行うなど、学長のリーダーシップのさらなる強化に努めておられます。 

 そのほか、大阪府立大と共同で、新大学推進会議、あるいは、法人統合実務者

検討会議を設置いたしまして、大学統合や新法人の概要について検討するなど、

新大学実現に向けた取組も進めておられます。 

 雑駁でございますが、平成28年度の主要な成果報告の概要は以上でございます。

よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者）  

 ありがとうございます。ただいま、平成28年度の業務実績の概要についてご説

明をいただきました。それでは、評価の検討に入らせていただきたいと思います。 

 資料１をご覧いただきたいと思います。 

 資料１は、「平成28年度業務実績報告書に関する各委員ご意見・法人回答」と

書かれた横長のものでございます。ここには、あらかじめ各委員からいただきま

したご指摘・ご質問をその当該の項目についてのみまとめております。 

 この資料の説明を事務局からお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長）  

 あらかじめ、委員の先生方からいただいておりましたご意見につきまして、事

務局のほうで、３つに区分させていただきました。 

 まず、１つ目は、資料をめくっていただきまして、タイトルに「（１）法人の

自己評価にかかわるご指摘・ご質問」と書いてございますが、法人の自己評価に

直接関わるであろうと思われるご意見・ご指摘についてまとめております。ペー

ジでいきますと、これらが１ページから16ページまでございます。 
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 ２つ目は、17ページからになります。「（２）法人の自己評価以外にかかわる

ご指摘・ご質問」としておりますが、法人からの回答を求めるご意見・ご質問に

つきまして、恐らく直接自己評価にはかかわらないのではないかと思われるもの

について、17ページから22ページまでにまとめております。 

 ３つ目のカテゴリーは、法人に回答を求めるものではなくご意見として頂戴し

たと思われるものにつきまして、「（３）法人の自己評価以外にかかわるご意

見」としてまとめております。 

 いただきましたご意見につきましては、本来でしたら全て法人から、この場で

改めて補足説明していただくのが望ましいかと存じておりますけれども、なにぶ

んご審議の時間にも限りがございますので、まずは法人の自己評価に直接かかわ

るであろうと思われる、１つ目の「（１）法人の自己評価にかかわるご指摘・ご

質問」についてご審議いただきたく存じます。その後、時間がございましたら、

「（２）法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問」についてご審議いただ

ければというふうに考えております。 

 資料の構成につきましては、例えば１ページをご覧いただけますでしょうか。 

 左から、小項目の番号、第二期中期計画の内容・年度計画の内容、平成28年度

取組実績、法人の自己評価、その自己評価の判断根拠を記載しておりますが、こ

ちらまでは別冊にございます業務実績報告書から、そのまま転記をしたものでご

ざいます。その右に、委員の先生方から頂戴いたしましたご意見、一番右端の欄

に法人からの回答を記載しております。 

 資料についてご説明は以上でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 はい、ありがとうございます。それでは、今ご説明がありましたように、自己

評価に直接かかわるものが16項目ございますが、これについての検討から入りた

いと思います。16項目ございますので半分ずつに分けまして、最初の半分の８項

目についてご説明をいただいた後に意見交換を行い、残りをその後でということ

で進めさせていただきたいと思います。 

 では、法人からの回答に関するご説明をお願いいたします。 

（井上理事兼副学長） 

 では、井上より、まず１番の項目につきまして説明させていただきます。 
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 資料をご覧になりながら、お聞きいただければと思います。 

 委員の先生方からのご指摘としては、オープンキャンパスについてでございま

す。参加者数や質的な面についてアンケートをとった結果としての満足度などは

上がっているということについてはご評価いただいておりますけれども、そうし

た努力が志願者数や志願者倍率の増加、上昇につながっているかどうかというご

質問でございます。 

 この点につきましては、国公立大学の出願につきましては、大学入試センター

試験受験後にその結果に基づいて行われておりますものですから、志願者数や倍

率というのはセンター試験の難易度等に大きく寄与すると存じております。した

がいまして、入試広報というのが志願者数と直接結びつきにくい環境でありまし

て、むしろ入学後のミスマッチを防ぐ、志願者への本学理解が目的となっている

ところでございます。 

 それと、もう１つ。新入生進路調査から、平成29年度入学者のオープンキャン

パス参加率につきましては46.2％ということで、前年度が41.3％でございました

ので、若干上昇していることも含めさせていただきます。 

（櫻木理事兼副学長） 

 それでは、国際交流を担当しております櫻木から、２つ目についてご説明させ

ていただきます。 

 ご質問は、ここ数年の留学生の総数がほぼ横ばいになっていますけれども、特

にどこかの国に対して、力を入れているところ勧誘しているところがあるかとい

うのが１つ目のご質問。もう１つは、同等クラスの大学と比べて、本学の状況が

長期・短期も含めてどのような状況かということのご質問かと思います。 

 まず、最初の点につきましてですけれども、本学では留学生計画を６カ年計画

で策定いたしまして、特に豊富な人材を擁する東アジア、東南アジアからの積極

的な獲得を目指しております。例えば、タイのバンコクには拠点を置いておりま

す。それから、東南アジアでしたら、ＪＡＳＳＯが主催しております留学生フェ

アに参加するなどして人材獲得に努めております。特に、東南アジア、南アジア

等の正規の学部・大学院留学生が増加しているという点が特徴かと思います。 

 それから、短期留学生に関しても、将来これを契機にいたしまして、交換留学

などにつながることもございますので、語学留学等の受入れも積極的に取り組ん
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でおります。 

 それから、留学生でいいますと、大半を占めておりますのが中国人の留学生で

ございますけれども、以前は全体の80％を占めておりました。近年、全国的に見

ましても、平成23年くらいをピークとしてだんだんピークアウトしている状況で

ございまして、本学もその傾向に沿っているというようなことで、中国からの留

学生はかなり減ってきている傾向にございます。その分、東南アジアを中心に増

えてきているということで、全体としてほぼ横ばい、他の地域を含めまして大体

400名強の留学生を受け入れているという状況でございます。 

（井上理事兼副学長） 

 では、引き続きまして、項目の５番をごらんください。 

 委員からのご指摘といたしまして、学士課程教育に係るものでございます。評

価Ⅲとなっている点について、取組実績の内容が分かりにくいという御指摘がご

ざいます。それと、もう１点として、ＧＣ副専攻の登録者が平成27年度21名、平

成28年度18名ということだが、期待値はどの程度であったのかというご質問でご

ざいます。 

 この２点につきまして、まず、前者でございますけれども、自己評価につきま

しては、計画を変更した項目が実は２項目ございます。これは、自己評価の判断

項目のあたりで見ていただければ結構かと思いますけれども、中段あたりに英語

教育改革についての外部委託の選定というところでございます。それと、その下

にクォーター制がございますが、この２つが計画を変更せざるを得なかったとい

うことでございます。 

 この計画変更の２項目を除きまして、年度計画の達成水準を満たしているとい

うふうに判断したことからⅢとしております。個別の年度計画に多くの取組内容

を記載していることが、かえって分かりにくさにつながっているというふうに思

われますので、第三期以降につきましては、改めて検討させていただければと思

います。 

 それと、ＧＣ副専攻についてでございますが、定員は当初40名で設定しており

ました。平成27年度、平成28年度とも、登録者としては半数程度の数値というこ

とでございますが、本副専攻はカリキュラムがかなり厳し目になっております。

それだけ、学生にとっては負担が多くてハードな科目、授業科目ということにな
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りますので、最初希望する学生は多いのですけれど、実際に登録まで進む学生が

そういう授業内容の厳しさもあって、こちらで期待していたよりも数量的には減

少した数値となっているということでございます。 

 学生の成果といたしまして、海外研修派遣者の語学力というのは、本学で実施

しております共通テストとしてVersantテストというのがございますけれども、

Versantテストの結果からもこちらの期待どおりの大きな成果、向上を見せてい

ると考えております。 

 今後の登録者増加に向けては、これまでの取組を引き継ぎまして、ポータルサ

イトへの掲載であるとか周知ビラの配布を行いながら、新たな方法を検討してい

く予定でございます。 

 続きまして、７・８の項目について５ページでございます。 

 委員からのご指摘といたしまして、大学院共通教育の問題がございました。共

通科目として、２科目を試行しておりました「技術経営者特論」、そして「学

問・大学と社会」でございますけれども、これを昨年度に引き続いて開講したけ

れども、昨年度、科目の内容・受講者数の偏りなどから見て、大学院共通科目と

しては不適切ではなかったかというコメントをいただいております。 

 その際、今後、再検討する旨のご返事を差し上げておりますが、平成28年度も

同じ科目を開講したのはなぜかというのが１点目のご質問かと思います。それと、

平成28年度受講者数など数値的なところを示してほしいと。 

 そして、２点目として、全学教育改革ＷＧ大学院共通教育検討チームで、この

問題について検討したというふうにあるけれども、その検討内容について示して

ほしいということ。及び、経済学研究科で実施しております府大との単位互換の

実績について、それから、法学研究科で院生協議会の要望事項について解決でき

るものは全て実施したとある点についての具体的な事項、内容について知らせて

ほしいということかと存じます。 

 以上につきまして、まとめて回答書を作成させていただいておりますけれども、

まず、第１点目につきましては、ご指摘いただいたのは平成28年７月の法人評価

委員会でございました。その後、ご指摘いただいて対応をすぐに検討いたしまし

たけれども、同じ年度の後期のことでございますので10月から開始される後期の

授業で新しい科目を増やすということはすぐにはできませんでした。 
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 平成28年度は、全学教育改革ＷＧ大学院共通教育検討チームで科目について検

討いたしまして、まず、取った措置といたしましては、「技術経営者特論」につ

きましては、「グローバル経営特論」、副題として「あなたの志は何ですか」と

いう、割と一般の学生にも受け入れられるような名称に変更したということ。そ

れから、新たに大学院生共通で身につけさせることを目的とした「研究倫理」な

ど新たに５科目を開講いたしまして、計７科目を実施することといたしました。

ちなみに、平成28年度受講者とその研究科、学年別数は別紙をご覧いただければ

と思います。 

 それと、経済学研究科の単位互換の問題でございますけれども、2016年度、そ

して2017年度の前期ともに、単位互換制度を活用した大学院生は残念ながら両大

学ともに現在のところ１名もおりません。そのため、この制度を大学院生がより

利用しやすくする方策について話し合う予定にしてございます。 

 また、法学研究科につきましてですけれども、これは具体的には共用コンピュ

ータ室の複合機のＵＳＢ端子設置、教員貸出中研究用図書の大学院生への一時貸

出手続の簡略化、そして、老朽化した大学院生研究室の机・椅子等の備品更新と

いったことが具体的な実行内容となっております。 

 続いて、項目11のところをごらんください。 

 委員からのご指摘として、高度専門社会人の育成のところですけれども、新社

会人大学院「都市経営研究科」は、実質的には「創造都市研究科」の改組だと思

われるが、改組はどういう理由なのか、それから両者のミッションの違いは何か

ということをご質問されております。それと合わせまして、都市経営研究科の開

設年度や規模・内容などはどうなっているかというご質問でございます。 

 創造都市研究科のミッションにつきましては、新しい都市モデルである創造都

市、産業や文化を創出する創造機能で、そうした機能を活発化させることが都市

の再生・活性化につながるということでありまして、それらを担う指導的人材を

養成するということでございます。 

 その都市の問題が極めて複雑化、深刻化しているということで、より一層解決

が迫られております。イノベーションとサスティナビリティの２つをキーコンセ

プトとした都市の創造と経営を目指すということがより喫緊の課題となってきて

おります。 
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 そこで、従来の創造都市研究科を基盤としながら、２つのキーコンセプトから

都市経営の諸課題について、都市を支える主要なセクターの現場で問題解決でき

る、クリエイティブで高い倫理的識見を備えたグローバルな指導的人材を養成す

ることをミッションとする都市経営研究科を設立することとしたということでご

ざいます。 

それと具体的な内容ですけれども、開設年度につきましては平成30年度、つまり

来年度でございまして既に本年６月に文科省に届出をいたしまして、受理されて

おります。規模・内容につきましては、１専攻４コースの内容ということで、入

学定員は56名ということでございます。 

 ８ページをごらんください。16番の項目ですが、学位の質保証の項目でござい

ます。科目ナンバリング制につきましてご質問がございます。科目間の関係を示

し、学生に科目履修順序をガイドするなどの役割を果たすことが期待される制度

と思われるが、実際に学生はどの程度これを活用しているかというのが１つ目の

ご質問。 

 そして、学生を望ましい順序にしたがって、科目履修させるためには、プレ・

レキジット制、つまりある科目を履修するためには、その前提となる別の科目の

単位修得を済ませておかなければならない制度、この制度などを利用するのが望

ましいと思われるけれども、それはどの程度行われているかということでござい

ます。 

 ご指摘いただいたとおり、科目ナンバリングにつきましては科目履修順序ガイ

ドという役割もございますけれども、本学でナンバリングを導入した主な目的と

いたしましては、カリキュラムマップを作成してカリキュラムの点検を行うと。

そして、平成31年度より全学的に導入する予定のＯＣＵ指標というものがござい

ますけれども、このＯＣＵ指標の指標値を算出する際に使用することの２点とな

ってございます。ＯＣＵ指標につきましては、別添の参考資料をご覧いただけれ

ばと思います。 

 本学では、科目ナンバリング導入以前に、各学部の専門課程においてプレ・レ

キジット制は導入されておりますことも特記させていただきます。 

 次の項目が17番になります。こちらも、私から説明させていただきます。 

 これは、大学教育研究センターについてでございます。このセンターのサイズ、
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専任、教員の数などに関してですが、どの程度のものかということが１つ。それ

から、ＦＤ活動などが全学的に定着してきた場合にこのセンターの意義はあり続

けるのかどうか、今後の見通しなどはどうなっているかのご質問でございます。 

 本学の大学教育研究センターは、ＦＤを主目的として設立された組織というこ

とではございません。そこに記載のとおり、非常に広範囲に及ぶ職務とされてお

ります。大学教育に関する研究、調査、企画、提案、提言。それから、大学教育

に係る点検、評価及び改善に関すること。そして、各部局のＦＤ活動の状況把握

等々でございます。 

 このうち、（１）から（３）のミッションを調査研究部門、評価部門、教学・

ＦＤ部門の３部門に分けて、現在４名の専任教員のうち、１名が副所長、残りの

３名が各部門長となっておりまして、各研究科からの兼任教員がこれらに加わる

形で運営しております。ちなみに、この副所長が実質的にこのセンターの全体統

括をする役割を果たしております。 

 近年は、（４）に挙げております、その他事項となっております前条の目的を

達するために必要な事項ですが、これに関する業務量が飛躍的に増えております。 

 各種外部資金の申請、交付決定後の事業運営への参画、機関別認証評価に伴う

各種業務、それから、府立大学との大学統合に関する各種検討ＷＧへの参画、全

学の教育改革ＷＧ、その下にある各チームで改革案の策定への参画、入学者追跡

調査の業務への参画といったようなところで、４名の教員がそれぞれ複数の事

業・業務を分け合って、掛け持ちの形でその任に当たっているのが現状でござい

ます。 

 とりわけ、本年度、平成28年度よりＡＰ事業というものが開始されております。

これは本学における教育の内部質保証の確立に関するものでございまして、今日

の大学教育に課せられた普遍的なテーマでもございます。従いまして、教育の内

部質保証が当センターの今後の活動の核になるものというふうに見通しておりま

す。 

（折原大学運営本部事務部長） 

 事務部長の折原です。私のほうから、項目の21、図書館機能の充実ということ

で、ご説明を申し上げます。 

 年度計画におきまして、電子ジャーナルの経費高騰への対応や６階アカデミッ
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クコモンズの施設整備、関西大学・大阪府立大学との三大学の連携を図書館機能

においても進めるということで、年度計画を立てております。こちらのほうは電

子ジャーナルの購入方針を策定しましたり、６階アカデミックコモンズについて

も、施設整備と運用のルールを決めて今年度の当初から開始しましたりしており

ます。また、三大学の連携事業におきましても、図書館においてお互いの雑誌の

分担保存について協議を行っておりまして、そのタイトルについて選定を行った

ということで、想定しておった水準に達しているということで自己評価Ⅲという

ことでつけさせていただきました。委員からのご意見といたしまして、昨今のＷ

ＥＢでのデータベースや電子ブックなどの影響が増しているだろうということで、

図書館のあり方に関することと、最近10年ほどの図書館予算に関すること、また

電子ブックへの対応といったご質問でした。こちらにつきましては、まず、図書

館といいますのは、学生なり教員が個人で図書館の中で学習するという個の活動

のみならず、昨今は学内外から研究者・学生が集ってディスカッション・知的交

流を行う場という位置づけが高まっております。本学におきましては、５階のラ

ーニングコモンズ、６階のアカデミックコモンズといった学習環境の充実に努め

てきております。まさに、６階のアカデミックコモンズは、開所いたしたばかり

ですので、さらなる強化を図っていかないといけないと思っております。 

 図書の予算につきましては、表を掲げさせていただいておりますけれども、法

人化後の11年間の予算額の規模を示しております。全学の水準は、大枠は大きな

変わりはないというふうに見えるのですが、中身につきまして変化がございまし

て、昨今の電子ジャーナルの価格高騰によりまして平成26年度から全学予算のほ

うから電子ジャーナルの経費を支出するという対応をいたしております。ここ数

年は、この規模のうち大体３割から４割程度は電子ジャーナルの経費というふう

になってございます。 

 また、電子ブックへの対応ですけれども、こちらのほうは電子ブックというの

は、学外からでもアクセスができますし、貸出中というようなことがございませ

んので、検索機能があったり情報共有ができたりというメリットはございます。

けれども、やはりコンテンツがまだまだ少ないということで、特に和書において

はまだまだ少なくて、また価格も割高だということでまだ課題があるというふう

に思っております。 
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 昨年度の秋から冬にかけまして、大型のトライアルを全学的にフリーでできる

ということで実施させていただいたのですが、約3,000の閲覧がございまして、

アンケートをとりながらニーズ調査をいたしました。ここに記載しておりますと

おり、価格やラインナップへの不満や、利用者のタイトルにかなりばらつきがあ

るということで、導入には少し時期が早いという判断をいたしました。 

 ただ、引き続き、他大学の動向でありますとか、教員や学生のニーズを見てい

きながら検討していきたいと考えています。 

（馬場委員長職務代理者）   

ありがとうございました。以上で前半の８項目の説明をいただきましたけれど

も、何か委員の先生方から、コメントやご質問など追加でございますか。今の説

明について、何かご意見はございますか。 

（宮本委員） 

 11番の都市経営研究科は、定員56名とお書きになっていますけれども、従来の

創造都市研究科より増えているのですか。同じような定員なのでしょうか。 

（井上理事兼副学長） 

 従来よりも定員は減らしております。その分を学部のほうの定員へ回しており

ます。 

（宮本委員） 

 教員のほうはあまり変わらないということですか。前の創造都市研究科の先生

方は、引き続き都市経営研究科に移るということで良いですか。 

（井上理事兼副学長） 

 教員につきましても学内で再編を行っておりまして、例えば情報関係の先生方

を工学部のほうに、それから都市共生の先生方については高等教育研究のほうに

といったような学内での再編にご協力いただいています。 

（宮本委員） 

 もう１つ大学院共通科目の件ですけれども、28年度の科目は残念ながら大学院

共通科目にふさわしくないと思いますが、29年度は５科目増やされてということ

ですので期待したいと思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。よろしいですか。あと８項目残っていますので、その
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説明をいただいた後でありましたら再度お願いいたします。少し時間が押してい

ますので、後半の８項目に移らせていただきたいと思います。 

 それでは、残り８項目についても法人からご説明をお願いいたします。 

（櫻木理事兼副学長） 

それでは、31番でございますが国際交流協定に関するご質問をいただいており

ます。大学間の学術交流協定の数はわかりやすい指標であるけれども、それだけ

では十分とは言えない。個々の研究者の海外との共同研究、共著論文の数などを

集計することは難しいのかというようなこと。あるいは、学振とか民間団体から

受けた協働研究助成の件数などを集計することも可能ではないかというご質問を

いただいております。 

 こちらにつきましては、まさに今年度につきましては、この数を集計するとい

うところは、これからの研究、ＩＲの取組として開始しているところでございま

す。第三期の中期計画においては適切に示せるように、ご指摘いただいた点につ

いて検討してよりよい業務報告書の作成をさせていただきたいと思っております。 

（井上理事兼副学長） 

 34番をご覧ください。まずご指摘でございますけれども、留学先を探す外国の

若者が外から見たときに、公表されている研究業績が大きな参考になると。この

活動の意義は大きいと考えられるけれども、このデータベースは学外からアクセ

スしやすいようになっているのかどうかということでございます。 

 この点につきましては、現在、大学内部でデータベースについて色々と検討し

ておりまして、研究者データベースに入力された項目のうちから公表すべき項目

を定めまして、大学のホームページで研究者要覧という形で情報を公開しており

ます。これは日本語版と英語版の両方を作成しております。この両方の研究者要

覧につきましては検索機能もあって、一般の方からもアクセスしやすい環境とな

っていると考えております。 

（宮野学長補佐） 

 学長補佐の宮野でございます。続きまして、36・40・43の年度計画につきまし

てご説明させていただきます。 

 まず、委員の先生方からのご質問でございますが、平成28年度における本学の

公開講座数が189、また、受講者数が約１万名、9,999名ということについて、文
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部科学省の委託調査による他の大学と比べると飛び抜けて多いということで、教

員への負担とか、あるいは教員の意見がどうだったかということ。具体的に、何

人ぐらいの教員が担当したかのという点のご質問。それから、シンクタンク拠点

としての活動につきまして、どの程度の教職員が関わっているのかというご質問

をいただいております。 

 お答えでございますが、まず、公開講座のほうにつきましては、のべ人数でご

ざいますけれども、教員としては231名。これは、講目によりましては外部の先

生にお願いしておりまして、内数ですが外部の先生77名がこの公開講座に携わっ

ていただいております。 

 回数とか、あるいは、人数・参加者のことでございますけれども、本学の場合

は、やはり公立大学ということで、社会貢献の一つとしてこういう公開講座をこ

れまで伝統的に続けてきております。 

 特に、ほかの公立大学と比較いたしますと、例えば近隣の大阪府立大学では、

教員が646名で、本学と同規模の教員の数でございますけれども、そこでは106講

座、また受講者数は本学よりもかなり多くて26,510名といったようなデータがご

ざいます。あるいは、首都大学東京の場合は、教員数が683名のところ283講座で

受講者数が5,771名ということで、多少は本学と前後しておりますけれども、本

学と同規模の公立大学としては、特に飛び抜けて大きいということではございま

せん。他の公立大学と比較しますと、やはり規模が小そうございますので、数的

には本学が少し目立った形になるというふうに考えております。 

 ただ、教員の先生方への負担は、当然我々も考えておりまして、例えば同じよ

うなテーマのものが重なるということもあり得るわけです。 

 具体的に申しますと、大学が担当する公開講座のほかに各部局で開講する講座

もございますので、そういった主体の違いによるダブり感というものもやはり更

正しようということで、今は地域連携センターで一括して精査をして、全体的な

バランスをとるような形にしてきております。 

 それから、このシンクタンク機能についてでございますけれども、こういう社

会連携などに関わってもらう先生方については、ある意味では分野も少し特化し

てしまうところもあるのですが、しかし近年では、例えば防災などの取組では、

全学的な組織として取り組んでおりまして、比較的多くの様々な分野の先生方が
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取り組んでいきたいという形に推移してきていると思っております。具体的には、

大体15％から20％の教員がこの社会連携に関わってくれているというところでご

ざいます。 

 以上が、36・40・43についてでございます。 

 続きまして、その次の41番の項目につきましても、私のほうからご説明させて

いただきます。植物園についてのご指摘でございます。 

 まず、この植物園の元来の設置目的はどのようなもので、それは果たされてい

るかということと、それから、絶滅危惧植物の保護活動が平成28年度はなかった

かというご指摘でございます。 

 まず、本理学部附属植物園でございますけれども、経緯を申しますと昭和16年

に大阪市興亜拓殖訓練道場という名目で設置されております。終戦後昭和20年に、

大阪市立農事練習所という名称に変更がございまして、昭和25年に大阪市立大学

に移管されまして、当時は理工学部でございましたので理工学部附属植物園とな

りました。 

 大学に移管されてからの附属植物園の目標・目的といたしましては、基本的に

は研究施設との位置づけでございますけれども、ご指摘をいただいている絶滅危

惧植物の収集保全はもとより、近年では一般公開をする形で近隣の子供たちの学

習の場であるとか、あるいは住民の方の憩いの場というようなことで、広く利用

されているところでございます。 

 この附属植物園につきましては、平成25年に附属植物園改革検討委員会という

ものを学内に設置いたしまして活動の検討を行ってきました。そういった成果も

ございまして、近年ではこの附属植物園が行う公開講座などにつきましても、数

多くのものがございますし、多くの方に参加をしていただいております。 

 ご指摘の絶滅危惧植物の保護活動につきましては、昨年度は採集地記録のある

絶滅危惧植物３種類を新たに導入したという実績がございます。 

 続きまして、次の50番、51番の項目についても、私からご説明させていただき

ます。これは、産学連携に係ることでございますが、中小企業にかかわる項目が

未達成であるということで、その要因などについてのご指摘でございます。 

 この件につきましては、もともと本学の産学連携につきましては比較的大企業

との連携が多ございまして、中小企業のところがあまりなかったということで、
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目標を比較的大きくとって活動してきているところでございます。 

 中小企業の場合は、どうしてもやはり教員との共同研究を行う中での研究費の

支出というところの困難性もございまして、どうしても共同研究の実績が上がり

にくいということなどがございます。 

 ただ、こういったことを踏まえまして、今年度でございますけれども平成29年

度に、近畿経済産業局の補助金で「中小企業の知的財産活動支援事業」というの

がございます。これは、本学が中心となりまして、あと大阪府立大学、兵庫県立

大学と連携する形で、「大学」とそれから地域の「産業振興センター」、それぞ

れの大学が提携しております「金融機関」、こういった三者が連携をいたしまし

て、教員のシーズと中小企業のニーズをマッチングしましてビジネスプランを提

供するという事業が採択されました。今後、こういう方向で努力をしていきたい

と考えているところでございます。私からは以上でございます。 

（柏村医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 医学部附属病院事務部長の柏村でございます。54番について、ご説明させてい

ただきます。 

地域がん診療拠点病院としての体制強化を図るとともに、がんの新たな診断

法・治療法の開発を推進し、診断及び治療効果の向上を図るという項目でござい

ます。達成基準に挙げました判断根拠を全てクリアしているので、自己評価はⅣ

でもおかしくないかというご指摘をいただいたところでございます。 

 造血幹細胞移植拠点病院事業については今年度も十分な事業実績が得られたも

のと我々も考えておりますが、緊急緩和ケア病床につきましては、平成28年度４

月１日から本施行という形で２床の運営を始めまして、まだ平成28年度のところ

は受入推進過程ということで、まだ始まったところであるという意味合いで、自

己評価はⅢという評価をつけさせていただいたところです。 

 運用につきましては、今のところ順調に進んでいるとは思っておるのですが、

今後の推移も見守っていきたいと考えております。 

 次に、56番のところでございます。人材育成プランの改定についてご指摘をい

ただいております。 

 今年度改定を予定しておりましたが、育成目標達成の過程にあり、今年度の改

定は適切でないと判断したという理由のもと改定を見送ったところではございま
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すけれども、委員ご指摘のとおりプランは恒常的なもので途中の改定も必要なも

のであると我々も考えておるところでございます。経営プランに沿った研修等を

実行していく中で検証を随時行いまして、必要に応じて随時改定を引き続き検討

してきたいと考えておりまして、改めるべき点は改めてまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 続きまして、58番のＭｅｄＣｉｔｙ21のところでございます。 

 ＭｅｄＣｉｔｙ21は開設から３年目を迎えておりますけれども、この間安定運

営を目指してまいりましたが、まだまだ少し厳しい途上にございます。ただ、収

益のところは、順調に右肩上がりにはなってきているという認識は我々も持って

おり、今後とも安定運営に向けてさらなる努力を進めていきたいと考えておりま

す。ご質問の現在の健保組合の契約数ですけれども、一応目標としましては300

件の契約を目指しておる中で、平成29年６月末には271件の契約数となっており

ます。平成29年３月末に、いった329件までの契約に持っていったのですが、こ

ちらは代行機関経由の契約で金額が安い健診コースやこの間ほとんど受診者が来

られなかった企業・団体の契約を一度大幅に見直した結果であり、いったん契約

数は減っております。今後精査をしまして、引き続き新規契約を目標値に近づけ

るべく頑張っていきたいと考えております。 

 次に、これに関連して大阪市職員の共済組合と契約がない、その理由はという

ことですけれども、平成27年度にがん検診の入札に参加したのですが、結果的に、

残念ながら落札には至りませんでして契約を結べていないという状況になってお

ります。 

 そして、３点目の市大教職員の受診状況ですけれども、開設後から平成29年３

月末までで約60人に受診いただいております。こちらは個人的に受診いただいた

人数になります。ただ、今年度から本学の正規職員の大部分が加入しております

公立学校共済組合との契約締結ができましたので、現在のところ学校共済を通じ

て今年度には68名が受診していただくこととなっておりまして、こちらのほうも

引き続き伸びていくものと考えておるところでございます。私からは以上です。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。後半の８項目についても、今ご説明いただきました

けれども、まず、この後半について委員の方からご質問や確認などがあればお願
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いいたします。眞下先生、振るわけではありませんけれども、最後の項目、評価

のⅡのところですね。これに対する説明は今の形でよろしいですか。ちょっと理

解ができませんので。 

（眞下委員） 

大阪市職員共済組合との契約ができなかった、落札できなかったというのは何

か特別な理由があったのか。それとも何か。 

（柏村医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 入札の結果、うちが落札できなかったということです、市との契約は。 

（眞下委員） 

 それは何か大学が持っている、目指しているものに問題があるということを意

味していますか。 

（柏村医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 いえ、単価の問題です。安い単価で落とされたということです。 

（眞下委員） 

 民間の業者にということですか。 

（柏村医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 そうです。一般の競争入札になりますので、入札の結果うちが負けたというこ

とです。 

（眞下委員） 

 入札の条件は、やっぱり価格だけで決まるということですか。 

（柏村医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 価格だけです。 

（眞下委員） 

 はい、了解しました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 評価がⅡというのは、これでもうよろしいですか。 

（眞下委員） 

 私はⅢでも良いと思うけれども、Ⅱという評価で今言われたようなところも含

めておっしゃったと思いますので。 

（馬場委員長職務代理者） 
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 分かりました。先ほどの説明は、やはり収益とか安定運営というところが大き

なポイントになるわけですか。 

（柏村医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 そうですね。特にこの第二期中期目標期間中は安定的な運営というところに達

成水準を置きましたので、我々としてもⅡで仕方がないと思っております。 

 あと、研究面なども含めまして、今後どういった指標を持たせていくのかとい

うのは考えさせていただきたいと思っております。ただ、引き続き収益改善には

取り組んでいくつもりでございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。その他の項目、何でも結構ですのでお願いします。 

（竹村委員） 

 大学に確認なのですが、36・40・43の重点項目の公開講座の件です。回答の中

に関わる教員の数が分野ごとにばらつきがあるということから、今後は社会貢献

活動を教員評価につなげる仕組みについて検討するとなっているのですけれども、

これは具体的に教員評価にどういう形でつなげるのでしょうか。 

（宮野学長補佐） 

 教員の活動記録がございまして、教育研究、それから、社会貢献・地域貢献と

いう形になりますけども、そういった項目ごとにそれぞれの実績を先生方が書き

込むようなシステムがございます。ただ、研究については結構たくさん書き込ん

でくださるのですが、地域貢献についてはなかなか個人の先生方に書き込んでい

ただくことができなくて、それを進めなければいけない状況です。ただ、それに

も増して、先生方に書き込んでいただいたデータに基づいて、教員の活動を評価

するシステムを作らなければいけないわけですが、それがまだできておりません。

それを構築する中で、先生方が教育研究以外に地域貢献として、実際活動してい

ただいたところを評価する、そういうシステムを作っていくということで社会貢

献に多くの先生方が関わってくださるような方向に持っていきたいと考えている

ところでございます。 

（竹村委員） 

 具体的に、今、評価システムがあるわけではないのですね。 

（宮野学長補佐） 
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 個々の教員の活動を評価するシステムは、学長表彰という形で実は今年度でき

まして、その中に教育研究だけではなく社会貢献の項目も入れるという法人とし

ての努力は今年度から始めているところです。 

（竹村委員） 

 一般の企業であると評価が給与へ反映しますけれども、そういう評価ではない

わけですね。 

（宮野学長補佐） 

 そこまでいっておりません。 

（宮本委員） 

 社会貢献を評価されるというのは分からないでもないのですが、これについて

負担感を感じておられる方も先生方の中におられるわけですね。ですから、この

公開講座の先生になるというのを、あまり良いと思ってない先生方にとってはこ

れが評価に入るとなりますともっと強制感が強まるわけですよね。そういう意味

では、先生方のご意見を聞かれたほうが良いのではないかと思います。これを社

会貢献として認めてもらうことが良いと思っている人はおられるかもしれません

が、そうでない方も結構おられると思います。 

（宮野学長補佐） 

 ご指摘のとおりでございますが、教員が自己評価をするときには教育、研究、

それから社会貢献のそれぞれについて自分でエフォートを設定いたします。一方

で、委員がご指摘のように、専門分野によって地域貢献がなかなか難しいところ

もございまして、そういった先生方はやりたくてもやっぱりできないということ

もあって、あまり過度に評価されると自分にとってはよろしくないと考える方は

いらっしゃいます。その場合は当然地域貢献を研究や教育に対するエフォートよ

りも少し低く設定されますので、ご自分が設定されたエフォートに対してどのぐ

らい活動したかということで評価できることからそこは少し是正できると思って

おります。 

（宮本委員） 

 分かりました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。前半からでも結構ですので、全部で１６項目ございま
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すけれども何かご意見ございましたらお願いいたします。 

 今、あらかじめ委員の皆様から色々なご意見をいただいたものについて、話を

進めてまいりましたけれども、以上の16項目について大体よろしいでしょうか。 

 あらかじめ委員の皆様から16項目についていただきましたご意見、ご質問につ

きまして、今法人から回答をいただきました。それについて、皆様にご理解いた

だいたということで、法人の自己評価についてはおおむね妥当であるということ

で委員会の結論とさせていただきたいと思います。 

 それでは、少し時間がございますので次の項目、今の書類の後半部分（２）の

ところですが、「法人の自己評価以外にかかわるご指摘・ご質問」についてまと

めさせていただいております。 

時間の関係上、法人からの個々の説明は省略させていただきますが、ここにつ

いても、何かご意見等ございましたら、説明抜きでご質問、ご討議に入らせてい

ただきたいと思いますがいかがでしょうか。 

（宮本委員） 

 項目16のところで、商学部の卒業要件ＧＰＡ1.0というのが、教育の質を保つ

ためにどれだけの水準なのか、というのを私が質問させていただきました。 

 1.0というのは、単位をとった人はみんなクリアしているのではないか。これ

をクリアしてないというのは、もともと単位をクリアしてないはずではないかと

思います。ですから、この1.0という数字に意味があるのかということです。そ

の点が分からなかったものですからお聞きしました。これについては、回答でも

ＧＰＡ1.0に満たない学生は卒業に必要な単位数も取得していませんと書いてあ

ります。ですから、そもそも1.0以下だったら単位数を取得できないのではない

か。そうすると、1.0を設けることの意味というのは何なのかということを疑問

に思ったのですけれどもいかがでしょうか。 

（井上理事兼副学長） 

 確かにご指摘のように、ＧＰＡで1.0といいますと及第点としては60点が基準

になりますので、それ以下ではいわゆる赤点ということになりますから、単位は

とれないということになります。ですが、この基準を設けていますのは、60点以

下の学生について、１年次から４年次にかけてきちんと履修しているかどうかを

チェックする目安にしているわけでございます。 
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そのあたりがクリアできない学生もいることはいます。そういう学生は、卒業

所要単位がとれないということになるわけですけれども、そういったチェックに

ついて、商学部の場合は特に厳しく点検しているということでございまして、他

の学部でこういう条件を設けているところはございません。 

（宮本委員） 

 これが厳しいのかどうかというのはよく分からないですね。1.0というのは

元々単位がとれてないわけですから、これの意味がどこにあるのか。もしこれが

1.5とか2.0とかであれば分かりますが、1.0というのはどういった意味なのでし

ょうか。 

（井上理事兼副学長） 

 もう少し詳しい事情は商学部のほうに聞かないと分かりませんけれども、実際、

この基準を設けていることによって、卒業できなかった学生も出ております。 

（宮本委員） 

 該当する学生はいませんと書いてありますよね。ですから、もちろんそうだと

思いますが。 

（井上理事兼副学長） 

 ですから、ＧＰＡ1.0に満たない学生というのは、必要単位数も取得できてい

ないわけです。 

（宮本委員） 

 それは、定義上そうなりますよね。 

（井上理事兼副学長） 

 ええ、そうです。 

（馬場委員長職務代理者） 

 要するに、1.0以下だと学校に来ていることは分かるということですか。授業

は受けているということだけがチェックできると、そういう意味でしょうか、 

（井上理事兼副学長） 

それだけではありませんで、色々な科目を履修して、きちんと単位がとれてい

るかどうかの目安にしているのですが、商学部の場合には多学部履修も結構たく

さんございます。他学部でもでもきちんと単位を取れているかどうか、ＧＰＡに

直した場合にしっかりと1.0以上を達成しているかどうか、商学部としてきちん



 

 

－27－ 

と数値で把握したいという思いはあるというふうに思っております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 宮本先生、よろしいですか。 

（宮本委員） 

 結構です。 

（馬場委員長職務代理者） 

 （２）については、自己評価以外にかかわるということですが、例えば第三期

中期目標を策定するときなどに参考にもなると思います。 

（桑原委員） 

 大学院のあり方についての将来展望について、少しお聞きしたいと思います。 

 昨今、非常に大きな問題になっております大学院における法曹養成についてな

のですが、大阪市立大学だけではなくて私たちの大学もそうなのですが、充足率

が極めて低いですよね。法学研究科の法曹養成専攻は平均で0.35ぐらいですか。 

 市立大学では色々と努力されておられるようで、臨床教育の科目として中小企

業向け法律相談をやっておられます。市立大学の弁護士と実務家教員が中心とな

って、そこに受講生が入るという実践的な勉強をしておられるように、色々と努

力されておられると思うのですが、もっと根本的にどういう展望を法学研究科、

法曹養成専攻について持っておられるのでしょうか。 

 私どもの大学でも、はっきり申し上げまして必ずしも黒字ではないのです。お

そらくセグメント別にすれば、市立大学も同じだと思います。やはり根本的に法

務省の考え方とか、文部科学省の考え方というのを読んでいかないと、市立大学

も困っていくのではないかと思います。 

 そして、法学研究科というものは大阪市立大学にとって非常に伝統的な学科で

すよね。大阪府立大学の統合、あるいは大阪市立大学の存続といった課題の中で、

どういうふうに展望されておられるのかなという気がします。 

（井上理事兼副学長） 

 これは本学だけの問題ではございませんけれども、なかなかロースクールに入

学してくれる学生が増えないというか、むしろ減少気味でございます。なんとか

受験生を確保したいということで、昨年度この件につきましても検討いたしまし

て、応募倍率を上げるためにどうするのかという点について授業料を値下げする
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などの支援策は検討しているところでございます。 

 今後について、ロースクールをどういう方向に持っていくかということにつき

ましては、まだ見通しを立てるまでの具体的な計画までの議論は煮詰まっていな

いところではございますが、少なくとも現状は維持したい、文部科学省の定める

基準をクリアするところまでは頑張りたいという考えでございます。 

 そのために、法学部出身の、既に法曹の資格を取られたＯＢの方を中心とした

バックアップなどの支援策もなされておりますので、そういうところにも対応は

しております。 

（桑原委員） 

それとやはり並行して考えられるのは、前期課程の法学研究科の人数ですね。

それを増大させるためにも、企業や法務局などとの連携も考えていかないといけ

ないのかという気もします。 

（井上理事兼副学長） 

 そうですね。前期課程からその先ずっと弁護士など法曹の道を歩むというキャ

リアのみでは限界があるということははっきりしてきておりますので、一般の企

業や法務関係の事務所といったところへの進路についても法学部で広く模索して

おります。 

 ただやはりどうしても法曹養成を中心とした仕組みになっておりますので、逆

に一般のほうに力点を置くという切り替えもすぐにはできないところでありまし

て、しばらくはやはり法曹養成という本来の趣旨を堅持していくという方向でま

ずは頑張っていくこととして、文部科学省の基準をクリアできなければ、その時

点でもう一回改めて検討することになろうかと思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 それでは、大体の審議が終わったと思いますので、業務実績評価に関する審議

はこれまでとさせていただきます。この業務実績評価に関しましては、最初に事

務局からも説明がございましたが、次回は法人側から理事長以下役員が来られて、

意見聴取するということになりますので、委員の皆様から出ました今回の議論に

おける意見も、まだ事務局で整理をしていただいて、次回に備えていきたいと思

います。 

 もし、皆様方の中で評価の妥当性について法人に改めて確認すべき事項、ある
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いは、今回いただきました議論の中で法人に意見聴取すべき事項、あるいは、昨

年度の評価で指摘した事項などについて法人に対して直接確認すべき事項があり

ましたら、次回実施したいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは、次の議題に移らせていただきたいと思います。次の議題に移る前に、

事務局から何かございますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 業務実績評価にかかわりましては、ご質問・ご指摘いただいた事項を中心に、

ほぼ自己評価は妥当ではないかという方向でただ今お話しいただきましたけれど

も、業務実績評価につきましては次の回もございます。次回、法人からは理事長

をはじめ、役員の出席を予定しております。評価全体にかかわってさらにお聞き

になりたい事項、あるいは本日の議論を踏まえましてさらに詳しくお聞きになり

たいと思われた事項などにつきまして、ご意見をいただきたいと考えております。 

 今回の第１回が始まる前にご意見を頂戴しましたものについては、本日お答え

させていただきましたもの以外もございます。それにつきましては次回に意見聴

取させていただく事項として予定しておりますけれども、本日の議論も含めまし

て、さらにお聞きになりたいというものがございましたらご意見いただきますよ

うお願いいたします。 

 短い時間で恐縮ではございますけれども、さらにご質問、ご指摘がございまし

たら、７月２６日、再来週の水曜日までにご意見を賜りたく存じております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の議題に移らせていただきます。 

 本日は、もう一つの議題として、第三期中期目標（原案）の修正案の提示がご

ざいますの。まずはその説明をお願いしたいと思いますが、この件に関しまして

は、３月に中期目標の骨子についてこの委員会で検討を行いました。４月以降、

本委員会での議論を踏まえまして原案を作成し、それを元に、市から法人に対し

て意見聴取をされていたところでございました。先月末に法人から意見も返って

きたということですので、本日はその意見を踏まえて中期目標の検討を行いたい

と思います。 

 それでは、事務局からの説明をお願いいたします。 
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（森山大学支援担当課長） 

 それでは、資料３をご覧いただけますでしょうか。 「公立大学法人大阪市立

大学中期目標（平成30年～35年度）（案）」になります。 

 ただ今委員長職務代理からもご説明いただきましたが、３月末に評価委員会で

ご議論いただきました内容を反映しまして、さらに委員の先生方にも個別にご意

見をお伺いしてまとめたものを、第三期中期目標（原案）として資料の左から２

段目に記載しております。 

 この評価委員会でのご議論を踏まえた原案として法人に意見照会をいたしまし

た。法人から返ってまいりました意見につきましては、その理由も付しまして、

原案の右側、「意見聴取」と書いております欄に記載しております。 

 さらに、その法人からの意見を踏まえまして、事務局で修正が必要ではないか

と思われるところに手を加えまして、第三期中期目標（修正案）を資料の一番右

側の欄に記載しております。 

 市側から、法人に意見照会をいたしまして以降、法人におきましては、予算面

も含めた色々な観点から、中期目標の原案に対して幅広く議論をしていただいた

と伺っております。具体的には、資料３の「意見聴取」の欄に書いております９

項目につきまして、法人から意見、回答がございました。 

 基本的には、この法人の意見や修正理由を配慮いたしまして、原案の修正を行

ってはどうかと考えております。ただし、大阪市側での検討の結果、何点かにつ

きましては法人の意見をそのまま反映という形にはせず、原案を生かしたり法人

からいただいた修正案にさらなる修正を加えたりしてはどうかという点もござい

ます。 

 それらの点について、具体的にご説明申し上げます。教育に関する目標、資料

の１枚目の裏になります。原案では、社会貢献、地域貢献の項に書いておりまし

た中等教育との連携につきまして、国におきます高大接続改革の動きを踏まえて、

「（２）教育内容」の中に加えてはどうかという修正の意見。それから、

「（４）教育の質保証」について、文章表現の修正を行ってはどうかという意見

を踏まえて考えております。 

 また３ページの「（７）学生支援体制等の充実」につきましては、学生の支援

にあたっては、体制の充実にとどまらず、ソフト面も含めた幅広い取組の充実を
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考えているという法人の意見がございました。そちらの意見を反映させながら、

読みやすい文章になるように再修正を加えた案を事務局の修正案として考えてお

ります。 

 続きまして「社会連携に関する目標」、それから、「附属病院に関する目標」

についてですが、法人の意見を踏まえまして、３項目について修正を加えており

ます。資料は４ページです。「３ 社会連携に関する目標」の「（１）地域貢

献」の「イ 大阪市との基本協定に基づく取組」についてですが、大学は教育研

究機関であって、その大学が有する機能の一つとしてシンクタンク機能を果たす、

という法人の考え方に沿いまして修正を加えております。 

 続きまして５ページ、「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標」の

「１ 運営体制」についてですが、もともと第三期中期目標（案）の作成に当た

りましては、全体的に項目の精査を行って整理統合を図るというコンセプトを持

っておりました。この項目につきましてもその一つで、現中期目標の（１）と

（２）をまとめて設定しておりました。その点につきましては、法人内でも議論

があったという旨も伺っておりますけれども、結果として法人から回答がありま

した内容としては２点ございます。 

 もともと理事長兼学長のトップマネジメントと表記しておりましたけれども、

正しくはリーダーシップではないかという点。次に、「さらなる体制の見直し」

と書いてある部分については、この文章の中で重複した表現となっているのでは

ないかという点。これらについて、法人の意見を反映いたしまして文章を修正し

ております。 

 なお、文章の構成につきましては、原案のほうが運営体制という題目に沿う形

だと考えておりまして、原案どおりとしております。 

 続きまして、６ページの「２ 組織力の向上」ですが、この項目につきまして

も、法人の意見を踏まえまして教職員の顕彰などについて文言を加えております。

けれども初文の修正についての法人からの意見につきましては、多様なスキルを

持った人材を確保するための多様な制度構築であると法人から伺いましたので、

原案のままであったとしても趣旨は同意ではないかと考えておりまして、原案を

生かした形としております。 

 最後に、７ページの「第６ その他業務運営に関する重要目標」の「法令遵守
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等の徹底」についてですが、昨今の時代要請に沿っての地方独立行政法人法の改

正といった背景もございますことから、法人の意見に沿った修正を加えることと

したいと考えております。以上でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ただ今説明がございましたけれども、中期目標の原案の修正、また再修正につ

いてご意見等ございましたらお願いします。 

 今までの経緯の再確認ですが、３月末にこの委員会で議論をして、その意見を

反映したものを法人に意見照会をして、その意見を反映した修正案が上がってき

た。その後、また市のほうで、その修正案に修正を加えたものが今回の資料であ

るという理解でよろしいですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 繰り返す部分もあって恐縮ですが、３月末の評価委員会でご議論いただきまし

た際にご意見をいただきました分につきましては、楠本委員長の下で事務局と文

章について修正を加えて、委員の先生方にもご確認いただくということで事務局

にてお預かりさせていただきました。楠本委員長と事務局の間で修正をいたしま

して、４月に各委員の先生方にも個別にご確認いただいたものを原案という形で、

法人に意見照会をさせていただきました。 

 その後、法人内で意見を聴取されまして、６月末に原案に対する法人意見とい

うことで返ってまいりました。その法人意見を踏まえたものに、事務局でさらに

筆を加えてはどうかというものを、一番右端の欄に修正案ということで載せてお

ります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 何か確認ことはございますか。 

（宮本委員） 

 ６ページ目の人材育成のところで、法人の意見は、「人材を確保するために多

様な制度を構築する」となっていますね。一方で、事務局の案では「多様な人材

を確保するための制度を構築する」となっていますが、これはどう違うのでしょ

うか。 

（森山大学支援担当課長） 

 この点について法人確認いたしましたところ、趣旨としては多様なスキルを持



 

 

－33－ 

った人材を確保したいと。そのためには多様な制度を構築していく必要があると

いうことで、法人としては「多様な」をどこに置くかということについて、「制

度」を形容したほうがはっきりするのではないかという趣旨であったと聞いてお

ります。 

 ただ、人材の確保とだけ書きますと、どういう人材かというところが逆に明ら

かにはなりませんし、そもそも多様な人材を確保するということであれば、当然

ながら制度も一つではなく、多様な制度ということが求められていくであろうと

考えられますことから、事務局では法人からの修正意見があったところではあり

ますが、「多様な」を前の「人材」のほうにかけるという形でご提示させていた

だいております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 臨時の委員長ですのでなかなか言いにくいのですが、そもそも今回は目標を定

めるということであって、計画ではないですよね。ルールからいくと、大阪市か

ら大まかな目標として中期目標を提示する。それに対して、法人が検討して具体

的に中期計画を作り上げるので、中期目標の基本方針としては第二期に比べると、

よりフレキシブルでシンプルなものにしたいという考え方でよろしいでしょうか。

そもそもの考え方を再度説明していただくとありがたいのですが。 

（森山大学支援担当課長） 

 先ほど申し上げた点、項目が詳細にわたり過ぎているのではないかという点に

つきまして、第二期中期目標期間中に委員の先生方からも何度かご意見を頂戴し

たこともございます。そういう意味で、委員長職務代理者がおっしゃったように、

フレキシブルに対応できるような幅も持たせながら、各項目について整理、統合

を図っていこうというのがコンセプトの一つでございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 私の個人的な感想を言って良いかどうかは別として、今回は目標なので、でき

るだけ細かいことは入れないほうが良いのではないかと感じました。少し読ませ

ていただいて、何か非常に細かい内容まで入れてあるところもあるなという気が

します。あくまでも目標なので、もっと大まかに余り細かいことを入れないほう

が良いのではないかと思います。 

 先ほど議論になっていた、多様な人材の確保というところも、顕彰や評価など
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は計画に記載する内容のような気がします。顕彰もそうだし、評価も制度も、実

は多様な取組の一つではないかと思うので、こういった具体的なものは、できれ

ば計画に入れたほうが実施する側も楽になるように思います。目標に入れてしま

うと、後々修正ができなくなるのではないでしょうか。やはり目標に記載する意

味というのは非常に大きいように思えます。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。確かにご指摘くださったように、第三期中期目標の素案として３

月末にお示しさせていただいたときに、第二期中期目標には手段まで書いてある

ところもあるので、手段については、目標の指示を受けた法人の側で柔軟な発想

で考えればよいという考えのもと、できるだけ省く方向にするということは、事

務局からも確かに申し上げておりました。例えば、先ほどご指摘いただいた組織

力の向上のところでしたら、モチベーション向上や職員の能力の向上のために、

多様な取組を行っていただきたいというのが目的であって、顕彰あるいは評価制

度というのは、目的を達成するための多様な取組の手段に近いところもあるのか

もしれません。 

（馬場委員長職務代理者） 

 目標の場合は、できるだけ文章は短いほうが良いのではないかと思います、長

い文章にすると、それに引きずられてしまう。言い方は悪いかもしれないですが、

非常に瑣末なことまで書いてしまうと、後で目標に記載されているではないかと

言われてしまうと、身動きがとりにくいのではないでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

 ６年という、一定の中期的な幅のある中で、取組も少しずつ年次に合わせて変

わっていくところもあると思いますし、法人のご意見を踏まえた顕彰、あるいは、

もともと市側で書いていた評価制度というのは、一つの事例でもありますので、

そこを省いたとしてもこちらの求めているものは変わらないと思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 評価するときにこういった記載があると、顕彰や評価方法に対して、ここで評

価をしないといけなくなると思います。この委員会はあくまで目標に書かれてい

る内容に対して、評価するために議論をする委員会だと私は理解をしていますの

で、もし目標に書いてしまうと、それをベースに評価をしますというのが評価委
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員会の立場であると思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 顕彰や評価制度を実施しなくても良いということではなくて、評価の際にそれ

自身を評価するということになってしまわないかという懸念でのご指摘だと思い

ます。確かに教職員の評価については別の項目でも触れておりますし、ここでは

フレキシブルな目標として設定し、法人がそれを受けて柔軟に対応するというこ

とを考えますと、多様な取組を行うという末尾の目的の実現には明記しなくても

支障はないと思っております。 

（田辺委員） 

 委員長職務代理者がおっしゃったことは確かにそうだと思うのですが、先ほど

の人材育成のところですとその手段を記載するかどうかというところについては、

法人に対しての目標のはずなので、この「教職員が共に経営参画する意識を醸成

する」という表現は、教職員に求めているのか、教職員に醸成してもらうために

法人に求めているのかというのが、少し判別しにくいと思います。読みようによ

っては、教職員に直接求めているようにも読めるので、個人的には違和感があり

ます。 

 あと、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」の、もと

もと原案のところでもそうなので問題なく取り組めるかもしれないですが、「運

営体制の一層の充実を図る」となっている部分について、リーダーシップを発揮

するための組織を既にたくさん作っておられる中で、「運営体制の一層の充実」

とすると、取組ではなく何か新たな体制整備を、まだ求め続けますというように

読めてしまいます。リーダーシップを発揮していくことを求めるというのが分か

るような文言にされたほうが、委員長職務代理者がおっしゃっていたように計画

も立てやすいですし、評価もしやすいのではないかと思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 まず、「組織力の向上」の部分につきましては、ご指摘いただいたように、教

員一人一人がそういう意識を醸成することを、直接市側から求めているわけでは

なく、そういう意識醸成ができるような法人の取組を求めているということにな

ります。ここについては文章を再度考えてまいりたいと思います。 

 それから２点目の「運営体制」のところですが、ご指摘のとおり、これまでも



 

 

－36－ 

リーダーシップを発揮するための組織運営体制というのは、第二期中期目標期間

中にも色々と取り組んでおられます。ただ、それが第三期を迎えるにあたって終

わりということではなくて、第三期に向けて本部体制制度の見直しについても取

り組んでいくという動きも聞いておりますので、それらも踏まえまして「運営体

制の一層の充実」と書いております。ただそれだけが指示すべき目標かといいま

すと、リーダーシップの発揮の仕方はほかにもございますので、それらも含めた

表現を検討しようと思っておりますがいかがでしょうか。 

（田辺委員） 

 ここで、目標として市が求めるのは、リーダーシップを一層発揮して運営して

くださいということだと思いますので、その手段として体制を整備するのか、も

っと予算をつけるのか、おっしゃったように色々とあると思います。指示の目的

がリーダーシップを発揮して効率的に運営していくことだと分かるように結んで

いただければ良いと思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 こちらの項目は、「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標」ですので、

ここでは運営体制のところをメインに取り上げているのですが、広くリーダーシ

ップの発揮ということになりますと、記載する場所についても再検討が必要かと

考えております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ３月の評価委員会の議論では、前文のところが大分議論になったような記憶が

あるのですが、少し長いのでお読みいただいて後日意見を申し上げるのはまだ間

に合いますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 この中期目標の案につきましては、次々回の評価委員会で最終意見を頂戴して

確定していきたいとに考えております。それと、本日いただいたご意見に加えま

して、また次回までにご意見をいただきましたら、それも含めた再々修正案とい

うのも可能だと思っております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 先ほども少し申し上げたのですが、我々の委員会は、どう評価するかという観

点に立って中期目標を読ませていただかざるを得ないと思いますので、大阪市と
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法人でよく調整をしたうえで出来上がったものに対して意見を言うことができれ

ばそれで、時間的に間に合うかどうかは別として一番良いかと思います。その辺

りも含めて、もう一度検討いただければと思いますが、そういうことでよろしい

でしょうか。委員の方から、具体的でも結構ですし全体の方向でも結構ですので、

何かございますか。大体予定していた時間に来ていますけれども、そうしました

らここで終えさせていただきたいと思います。事務局からご連絡等ありましたら

お願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 特にございませんので。本日はありがとうございました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 それでは、これで終了させていただきます。今日はどうもありがとうございま

した。また、拙い代理でご迷惑をおかけしました。 


