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平成22年度第4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23年１月27日（木）午後３時～５時30分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第８共通会議室 

出席者： 

【委 員】（五十音順） 

松岡委員長、種田委員、岡野委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員 

【大阪市】 

村上総務局長、上田行政部長、山内大学支援担当課長、折原総務担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

桐山副学長、宮野副学長、浅井大学運営本部長、 

赤井経営戦略担当課長、川上医学部・附属病院庶務課長 

 

○開会 

（上田行政部長） 

ただいまから、平成22年度 第４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。 

昨年は、年度評価に加えまして事前評価のご審議、そして本年は早々から、次期中期目

標・中期計画の策定に向けたご審議と、委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、ご

協力いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 

本日は、議事に入ります前に、大学法人よりご報告事項がありますので、冒頭、お時間

をいただきたいと思います。大学よりお願いします。 

 

（浅井大学運営本部長） 

市立大学の大学運営本部長の浅井でございます。お時間をいただきましてお詫び申し上

げたいと存じます。 

マスコミ報道でも既にご承知のことと思いますが、この度、医学部附属病院におきまし

て、血液型Ｂの患者にＡ型の血液を輸血するという事故が起きました。このような、市民

の信頼を損なう事態を招きましたことを、深くお詫び申し上げます。今後、外部委員も含

めた医療事故調査委員会におきまして、原因を究明いたしまして、二度とこのような事態

が起こらないよう、再発防止策を早急に策定し、実施してまいります。 

市民の信頼回復に努めてまいる所存ですので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

以上でございます。 

 

（上田行政部長） 

それでは、松岡委員長、議事進行よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

それでは、第４回評価委員会を始めます。 

本日は、法人より桐山副学長と、宮野副学長にご臨席いただいております。よろしくお
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願いいたします。 

去る９月30日の評価委員会の最後に、事務局からスケジュールの説明がありましたが、

大阪市が、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あたっては、「予

め法人評価委員会の意見を聴く」ことと定められております。 

現段階では、まだ骨子の状態ではありますが、評価委員会と市、大学法人の３者で意見

を出し合いながら、良いものに仕上げていきたいと考えていますので、冒頭、事務局から

もありましたが、委員の皆様のご協力をお願いします。 

 

さて、本日の議題ですが、初めに、市立大学の現状について、法人にもご出席いただい

ていますので、その説明を受けたいと思います。 

中期目標を策定するにあたりましては、大阪市立大学を取り巻く諸状況、大学の現在の

立ち位置についての客観的な分析、及び関係者、いわゆる「ステークホルダー」の意向等

について調査する必要がある、というお考えのもと、市立大学の現状分析を行っていただ

きました。本日は、評価委員の皆さんと中期目標の骨子について議論いたしますが、その

前に、自己分析の説明を受け、それから次期中期目標の骨子についての審議をいたします。 

 

それでは資料１－１「大阪市立大学の分析」について、法人より説明をお願いします。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

大阪市立大学経営戦略担当課長の赤井でございます。 

資料１－１として別冊になって、尐し厚くなっております。時間も限られておりますの

で、主要な個所をピックアップしてご説明いたします。 

 

この分析は、先ほどご紹介ありましたように、大学のステークホルダーと呼ばれる、受

験生であったり、就職先の企業であったり、あるいは、大学に所属の学生であったり教員

が、どういった意見を持っているか、どういったイメージを持っているか、そういったこ

とを中心に、特に人材育成について分析したものでございます。それに加えて、財務の状

況ですとか、産学連携等々、また各学部・研究科の特徴につきましても、研究科のヒアリ

ングを元に分析しております。 

中身は、全体編と学部・研究科編に分かれておりますけれども、全体編を中心にご説明

いたします。 

 

１ページから３ページくらいまでは、現在の大学をめぐる状況を簡単に照会しておりま

す。２ページのグラフですが、皆様良くご存じかと思いますが、1960年当時は、大学への

進学率は15％程度であったものが、2004年に50％を超えるということで、進学率は徐々に

伸びる一方で、子供の受験者数は、尐子化の流れの中でどんどん減ってきている、という、

２つの特徴を示してございます。３ページには、1960年当時と、2008年度の進学の状況を

示しておりますが、ほとんどの方が高校へ進学され、さらにそのうち55％が大学・短大へ

進学される、ということでして、言い方を変えれば、大学を選ばなければ、どなたでも大

学へ入ることができる、いわゆる「全入時代」と呼ばれる時代になってきております。 

一方で、尐子化の流れの中で、親御さんのエネルギーが子供に注がれるということもあ
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りまして、大学生の特徴としまして、自立といった視点ではかつての学生のイメージから

乖離してきているのではないか、というのが現状でございます。 

次の４ページでございますけれども、ここは一つの切り口を捉えているだけでございま

すが、学部の入学者に占める成人の割合という言い方をしておりまして、OECD加盟の他国

と比べまして、日本の大学における成人、25歳以上の学生というくくりをしておりますが、

これが非常に尐ない。アメリカなどでは社会人だけの大学というものもございますけれど

も、外国では大学が市民に開かれ、市民の財産になっているということを示しているので

はないかと思います。一方で、尐子化という日本の流れの中では、マーケット、つまり学

生が減っていきますので、特に私学では、そのために新たなマーケットを開発するという

意味では、社会人の獲得や留学生の獲得が一つの戦略として浮かび上がってまいります。 

 

５ページ以降は、高校、予備校のアンケートから、と書いてございますけれども、大阪

市と共同で、この間、市大へ来ていただいている上位50校、実は、50校で全学生の約45％

を占めます、そういう沢山学生を送り出していただいている高校、あるいは、大阪市大を

ターゲットとした模試等をされている予備校にアンケート調査を実施しました。そのアン

ケート調査の結果を並べておりまして、集計については後ほどご覧頂きたいと思いますが、

８ページから主な意見を記載してございますので、お開きください。 

まず８ページの高校アンケートですが、どういった方が市大を志望されているかという

ことで、気に入った学部学科があるとか、立地条件、それから総合大学であるということ

が志望理由に挙げられております。併願状況を見ますと、神戸大学が一番多く、私学です

と同志社、立命館が挙がってございます。ただ、今の受験生の動向を先生に伺いますと、

地元志向、現役志向という状況でございまして、経済的な側面もあるかとは思いますが、

ワンランク上の大学への挑戦を避けて、通学圏の国公立という観点で、市大の存在感が大

きい、ということでございました。特に医学部、生活科学部などは、資格取得につながる

ということで人気が高いということと、総合大学というのがもう一つの側面でして、たん

に色々な学部学科があるというだけでなく、いろんな方向を目指す学生と交流できるとい

うことが、人材育成上のメリットである、と高校の進路指導の先生方は仰っております。 

次に、市大を希望する生徒のイメージでございますが、どちらかというと「まじめでコ

ツコツ」裏返すと、チャレンジしない、おとなしい、という印象の子が多いという意見を

いただいております。 

９ページは、大学の広報についてですが、生徒は様々な情報源を持っておりますが、や

はり実際に雰囲気を感じることのできるオープンキャンパス、先輩の話、出張講義、こう

いったものが大きく影響してくるようです。アピールによって大きく印象が異なってまい

りますので、入試戦略としては大切であると感じております。それと、今色々と話題にな

っております府大との関係でございますが、府大では、今、早急な再編をされております

が、それについては、中身がよく見えずデメリットが多いという意見をいただいておりま

す。 

最後に市大への要望ということで、今までの多様性を大事にしてほしい、情報発信の早

期化・内容の充実をしてほしい、国際力を高めてほしい、といったご意見をいただいてお

ります。 
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11ページからは予備校でございます。同じようなご意見でございますが、どちらかと言

うと受験にシフトした意見をいただいておりまして、市大志望者の状況としては、入試科

目が非常に選ばれやすいですとか、大学情報についても、大学広報とは別に受験生広報の

ようなものをもっと積極的に出してほしい、特に保護者は、インターネットよりも紙ベー

スの資料を求めるので、そういったことにも配慮してほしい、ということでございます。 

11ページ、府大との関係も、高校の先生方と同じような意見が多くございます。市大へ

の要望としては、受験としてはいわゆる良いポジションにいるけれども、地元へのプレゼ

ンスが非常に弱い、ということや、産学連携の取組や、関西への就職率が高いのでそのあ

たりの情報をきちんと出してもらいたい、という要望をいただいております。 

 

ここまでがアンケートでございまして、12ページから入試の状況を入れてございます。

まず出願者数ですが、市大と府大とを比べたのが12ページでございます。これで見ますと、

市大が若干落ちてきておりますが、府大は波があるようでございます。13ページでござい

ますが、市大は、二部の募集停止を行ったり、生活科学部や看護学科などで、入試制度、

後期試験を廃止したりしておりますので、そこが落ちてくるのはやむを得ない所でござい

ますが、13ページの青い線、一部の前期、入試制度を変えていない所で、若干ではござい

ますが、落ちてきている傾向が見られます。これはどういうことかということを検討した

のが、14ページ以降でございます。 

どこで落ちているのかと言いますと、10年間の推移ですと、関西以外から出願者の落ち

込みが著しい。地方の国立大学の志願者が増えてきておりますので、色々な理由があるか

とは思いますが、そのあたりの影響が出ているのではないかと考えております。Ｂのライ

ンで、市内の高校からの受験者数が若干減っておりますが、これを市民はどうかと見ます

と、古い資料が無くて15年度からになりますが、15％が14.9％とほとんど変わっておりま

せんので、市民の数は減っていないけれども、市内の高校からの受験は減っている、とい

うことになります。 

地元率がどのくらいかというのが、次の資料でございまして、地元率が非常に高い市大

ということで、44％近くが地元から来られておりまして、府大と比べても多くなってござ

います。 

次に、16ページに移りまして地域別の状況でございます。合格率を示しておりますが、

全体的に大阪府内、市内が低くなっております。色々要素がございまして、近い所に大学

があるので、チャレンジで受けてみるという学生さんが結構おられるのではないかという

ことで、一概には言えないと思いますが、学力面で他府県と比べたのが17ページでござい

ます。特定の科目に絞っておりますが、市大を受けていただいている受験生の比較でござ

います。市と府の全体的な学力が尐し下になっているというデータでございます。 

18ページは入試の難易度でございますが、各学部の偏差値が他大学との比較でどのあた

りにあるかということでございますが、だいたい、神戸大学の下あたりに載っている状況

でございます。府大と比べますと、文系では経済学部がございますが、市大が上、逆に理

工系については、だいたい同じかやや下という状況になってございます。 

19ページでございますが、市大の特徴をよく表しているデータでございまして、入学辞

退率、つまり、合格したけれども入学しなかった学生の率、あるいは、退学率、つまり、

入学したけれども卒業に至らなかった学生の率、この２つのデータが、非常に低くなって
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おります。ほとんど国立大学並みになっておりまして、例えば入学辞退率は、府大だけで

なく、他の公立大学と比べましても、低い値となってございます。これは、第１志望で来

られている方が多い、あるいは、途中でリタイアせず卒業されている方が多いということ

かと考えております。 

次に、20ページですが、これは教員一人当たりの学生数でございます。国公立と同じく

いわゆる尐人数教育である、ということでございます。 

そして、市大を受験されている方が、他にどういった大学を受験したか、検討したかと

いうことを、学部別にしましたのが21ページでございまして、文系では、神戸大学、同志

社大学あたりが併願先の特徴であり、理系になると、そこに府大が入ってまいります。そ

れと、生活科学部は特徴的でして、なかなか他の大学で類似の学部が無いということもご

ざいまして、こういった特徴になっております。 

 

すこし端折りましたが、こういったことをまとめましたのが、22ページでございます。

出願者数が減ってくるのは、学生の質確保や、大学のブランド力にとって非常に問題であ

るということで、志願者数を挙げていく努力が必要となります。ただ、大阪市内の高校か

らの学生が減ってきているのは、それは単なる学力問題なのではないか、と感じておりま

す。受験者の傾向は確実志向、地元志向ということで、市大受験の傾向としましては、地

元率が高く、特に奈良とか、和歌山方面には地理的な優位性がありますので、そういった

点で選ばれている。辞退率が低いというのは、第１志望が多いということですが、それに

は２つの意味がございまして、本来、大阪大学や神戸大学などを目指されていた方が、自

分の学力に適ったところということで市大を選ぶことになってしまった場合と、国公立志

望として非常に狙いやすい位置にあるので、有力私学と併願して市大を選んでいる場合と

がございます。 

 

次に、23ページですが、各研究科長にヒアリングした際に、教員からみた市大生のイメ

ージを聞いてみましたが、どちらかというと、おとなしくて地味、というイメージが多く

ございました。このイメージは、高校の先生方の、市大へ行く生徒のイメージとぴったり

合いますので、やはり、そういった学生さんが傾向として多いのかなということでござい

ます。 

逆に、市大生からみた市大のイメージが24ページでございまして、新入生と在学生とを

比べてございます。入った時のイメージが、２～３年経つとどう変わってくるかというこ

とを、同じ項目を並列してございます。元々、庶民的、明るい、自由、都会的というイメ

ージが強かったのですが、庶民的はそのまま非常に大きくなっておりますが、都会的とい

うのがぐっと下がりまして、真面目、地味、というのが大きく増えております。一方、大

学の戦略として国際化を打ち出そうとしておりますが、国際的というイメージは、非常に

低いです。そういった所が、今後課題として取り組んでいくべき所かと感じております。 

次に、25ページ、在学生の大学評価です。生活実態調査で調べておりますが、個々の特

徴としましては、右側の欄の下から２つ目「本学で学べてよかった」が、そう思うと、ど

ちらかというとそう思う、で非常に多くなっておりまして、大学に対しては良く思ってい

ただいているようです。さらに、左下の「本学を誇りに思う」も併せて70％弱の方がそう

思っていただいております。ただ、「卒業後も同窓会等のイベントに参加したい」となる
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と、非常に落ちるということで、今後は卒業生のネットワークのようなものを、大学とし

ても構築していく必要があると考えております。もうひとつ特徴的なのは、右上の「アル

バイトの紹介等が充実している」や、その２つ下の「健康診断などの保険事業が充実して

いる」が割と低くなっております。これは、そういったものがあることを知らない学生が

比較的多いということが浮かび上がってきております。広報の重要性についてご指摘いた

だいておりますけれども、そういう点では、学内広報も力を入れていかなければならない、

きちんとした周知がなされていない、といいますか、「大学生はもう大人なので、自分の

ことは自分でリサーチして処理する」というのが今までの大学生のイメージであり、本学

の対応でありましたございましたけれども、先ほども申しましたが、与えられてきた世代、

が非常に多くなっておりますので、こういった学生へのきめ細かな支援が保護者の要望に

もなってきております。今後、保護者を大学のサポーターと位置付けていくためには、こ

ういった大学に対する声にきちんと応えていくということも、中期計画等に盛り込んでい

く必要があるのではないかと感じております。 

以上のような傾向をまとめましたのが、26ページにございますので、またご覧ください。 

 

27ページ以降は、就職でございます。27ページは就職率でございまして、平成22年度の

就職決定率でございますが、全体で約90％程度の就職率でございますけれども、尐しばら

つきがございまして、特に、商学部と経済学部が、同じような学部でありながら、大きく

違いがあるということが気になります。今の市大の現状を申しますと、残念ながら卒業生

の進路をきちんと把握できていない状況でございまして、就職の関係は今、非常に注目さ

れる所でございますので、きちんとしていく必要があると感じております。 

就職の分析をしておりますのが28ページ以降で、全体として55％が大企業に、全体とし

て70％度が大・中企業に就職されています。特に、商学部、経済学部ではかなりの方が大

企業に就職されています。29ページに産業別の就職状況がございますが、市大の特徴は法

学部にございます。法学部の真ん中、約40％程度が公務員になっております。公務員志向

が強いということで、これが大阪大学などになりますと、法学部でも22％ですので、その

倍近い方が公務員に就職されています。 

30ページは地域別の就職先でございまして、入学も近畿地方が多くございますが、同様

に地元に就職されている方が多いということでございます。 

これまでのデータは学部生でございますが、理系は大学院に進学される方が多いという

ことで、そのあたりの参考として、31ページに、理系の大学院生の就職状況について記載

してございます。 

次に、就職戦略として状況を分析しましたのが、32ページでございます。このグラフは、

左側が、企業が採用内定に至った際にどういう所を一番重視しましたか、という問いに対

する企業の答えで、右側は、どういう所が不足していたから内定を見送りましたか、とい

うレーダーチャートになっております。比較しますと、真ん中の「主体性」と「発信力」

が大きく変わっております。つまり、この２つの要素が就職活動の成否を分けた点である

と分析しております。加えて、「実行力」「課題発見力」「柔軟性」あたりが左で大きく

右でへこんでおりますので、企業が求めている部分ではないかということです。 

 

これまでは、市大生についてのチャートですが、全国的にはどういう人材を求められて
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いるのか、ということが、33ページに尐し詳しくございます。経済産業省の資料でござい

ますが、青字で書いてございます「主体性」「実行力」などが、企業が求める人材像でご

ざいますが、そういう点では、「発信力」というのが、企業が求めている人材像としては、

あまり多くなっていない。ところが、市大生に対してこのあたりが強く求められるという

ことで、企業としても、「市大生に対してはこのあたりを強くチェックしないといけな

い」という意識があるのではないかと感じております。 

次に、尐しわき道にそれますが、社会が求めている人材は何かということで、そのあた

りの資料が34ページ以降しばらく続いておりまして、それが「グローバル人材」と呼ばれ

ているテーマでございます。グローバル人材と申しますのは、33ページの12項目が、いわ

ゆる「社会人の基礎力」と言われている部分でして、これに加えまして、外国語でのコミ

ュニケーション能力と、異文化への理解力、これらを兼ね備えた人材が企業で強く求めら

れているということで、これは国家戦略にも位置付けられております。なぜ求められてい

るかということのバックデータが35ページまでございます。 

36ページに、これまでの就職のデータを加味したうえで、社会で求められる人材を２つ

に分けてございます。一つはグローバル人材ということで、支える人口が減ってきまして、

強い人材の育成が不可欠という国の考え方ですが、その背景には、国内市場の相対的縮小

と、東アジアを中心とする海外マーケットの成長であったり、東アジア諸国の技術力が高

まってまいりまして、これまでの日本が頭脳という分業が成り立たなくなってきたり、と

いうことで、グローバル人材が求められてきている、ということでございます。端的に申

しますと、単に会話ができるだけでなく、海外のマネージャーとともにマネジメントがで

きる人材、というものが求められております。 

補足的に説明させていただきますと、資料にはございませんが、いろんな企業がプレス

をしております。例えば、小松製作所、坂根会長は市大のＯＢでございますが、ここでは、

中国にたくさんの子会社を持っておりまが、中国の子会社のトップ全員を中国人にすると

か、日立製作所では、新入社員の10％は留学生などにして、将来的には、子会社の40％程

度を現地採用する、日産自動車では、既に10人に６人が外国人であるとか、三菱重工でも

製造部門の技術者を含めて外国で採用して、国内の新採は６割程度に減らすであるとか、

こういった報道がいろいろなところから出されておりまして、尐なくとも、コミュニケー

ション能力は、いろんな企業から強く求められております。 

37ページの二つ目でございますが、幅広い知識と視野、高い専門性を兼ね備えた人材が

求められていると、読み取っております。資料にはございませんが、理系学生の就職が広

がっております。理系学生の人気が高いというのは新聞報道等でもございますが、そのバ

ックデータが左下のグラフでございます。製造業と言われる企業への就職がどんどん減っ

てございまして、ＩＴ関係を中心としたサービス業関係が増えてきております。資料には

表れておりませんが、金融業界などが理系の学生を求めております。理系の人気というの

はいろんな意味がございまして、グローバル人材にも通じるものがございますが、日本企

業がこれまで協調性のある人材を求めていましたが、国際社会の中で、自己発信して、論

理性でもって相手を説得する力が求められているから、ということが言われております。

特に金融業でしたら、規制緩和によって、生命保険なども扱えるようになっておりますの

で、そういう点でも論理力、説明する力が求められております。 

これらが、社会が求める人材ということで、市大としましても、今足りない部分を補う
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ような人材育成が求められていると感じております。 

 

38ページ以降は、尐し話が変わりまして、大学の財務構造の分析でございます。財務構

造として市大はどのようなイメージかということでございまして、赤の線が、公立大学の

平均でして、これを100と取っております。それに対して、同規模の国立大学をグリーン

で示しております。市大の20年度と21年度をブルーで表示しております。 

これを見ますと、市大の財務構造は、公立大学よりも国立大学に近い。国立大学の経常

利益率が、市大よりぐっと減っておりますのは、比較した平成21年度が、国立大学の中期

目標の最終年度にあたっておりまして、各大学とも、それまでの執行留保金を消費して、

できるだけ次のスパンに残さない様に設備投資等をされたと聞いておりますので、この年

度だけを比較しますとこのようになりますが、他の年度で比較しますと、このグリーンの

部分がもう尐し市大のグラフに近づいてまいります。 

39ページは、基準財政需要額と運営費交付金、いわゆる、大阪市に対して地方交付税と

して国から交付される額と、運営費交付金の差をグラフにしておりまして、市大と府大は

だいたい似たような状況ということが分かります。 

40ページからは、学部別に収支状況を見たものでございます。右側の凡例にございます

ような大きな区分でしか見ておりませんが、文系学部は、収入も尐ないけれども支出も尐

ない、理系は、外部資金の獲得などでかなり収入もございますけれど、その分経費もかか

っているということが分かります。工学部は意外と外部資金による収入が尐ないというこ

とが分かりますし、医学部は、そういう点では相当な外部資金を獲得していただいている

一方で、入学金や授業料が、文系、理系の別なく、全て同じになっておりますので、その

あたりの収支の差が出ているという状況でございます。 

41ページ42ページは、財務状況を他大学と比べたものでございます。特に、附属病院を

持つ大学を中心に比べておりますけれども、附属病院における収入、支出が多くなってお

りまして、医学部を除いたグラフを、右から３番目に載せておりますが、収入では、すぐ

横の府大と比べますと、運営費交付金の比率は市大が若干多く、紫の受託研究・受託事業

費は府大が多い、という状況になっております。支出では、人件費比率が府大と比べて市

大が若干多いという状況でございます。 

次に産学連携でございます。産学連携につきましても、大きなテーマでございますが、

いろんな形のスキームの産学連携を、法人化以降推進しております。43ページのグラフの

下の段、共同研究、受託研究だけを取りだしたものが44ページのグラフでございます。う

ち、民間企業からの共同研究、受託研究は線グラフですが、推移にやや波がございます。

今年度は９月までの状況になっておりますが、12月末時点では、2009年度とほぼ同じ状況

になってございまして、後３か月ほどございますので、昨年度を上回ることはほぼ確実で

はないかとみております。この表の赤の部分、共同研究だけを取り上げたものが、45ペー

ジのグラフでございます。共同研究につきましては、かなり増えてきております。特に医

学部における共同研究を中心とした外部資金獲得が大きいものになっておりまして、46ペ

ージの民間からの受託研究のランキングにおきまして、いずれも市大はランクインしてお

りますが、産学連携が強いというイメージのある府大がランクインしておりません。これ

は、医学部の存在が大きいのではないかと考えております。そういった特徴について47ペ

ージにまとめております。 
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これまでのデータや分析を踏まえまして、次期中期目標の策定に際して押さえるべきポ

イントとして、48ページに書いております。教育としましては、社会が求める人材として

グローバル人材であり、論理力、尐し前の朝日新聞の記事に、昔は協調性が求められたが、

論理的発信力を今の企業は強く求めている、という内容がございました。そういった求め

られる人材がある一方で、市大生は消極的なイメージがある。また、企業から主体性や実

行力などが重要であるとされながら、就職合否は発信力の差である、こういったギャップ

を埋めていくのが、今後の人材育成のひとつの柱であると考えております。 

このことに、大学の特色を活かすとすれば、どういった内容になるか、ということを、

矢印で４つ記載しております。これらを戦略的に展開することによって、今はどちらかと

言いますと、ポジション的に良い位置にいるということもありまして、偏差値によって、

神戸大の次という選ばれ方をしておりますけれども、それだけではなくて「積極的に入り

たい」という評価を獲得していきたいというのが、一つの方向性でございます。 

一方で、49ページは、大学がこれまで歩んできた道、大阪市との関係から、大学がどの

ような地域貢献を求められているかということをまとめたものでございます。市大が求め

られているのは、市のシンクタンク機能であり、市民に見える地域貢献である。その背景

には、多様化する都市課題に総合大学のメリットを最大限生かして対応する、市民生活が

多様化し、情報化、あるいは複雑化、いろんな言葉で言われますけれども、それらにコミ

ットしていこうとすると、総合大学である、つまりいろんな学問をしているということを

活かして、「都市科学」すなわち文系理系いろんな学部の研究を融合させて研究を進める

ことで、そういった課題に貢献できるのではないか、ということでございます。 

もう一つは、これまでも市民講座をはじめ、地域貢献として様々な取組をしております

が、それがなかなか見えない、ということで、そういった取組を集約して見える形にして

いく、あるいは、社会人教育を高度化して、関西財界で活躍できる専門性の高いリーダー

や大阪市の地域を活性化していく人材をどんどん送り出していく、そういったことが求め

られていると思います。 

それと、もう一つは、国際都市大阪への貢献、ということで、大学の国際力を高めるこ

とで、国際都市大阪を発展させていきたい。そういった各分野での取組によって、市大は

頑張っている、という評価を獲得していく必要があると感じています。 

これら２つの求められる姿を目指した取組を進めることにあわせて、積極的に情報公開

を行って大学の可視化を進めることで、ブランド力の向上と存在感をアピールしてきたい

と考えています。 

今、学長が３つの戦略を申しております。都市科学研究とシンクタンク、高度専門職業

人の育成、国際力の強化の３つの柱に、この48ページ49ページに記載している内容を織り

込むことによって、具体的な取組を進めていくことになります。 

 

51ページ以降は、各学部の状況でございます。ざっとご覧いただくということで、特徴

的な所だけご説明いたします。全体的な特徴が出てまいりますのは、53ページ、これは商

学部の例でございますが、右側に女子学生の比率がございます。他の学部でもよく似た傾

向でございますが、女子学生の比率が、近年徐々に減ってきております。例えば、市大の

特徴は女子学生に人気が無いのか、ということも分析しておりますが、それが一つござい

ます。それから、54ページの左下のグラフですが、新入生へのアンケートで、どういう理
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由でこの学部に入ったかという項目で、数値の高いものが５項目ございまして、公立大学

だから、自宅から近い、学費が安い、興味のある学科がある、自分の成績に見合った、の

５つが、市大を志望している生徒の特徴ですが、これについては、学部によって非常に特

徴があるということが分かってまいりましたので、それについてご説明いたします。 

59ページ、経済学部では、成績に見合った、という項目が非常に多くなっておりまして、

興味のある学科がある、という項目が非常に尐なくなっております。このように、学部に

よって、学生のキャラクターかもしれませんが、違いがございます。 

63ページ、法学部ですが、女性比率はやはり落ちてきていますが、法学部も64ページで、

志望理由は経済学部と同じ状況です。 

69ページ、文学部の特徴は、興味のある学科がある、の項目が、自分の成績に見合った、

という項目とほぼ同じになっております。文学部の各学科は、ほぼ高校からの延長線上に

ございますので、そういったことも影響しているのではないかと思います。経済学部や法

学部は、どんなことをやっているかわからないけれど、学部の名前から就職に有利という

ような動機があるのかもしれません。 

74ページ、理学部も特徴がございます。理系学部の特徴としまして、左側、公立大学だ

から、自宅から近い、学費が安い、の３項目が高くなってきます。理系学部は、実験等の

時間も長く、夜間も拘束されることが多いこと、私学の理系ですと学費もそれなりにかか

ってまいりますので、そういったことが表れているのではないかと分析しております。 

79ページ、工学部も同じ状況でございます。 

84ページ、医学部も似た状況でございますが、自宅からの近さ、つまり、市内にある医

学部、というものが一つの魅力になっているようでございます。就職先につきましても、

市内、府内が多くなってきますので、県外の遠い医学部より、市内の医学部という意識が

強い傾向にございます。 

尐し飛びまして、92ページ、生活科学部でございますが、ここは興味のある学科がある、

項目が群を抜いております。文学部、理学部が、高校の学習科目の延長という点で高くな

っておりますが、生活科学部は資格が取れるなど、非常に性格のはっきりした学部である

ということで高くなっていると考えられます。 

なお、補足になりますが、92ページの右上の志願者数、偏差値の推移で、偏差値がどん

どん落ちているように見えておりますが、これは大学ランキングから拾ってきております

が、大学ランキングの元データとなる予備校のデータが年度によって違っておりまして、

平成20年度までとそれ以降で、元データとなる予備校が違っていることから、ややデータ

としての連続性に疑問はございますが、一応掲載しております。そのほかには学部の特徴

や市への貢献、長所短所などを研究科長にヒアリングした内容に基づいてまとめておりま

す。 

 

以上、長くなりましたが、説明を終わります。 

 

（松岡委員長） 

どうもありがとうございます。興味深い内容が多くございました。 

この資料についてのご意見やご質問等、ございましたらお願いします。 
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（片山委員） 

25ページに、在学生の大学評価がございますが、恐らく調査としてはされていると思い

ますが、大学の教育、中身に関して学生がどう見ておられるかというデータがあればと思

います。生活支援やインフラも重要ですが、肝心の教育・研究について学生がどう見てい

るかという点があると、より大学の特徴が分かるのではないでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

そういったことは調査されていますでしょうか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

生活実態調査には、教育・研究に関する調査は含まれておりませんが、別途、大学教育

研究センターにおいて、昨年、「大学でどういった力が付いたか」といった基礎調査をし

ております。 

 

（松岡委員長） 

必要に応じて盛り込んでいただければと思います。 

生活実態調査というのはどういった調査ですか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

４年に一度、生活環境から始まって、あらゆる項目を調査しております。その一部をこ

こに掲載しております。 

 

（松岡委員長） 

はい、他にはどうですか？ 

 

（音田委員） 

よろしいですか。女子学生の比率が下がっているということですが、大学としてそれを

どういう風に検証されているのでしょうか？ 

学部によってはだいぶ下がっているところもありますね。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

色々調べているところでございます。 

女子大が増えているのかとも思いましたが、それほど増えているわけでもございません

でした。どう流れているのかという点はつかみ切れておりません。 

 

（松岡委員長） 

調査としてみますと、女子学生の比率もそうですが、留学生の比率、あるいは、市大か

ら留学に出ている、そういった全体の比較が無かったように思います。三本柱の一つとし

て国際化を位置付けておられますから、全体の比率と、市大の比率の比較なども大切だと

思います。 
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分かっているものがあれば、今、仰っていただいてもいいですが、またまとめておいて

ください。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

留学生について、他大学との比較は34ページにございます。大学における留学生の割合

を載せております。大学としては妥当な所かと考えております。 

 

（松岡委員長） 

これは学部ですね。市大から留学に出ている数というのは無いですか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

この資料ではございません。 

 

（村上総務局長） 

工学部や医学部など理系に関しては、若干女子学生比率が上がっているようでございま

す。 

 

（音田委員） 

全体としてはあまり変わっていないようですね。 

 

（松岡委員長） 

47ページで、産学連携の特徴の２番で、法人化前後で８位から30位以下になったとあり

ますが、この原因をどう分析されているでしょうか。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

ここは現在、産学連携推進本部において分析を行っております。 

 

（種田委員） 

市大から留学される学生について話題になっていましたが、グローバル化という観点で

は、来るだけではだめですので、大学として、海外に出ていく学生に対して、単位の共有

とか、何らかの支援をされているのでしょうか。 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

国際化の方針の一つに、学生の国際交流の活性化をあげておりますが、海外渡航旅費の

助成といったものは、既に実施しております。 

 

（種田委員） 

相互交流はまだ進んでないのでしょうか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

提携大学とは、各学部でかなり実施しております。 
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（松岡委員長） 

33ページですが、企業が求める人材像と社会人基礎力という、経済産業省の調査なので

すが、その前の説明でグローバル人材を重視されるとなっていますが、ここではそれが出

てこないのですが、どこかに入っているのでしょうか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

12項目が書かれておりますが、これが「企業が求める社会人基礎力」でございまして、

この社会人基礎力に加えて、コミュニケーション能力と異文化理解・活用能力とをあわせ

て「グローバル人材」という定義になっております。 

 

（種田委員） 

残りの２つの能力については、調査されていますか？ 

 

（赤井経営戦略担当課長） 

経済産業省で調査されているかもしれませんが、大学では調査しておりません。 

 

（松岡委員長） 

ほかにはないでしょうか。 

それでは、後日、お気づきになることもあるかと思いますので、その際には事務局あて

文書で照会いただくこととします。 

 

次に、次期中期目標の骨子の審議に移りたいと思います。 

骨子自体の審議の前に、中期目標、中期計画について、基本的な考え方につきまして、

認識を共有しておきたいと思います。 

資料１－２「中期目標・計画の位置づけ」、 

資料１－３「次期中期目標（平成24～29年度）の構成内容」、 

について、第１期の中期目標と変えていこうという所もございますので、その点も含めて、

事務局より説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それではご説明いたします。 

資料１－２「中期目標・計画の位置づけ」と題しております、Ａ４横向きの資料をご覧

ください。 

この間、大学の向こう６年間の目標の策定につきまして、大学と市、また市内部での検

討をいたしておりますが、そうした中で、大阪市立大学の目標というよりは、大学が一般

的に目指すべき、普遍的な内容に関することや建学の精神などに議論が及ぶこともあり、

これから策定すべき中期目標についての位置付けについて、イメージを共有する必要があ

ると感じましたことから、この資料を作成しております。 

この資料は、独立行政法人大学評価・学位授与機構の編著によります「大学評価文化の

定着」より要約いたしたものですが、左から右へ、上位概念から下位概念、抽象的なもの
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からより具体的なものへということで記載しております。裏面、２ページには、階層的な

イメージ図を抜粋しておりますので、ご参照いただきたいと思います。 

 

資料１ページに戻りまして、大学における使命や理念、目的とは、大学共通に求められ

る基本的使命に基づいた、大学固有の内容が求められ、それはどのような分野でどんな機

能を果たすのかが明示されるものとされております。大阪市立大学の場合は、平成21年度

末に策定いたしました、「大学憲章」が相当するのではないかと考えております。 

これから策定する中期目標は、大学憲章、建学の精神等の理念や使命、存在目的の実現

に向け、６年間という期間で目指すべき行動や道筋を具体的に示すものであり、事後に目

標の達成状況を検証、分析するために、具体的かつ計測可能なものが望ましいと考えてお

ります。この「大学評価文化の定着」の著書には、具体的かつ計測可能なものが「必要」

と記載されておりますが、教育、研究といった大学の諸活動の全てを、計測可能なものと

いたすことは、困難なことと考えておりますが、出来うる限り、具体的な記載内容とし、

またシンボリックな事項には、数値目標を織り込んでいけたらと考えております。 

さらに、中期目標を達成するための詳細なアクションプランとして、中期計画を位置づ

け、それを年度毎に区切った行動計画が、年度計画になるものと考えております。 

 

続きまして、次期中期目標の構成内容についてご説明いたします。 

３ページ、Ａ４縦の資料１－３「次期中期目標（平成24～29年度）の構成内容につい

て」と題しております資料をご覧ください。 

現行の中期目標につきましては、一つ目の黒丸の所で記載しておりますが、法人化に伴

い組織体制の構築や法人運営制度に関する項目が多く、また、理念的・抽象的な内容が多

く記載されているという特徴がございます。加えて、大学事業全般について、網羅的に規

定していることから項目数も多く、結果として中期計画では、200項目を超える総花的な

ものとなっております。 

そのため、次期中期目標を策定するに当たっては、まず、基本的な大学の使命、理想像

などとの区別を明確にするとともに、法人創生期を過ぎて、今後の課題等も明確になって

きていることを踏まえ、ステップアップ期にふさわしい項目立てになるよう検討していき

たいと考えております。 

また、先ほどご説明しました「中期目標・計画の位置づけ」に基づき、中期目標は、６

年間に達成すべき行動指針と位置づけ、可能な限り計測可能な目標とすることに留意し、

より具体的な記載に努めるともに、評価業務の効率化の観点から、項目数を簡潔にしてい

くことを検討しております。 

 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

これからご審議いただく中期目標や中期計画の位置づけについて、資料１－２で、考え

方の基本のようなものを説明いただきました。 

説明がありましたように、次期中期目標に織り込むべき内容としては、大学そのものの
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使命などを記載するのではなく、その点は既に「大学憲章」ができているということもご

ざいますが、それよりも具体的な活動方針、資料１－２でいいますと、「ある程度具体的

で計測可能なものが望ましい」ということです。 

それから、資料１－３では、全体的な構成を尐し変える、とりわけ、項目数を尐し減ら

す方向で検討する、そういう点を説明いただきました。参考で、他大学の第２期中期目標、

案段階のものも含めて、項目数を尐なくしていくという傾向です。 

この点につきまして、ご意見はございますか？ 

 

なるべく具体的で計測可能なものが望ましい、項目数を減らしていこう、強調する点は

その２点でしょうか？ 

項目の枠組みについては、どうされるのでしょうか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

大きくは変えない様にしてございます。中項目の項目立てを考えるようにしてございま

す。 

 

（松岡委員長） 

項目数を具体的にどれくらい減らすということは考えておられますか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

「減らす」としておりますが、例えば何％減らすというような、具体的な目標値を持っ

ているわけではございません。本日資料としております骨子では、案の段階ですが、38項

目でして、現中期目標の60からしますと、３分の２程度になってございます。 

 

（松岡委員長） 

案の段階ですね。何か、ご意見・ご質問はございませんでしょうか？ 

 

（堀委員） 

資料１－２で、「中期目標（設置団体）」とあるのは、これは市が作るということです

ね。「中期計画」は大学が作る。形の上では、市が大学に「こういう目標でやってほし

い」というリクエストを出す、ということでよろしいですね。 

あり方になると思いますが、市が次期中期目標を提示して、「今回はこういう方向で運

営してほしい」とリクエストをして、大学がそれを具体化する。外から見るとそういう風

になると思いますが、その時に、大学が、どのような方向に行きたい、ということは言う

のでしょうか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

地方独立行政法人法上、大学の意見を聞きながら設立団体である大阪市が中期目標を策

定することになってございます。 
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（堀委員） 

そうですよね。 

そうすると、我々は、市の方針である中期目標を議論するということでいいでしょうか。

それとも、市の方針を受けて大学が策定した中期計画について議論するのでしょうか。

我々は、どういう立場を取ればいいのでしょうか？ 

 

（松岡委員長） 

両方を議論いたします。 

中期目標は、最終的には、市が議会の議決を経て決めることになりますが、その場合で

も、あらかじめ、評価委員会の意見を聴く、ということが条件になっています。そして、

中期目標を受けて大学が中期計画を作成して、これを市が認可しますが、認可する前に評

価委員会の意見を聴く、ということになっております。両方とも我々が関与する、そうい

う点で、中期目標は、評価委員会と市と大学とで策定する、ということになります。 

後ほど説明していただきますが、骨子を見ますと、目標の横に計画が入っております。

これから大学と市とである程度キャッチボールをしながら作り上げていく、これはまだ骨

子ですが、この骨子ができるまでも、ある程度のキャッチボールを既にされています。本

日の議論を経て、さらにキャッチボールをしていただいて「素案」になる。その段階ごと

に、評価委員会が意見を言う、という仕組みになっております。 

この骨子の段階でも、ある程度大学との調整をしていただいているということですが、

その点についてどうでしょうか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

骨子（案）の作成には、大学と、市では我々総務局だけでなく、政策企画室や計画調整

局といった政策企画部門も入りまして、大学と意見交換をしてまいりました。その中で、

大学の意見を聴きながら、また、大阪市が求めるものについて、大学に理解いただきなが

ら、大学でどういったことができるか、ということを議論しながら、策定しております。 

 

（松岡委員長） 

スケジュールという点では、まず、目標が先に決まって、目標に基づいて計画ができて、

それを市が認可する、ということになりますね。その両方について、委員会が関与します。 

 

（楠本委員） 

出来てからは、目標や計画がきちんと進捗しているかどうかを我々が評価する、そうい

うことですね。 

 

（松岡委員長） 

中期計画に基づいて年度計画ができます。毎年の評価に加えて、６年間の評価をするの

であれば、事前評価も行う、国立大学は事前評価をやめるようですが、市ではどうです

か？ 
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（山内大学支援担当課長） 

事前評価については、まだ決めてございません。 

 

（楠本委員） 

計画を策定する段階から、評価委員会も関与している、そのものが実行されるかどうか

も見る、そういうことですね。 

 

（片山委員） 

あとでご説明頂くのかもしれませんが、13ページのスケジュール表を見ていますと、２

月の段階では骨子に意見をします、３月は素案に意見をします、７月～９月の所に「中期

目標・計画骨子」に意見と書いてありますが、これはどういう意味でしょうか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

この時点では、中期目標はほぼ最終案になっていますが、それを受けて、その時期に、

大学から中期計画の骨子が出てまいりますので、それに対する意見、という意味でござい

ます。 

 

（堀委員） 

パブリック・コメントも予定していますね。目標と計画の両方についてされるのです

か？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

中期目標に対して実施していきたいと考えております。 

 

（村上総務局長） 

スケジュールですが、10月のところに「中期目標 議決」とございます。議会日程がこ

の時点で関係してきますので、中期計画の認可を年度内に行うとなりますと、この時期に

議決を頂かないといけないと考えております。そこから遡って日程を考えてまいりますと、

今から骨子なり、素案なりの議論を頂かないと、日程的に間に合わないという状況でござ

います。 

 

（松岡委員長） 

スケジュールの話になってしまいますが、本日開催して、３月にも開催する。23年度に

は、６回くらいすることになりますか。今年度のように、作業部会を作って、というよう

なことにはならないと思いますが。 

 

よろしいでしょうか。 

それでは、次に、 

資料１－４「次期中期目標・中期計画において検討を要する意見・指摘事項」と、 

資料１－５「公立大学法人大阪市立大学中期目標（平成24～29年度）骨子（案）」 

について、事務局から説明をお願いします。 
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（山内大学支援担当課長） 

それではご説明いたします。 

資料１－４「次期中期目標・中期計画において検討を要する意見・指摘事項」及び、資

料１－５「公立大学法人大阪市立大学中期目標（平成24～29年度）骨子（案）」と題して

おります資料を、合わせてご説明いたします。 

資料１－４の「検討を要する意見・指摘事項」の個々のご説明は、時間の都合上、省略

させていただきたいと思いますが、この間、大阪市会における大学に関する質疑や、市内

部の検討会議等における意見、そして、裏面５ページになりますが、本年度実施いたしま

した事前評価における「改善を要する事項」の要旨を書き出しております。 

こうした事項についても、可能な限り目標、計画に織り込んでいきたいと考えておりま

す。適宜ご参照いただきながら進めたいと思います。 

 

それでは、Ａ４横の資料１－５「公立大学法人大阪市立大学中期目標（平成24～29年

度）骨子（案）」をご覧ください。 

まず６ページですが、左の欄から順に、現在の中期目標の概要、変更理由を挟みまして、

真ん中に次期中期目標の骨子、そして、現時点で予定している中期計画をあわせてご覧い

ただくことで、中期目標の具体性が増すのではないかという観点から、現時点における次

期中期計画の骨子を、いちばん右の欄に記載しております。 

 

まず、基本的な考え方としての前文でございますが、大学を取り巻く状況等について記

載した後、設立団体である大阪市から市立大学に要請するという意味合いで整理し、内容

については、どのような大学を目指すのか、という大きな観点で記載していきたいと考え

ております。 

具体的には、これまで評価委員会や大阪市会、設立団体の大阪市から出された、検討を

要する意見・指摘事項等から、総合的な改善・提案に関する内容と、昨年８月の評価委員

会で説明のありました、理事長兼学長の３つの重点戦略事項、そして、本日大学からご説

明しました「市立大学の現状」を踏まえた内容を織り込むこととしております。 

 

また、現中期目標に記載の使命や理念については、先ほど来の目標の位置づけの考え方、

同様の趣旨が大学憲章において既に謳われておりますことから、次期中期目標では記載を

省略したいと考えております。同様の考え方で、現中期目標において、教育、研究、地域

貢献、国際貢献、附属病院の各項目の冒頭にありました「基本方針」についても、次期中

期目標からは記載を省略しております。 

 

次に１枚めくっていただいて７ページ、「教育・研究等の質の向上に関する目標」につ

いてご説明します。 

まず、教育に関する目標につきましては、従来の学部生、大学院生、社会人という教育

対象による細かな項目分けをなくし、これまでの業務実績評価等において明らかになった

課題や、今後、重点的に取り組むべき事項などを中心に記載する、という観点で記載して

おります。具体的には、人材育成の目標やアドミッションポリシー、入学者選抜にかかる



- 19 - 

取組を「学生受入方針」とし、学部教育、大学院教育、社会人教育に関する取組について

は、「教育の内容」にまとめ、成績評価や効果検証については「教育の推進体制」に、新

たに設置される学生サポートセンターを中心とした学生生活等への取組を「学生への支

援」にと、４つの中項目に分けております。 

具体的な内容としましては、初年次教育からキャリア形成支援まで一貫した教育の推進、

理事長兼学長の３つの重点戦略事項である高度専門職を目指す社会人の育成、高大連携に

関する内容、また、成績評価制度やＦＤ活動についても引き続き取り組むこと、としてお

ります。なお、志願者数や中途退学者数、女性学生数など、教育に関する数値目標が設定

できないか、検討しております。 

 

次に、８ページ、研究に関する目標につきましても、教育と同様、大学の研究活動を総

花的に記載するのではなく、大学が今後、重点的に取り組む内容を記載しております。ま

た、基本方針については記載を省略し、研究内容と、その推進体制の２つの中項目に分け

ております。 

具体的には、理事長兼学長の３つの重点戦略事項である都市科学分野の研究と、それに

伴う市政のシンクタンク機能の発揮、研究者とりわけ若手研究者の支援、などについて取

り組むこととしております。研究につきましても、受託研究、共同研究の数や、研究に関

する外部資金の獲得について、数値目標の設定について検討しております。 

 

９ページにまいりまして、「地域貢献に関する目標」についてご説明します。 

現中期目標では、地域貢献と国際貢献をあわせて「社会貢献」としておりますが、まず、

産学連携に関する取組を強化する観点から、これを地域貢献とは独立した項目立てとする

ことで整理しております。 

両項目とも、これまでの評価等においてあきらかになった課題や、重点的に取り組むべ

き事項などを中心に記載しております。具体的には、地域貢献に関して、市政のシンクタ

ンク機能の発揮や、地域・圏域への貢献、産学連携に関しては、組織的な活動や研究成果

の社会還元などについて、それぞれ取り組むこととしております。 

 

一方で、10ページになりますが、国際貢献につきましては、関連する取組が教育・研究

にまたがることから、独立した中項目とはしないこととしております。 

具体的な内容につきましては、教育に関する目標では、７ページ、「教育内容」の３つ

めの「・」外国語でのコミュニケーション能力、異文化理解・活用力といったグローバル

人材の育成について、研究に関する目標では、８ページ、「研究内容」の２つめの「・」

卒業留学生や研究者交流のネットワーク拠点の構築などの、国際交流の活性化の促進につ

いて、それぞれ取り組むこととしております。 

 

次に、10ページ、「附属病院に関する目標」についてご説明します。 

附属病院に関しましても、これまでの課題や重点事項について記載することとしており

ますが、後ほどご説明いたしますが、運営費交付金について数値目標を設定する関係から、

法人運営に大きな財政的インパクトを与える附属病院の安定した経営を目指す観点で、病

院経営の自主性を尊重しつつも、可能な限り数値目標を設定することを検討しております。 
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最後に、11ページから12ページにかけまして、業務運営の改善、財務内容の改善、自己

点検及び評価並びに情報公開、その他業務運営等に関する目標について、まとめてご説明

します。 

これらの目標につきましては、今後の法人運営において、重点的に取り組まれたい事項

について記載することで、法人運営に関する「選択と集中」を求めていくものとしており

ます。 

 

新規として検討しております事項を特にご説明いたしますと、業務運営費の改善の目標

に関しては、大学組織の活性化として、学部、研究科も含めた、大学の組織ガバナンスの

向上、人材育成としては、従来の教員と職員の枠にとらわれない、両者のコーディネート

的な役割を担えて、双方の意思疎通を円滑に進められるような職員の育成、また、自律運

営の改善として、公立大学法人が持つ種々の制約の解消に向けた取り組について、を記載

しております。 

 

財務内容の改善の目標については、運営費交付金についての効率化目標を掲げることや、

外部資金確保についての努力目標の記載を検討しております。 

 

自己点検及び評価などの目標ですが、２つ目に大学広報の強化などによる大学の「見え

る化」の推進、その他業務運営に関する目標の３つ目に、政令市が設置している公立大学

間の連携といった、広域的な取組についても求めていきたいと考えています。 

 

以上、次期中期目標の骨子につきまして、新規事項、変更点を中心にご説明いたしまし

た。今後、評価委員会での議論、法人と市との意見交換等を踏まえまして修正、肉付けし、

４月頃には、次期中期目標（素案）として取りまとめたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

素案にするのが４月ということで、今日は全般ということで、個別の内容には入ってお

りませんけれども、今日、出せるところは意見を出していただいて、今日以降でも、個別

に出していただく、そして、３月にもう一度評価委員会を開いて、４月にだいたい素案と

する。だいたいそのような予定ということでした。 

 

今、説明でもありましたが、具体的には、現中期目標から、構成を尐し変えるというこ

とです。それから、大学のステップアップのための目標となるように、項目数を減らすと

いうことにもつながりますが、選択と集中を意識した記載をする、としております。 

現状分析では、ステークホルダーの一つとして、学生を取り巻く状況についてご説明あ

りましたが、ステークホルダーとしましては、設立団体である大阪市、市民の代表である

市議会もありますので、これら市内部からの意見等について、我々評価委員会のものも含

めまして、資料１－４「次期中期目標・中期計画において検討を要する意見・指摘事項」
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で、要旨がまとめられています。 

今後、委員会としてとりまとめた事前評価結果での指摘事項や、現状分析におけるステ

ークホルダーの意見等を勘案して、この骨子案をより具体化することにより、第２期中期

目標としていくことになります。 

その点を踏まえまして、ご意見、ご提案、指摘事項など、お願いしたいと思います。 

また今回は、冒頭にも申しあけましたが、大学から、副学長のお二方にお越しいただい

ておりますので、せっかくの機会ですから、ご意見などございましたらよろしくお願いし

ます。 

それでは、何かございませんでしょうか？ 

 

（堀委員） 

よろしいでしょうか。 

資料では、現中期目標と、次期中期目標が対照表になっていて、説明では新規、あるい

は変更点についての説明がありましたが、現中期目標がタイトルだけですので、どこがど

う変わったのかということが分かりづらいです。 

この項目は削除した、とか、この項目は新規である、あるいは、これはこう変更した、

という対照表であれば、どこがどう変わったかということがよりわかりやすいと思うので

す。これだけ見ていれば、それはそれでもっともだと思うのですが。 

 

（楠本委員） 

項目数を減らすということで、統合されているものもあるでしょうし。 

 

（松岡委員長） 

事務局から説明をお願いします。 

 

（折原総務担当課長代理） 

資料の構成については非常に悩んだ所でございますが、項目の下にある文章についても

書き込んだうえで、委員ご指摘のように、修正、統合、削除等が分かるような資料にして、

再度ご意見を承りたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

確かに、骨子ということでは分かりやすいかもしれませんが、３月の評価委員会までに

は、資料の修正をお願いしたいと思います。 

 

（堀委員） 

項目数を減らすという点では、作成にあたって、項目のウェイト付けをされていると思

います。そういう点も併せて記載いただければ、分かりやすくなるかと思います。 

附属病院の所でいえば、理念的なこと、例えば「安心安全な医療」「高度な医療」とい

ったことは、変えようがないと思いますので、そういったことが上がってくるのはやむを

得ないと思います。 

「次期中期目標ではこういう所に力を注ぎたい」という点は、文章だけではなかなか見
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えてこないと思います。教育や研究の部分でも、現中期目標と対比することで、そういっ

た所が見えやすく、わかりやすくなるのではないかと思います。 

 

 

（楠本委員） 

項目の内容が完成に近付いてこないと、なかなか見えてこないのかもしれませんね。 

 

（堀委員） 

でも、骨子の段階でも、ここにウェイト付けをする、ということはされていると思いま

すので。 

 

（音田委員） 

先ほどの説明では、社会貢献が地域貢献と産学連携に分かれて、国際貢献は消えたとい

うことでしたが、そのような所は、他にないのでしょうか？ 

あとはまとめて、整理して、というところでしょうか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

大きな項目といたしましては、国際貢献推進本部という体制をつくられるということを

お聞きしております。項目としては教育と研究に分散して、消えたように見えますが、大

学としては逆に体制を強化して、取組を強化しているような状況でございます。 

国際貢献自体は取組が強化されるのですが、項目自体が消えてしまいますと、取組が薄

くなったように感じるという懸念は持っております。 

 

（松岡委員長） 

その点について、９ページになりますが、現在は「社会貢献」として、その中に地域貢

献と国際貢献があったものが、社会貢献というくくりが無くなって、地域貢献と産学連携

という形になっていますね。 

地域貢献を大きな項目にして打ち出していくということは、非常によくわかりますが、

学長が重点３項目として「国際力の強化」を打ち出して、ウェイトを付けておられるのに、

国際貢献が項目から消えてしまうというのは、再検討された方がいいのではないかと思い

ます。 

それと、地域貢献を強く打ち出すのは分かりますが、それと同じレベルで産学連携を位

置付けられていますが、これを「社会貢献」という大きな括りにして、その下に地域貢献

と産学連携を入れる方が、収まりがいいように感じます。国際貢献を３つ目として入れる

かどうかというのは、項目数自体も尐ないですし、そこまではいいかと思いますが、この

点はいかがでしょうか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

今回、産学連携につきましては、内外から「強化するように」と指摘されているという

背景がございます。産学連携をどうするかという点につきましては、これを強化するには

それなりの投資も必要になってまいりますし、どれくらいのウェイト付けを、項目立てに
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反映するかということにつきましては、再度大学と検討したいと思います。 

 

 

（楠本委員） 

国際貢献という項目が無くなると、国際貢献に力を入れていますよということは、教育、

研究それぞれの項目で記載することになるんですよね。それなら、まとめて、ひとつの項

目にすればいいと思います。 

 

（村上総務局長） 

再掲という手法もあるかと思いますので、もう一度検討してまいります。それと、現中

期目標の60項目と、次期の38項目の対比が分かりにくいので、それをもう尐し分かりやす

く整理したものを、もう一度お配りさせていただきます。 

 

（松岡委員長） 

お願いします。他にはいかがでしょうか？ 

 

（片山委員） 

細かい点になりますが、今回、次期中期目標を箇条書きで列挙されていますが、列挙の

順番をある程度決められた方がいいのではないかと思います。どういう順番に、どういう

論理で並んでいるのかが分からないのです。 

例えば、前文に６つ箇条書きで並んでいますが、「以下に示す視点に沿って」というこ

とであれば、１つ目は市との連携という視点、５番目は学生からの視点、最後は地域とス

テークホルダーの視点と分けた場合、真ん中の２～４番目の視点が良く分かりません。４

番目の、これは「公立の」という言葉が抜けていますが、「数尐ない公立の総合大学」と

いうのと、２番目の「都市型総合大学」というのは、なんとなく似ているように感じます。 

思いついたまま項目を並べるのではなく、優先順位や視点ごとに分けるなど、ある程度

説明が付く形にしておく方がいいのではないかと思います。それは、他の部分においても

同様に言えることだと思います。 

 

（折原総務担当課長代理） 

まだ骨子ということで、箇条書きにさせていただいておりますが、手法として、箇条書

きを採用することがあるかもしれませんが、今のところは、最終的には、現中期目標と同

じような、文章の形にしてまいりたいと考えております。 

 

（片山委員） 

文章で書く際にも、総花的な文章と、優先順位の付いた文章とがありますので、現中期

目標のような、すべて“and”でつながる文章になっているものを改めようとするならば、

メリハリの付いた、あるいは相互連関が明らかな、あるいは「以下に示す視点に沿って」

としても文章にできますので、その点を意識されて文章にされる方が良いかと思います。 
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（松岡委員長） 

項目の列挙になっていますから、それにウェイトを付けて、関連しているもの、重要な

ものなど、まとめていく工夫をされてはどうかと思いますね。 

 

その他の所につきましては、いかがでしょうか？ 

 

中期計画についてはまだ骨子の段階ですが、それに対応する、大学における中期計画骨

子が一番右の欄に書いてございますが、例えば９ページで、地域貢献の内容として、「大

阪市のシンクタンクとして」という目標がございますが、中期計画の２つの骨子を見ます

と、ややインパクトが弱い、と申しますか、まだこれから色々出てくるのかもしれません

が、そういった印象を受けました。 

 

それから、７ページの「学生の受け入れ方針」で、できるだけ具体的で可視的なものと

いうことで、志願者数などの数値目標の検討となっておりますが、意見も出ましたが、外

国人留学生や留学に行く学生数、女性学生数とか、そういった数値目標的なものが多くな

るようにしていただきたいと思います。大学における中期計画骨子ではオープンキャンパ

スの充実、オープンキャンパスの参加者数は、大学にとって大変大事なものだと思います

が、その他、留学生確保の取組と支援の充実もございますので、お考えになっているのだ

ろうと思います。そういう「可視化」できる形にしていく、というのは大きな方針ですが、

全体として出せるものが無いかどうかを改めてご検討いただきたいと思います。 

 

（片山委員） 

よろしいでしょうか。 

アドミッションポリシーについて、気になることがございます。市大としては、既に学

部ごとに明確に作っている、ということは今までの議論でありましたが、「市立大学の分

析」の９ページを見ますと、一番下に「欲しい学生のイメージを主張すべき」と書かれて

います。 

これは単に、作られているアドミッションポリシーを高校側が知らない、ということな

のか、あるいは、その周知にもう尐し工夫の余地があるのか、後者だとすると、アドミッ

ションポリシーについて、より明確に発信していくとか、あるいは、アドミッションポリ

シー自体をより分かりやすいものに見直すとか、そういったことを、今回の中期目標・中

期計画に盛り込むべきかどうか、その点はお考えでしょうか。 

 

（桐山副学長） 

アドミッションポリシーについては、既に大学としてと、全学部ごとに策定をして、ホ

ームページ上に掲載しておりますが、あまりそこを高校の進路指導の先生方がご覧になっ

ていただけていないということですので、例えば、入試募集要項にも記載するようにして

おります。 

ただ、かなり抽象的・理念的な部分が多いということは事実でございますので、実際に

これをご覧になって志望、入学されているかという点になると、なかなか難しいのではな

いかと感じております。 
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（楠本委員） 

文章として公表するとなると、あまり他大学と極端に違うようにはならないでしょうし、

難しいですね。どのように主張すべきか、ということですが。 

 

（桐山副学長） 

文部科学省においても、アドミッションポリシーをもっと具体的に記載しなさい、とい

っておりますが、私どもの考えとしましては、結局は、アドミッションポリシーというの

は、入学試験の受験科目ではないか、という意見でして、公立大学としては、センター試

験を受けて、その上に個別の試験を行いますので、その準備をしてください、ということ

が、一つのメッセージになっているのかな、と思います。 

 

（松岡委員長） 

アドミッションポリシーと、先ほど分析でありましたように、「学生からみてなぜ選ん

だか」ということがうまくフィットしているかどうか、という点が大切であるように思い

ます。特に、生活科学部など非常に特色のある学部と、その他の学部を均した全学的なア

ドミッションポリシーを作って「こういう学生に来て欲しい」ということは非常に難しい

ですが、それでもやっていかないといけない。 

 

（楠本委員） 

特徴的なアドミッションポリシーを作って、それで学生がいっぱい集まったら、恐らく

他の大学も真似をするでしょうから、結局、似通ったものになっていきますよね。 

 

（音田委員） 

市大へ来る学生の動機が、おしなべて近くて、安くて、という実態からしますと、相当

難しい問題ですね。 

 

（種田委員） 

立命館大学がイメージを変えられたのは、卒業生が就職先で頑張ってきたからだ、とい

うことですので、大学のイメージ自体は変えられるものですね。市大ではＯＢがあまりイ

ベントに来ないという分析もありましたので、市大はＯＢとの連携にも力を入れていくべ

きかもしれませんね。 

恐らく、活躍されている方の中にも、相当数、市大ＯＢがおられるんではないでしょう

か。それが知られていないだけで。先ほど、コマツの社長が、というお話がありましたが、

その方が市大出身であるということが知られていないわけですよね。 

 

（楠本委員） 

開高健が、市大出身であることも、130周年記念イベントで初めて知りましたからねぇ。 

 

（松岡委員長） 

ほかにいかがでしょうか？ 
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（桐山副学長） 

私から、要望になりますが、２点ほどよろしいでしょうか。 

先ほどから、中期目標において「具体的かつ計測可能」なものにする、と言われており

ますが、そうなりますと、中期計画はそれをさらに具体化したものになるかと思います。

これまでの業務実績評価において、評価委員の皆様からそういったご指摘を受けているこ

とは認識いたしておりますが、先立つものと申しますか、大学への運営費交付金が重要な

ものとなってまいりますが、それが今後どのように推移するかということが不透明である、

という点にご配慮いただきたいと思います。他方で、他大学との違いを明確にするという

観点では、重点項目については、できるだけ具体的に書かないと「可視化」が進まないと

感じております。 

従いまして、今後、中期計画を記載していくに当たりましては、重点項目については、

できるだけ詳細に記載してまいりたいと考えております。しかし、それ以外の、いわゆる

総花的になる部分につきましては、年度計画ごとに推移をみながら、進めさせていただき

たいと、現時点ではそう考えております。 

 

（松岡委員長） 

この部分につきましては、我々からは「お願いする」ということになるかと思いますが、

この点について、市としてはどうお考えでしょうか？ 

現段階でお示しいただけるものがございましたら、お願いしたいと思います。 

 

（村上総務局長） 

現段階で、我々もどれだけ具体的に記載するか、ということは、実感としてつかめてお

りませんで、大学とよく相談して、ということになるかと思いますが、ただ、議会からは、

繰り返し数値化を求められておりますので、難しいものも沢山ございますが、大学の研究

内容について、どのように数値化できるのかということもございますので、現段階として

「可能な限り数値化」としか申し上げられない所でございます。 

いろんな工夫をしながら、単純な数値化でなくても、到達点を明らかにするとか、そう

いう手法を駆使して、可能な限り「可視化」を進めたいと考えております。まだ、事務局

として「この項目については」というものはございません。素案の段階では、お示しでき

るようにしたいと考えております。 

尐なくとも、大学からございましたように、計画において数値化する、ということも含

めて検討してまいります。 

 

（楠本委員） 

数値化、というのは、求める気持ちも理解できますが、なかなか難しいですね。それを

超えさせすればいいのか、というわけではございませんので、どういう数値を掲げられる

のかということは非常に心配です。また、書いてあるだけの数値では、無意味ですし。 

 

（村上総務局長） 

例えば、運営費交付金につきましても、今の状況下における数値化ということになりま
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すが、無意味な数値を掲げるつもりはございません。 

 

（松岡委員長） 

どういった観点で数値化するか、ということになりますね。 

 

（桐山副学長） 

もう１点よろしいでしょうか。 

11ページでございますが、中期目標骨子の「大学の組織の活性化及び効率化」の２つ目

の“・”で「大学運営を一体的として進めるための、各学部・研究科における執行体制の

確立」とございます。組織運営をスムーズにということが念頭にあるかと思いますが、む

しろ、柔軟な組織編成という方向で取り組んでまいりたいと考えておりますので、大学の

組織は色々ございますが、場合によっては組織融合や組み換えが必要になってくると思い

ますので、「柔軟な組織運営」という文言の方が、後々、都合が良いと感じております。 

特に、研究分野においては、文理融合研究というものも出てきておりますので、それを

活性化するためには、柔軟な組織運営が必要になってまいります。できれば、そちらの方

に重点を置くような表現に変えていただきたい。 

 

（松岡委員長） 

柔軟で、学際的な組織編成を行いたい、あるいは機能的な運営を行う、ということは、

目標として大切なことだと思います。 

しかし一方で、大学全体としては、学長、副学長を中心としたリーダーシップで運営し

ていくということは、いろんな推進本部を作っておられるなど見えてくるのですが、その

推進本部での運営が難しいように見えているわけです。その原因は、やはり個々の学部・

研究科の意見が、全学的な意見とうまく合っていない、学部・研究科に全学的な意見が入

っていないということが、業務実績評価をしておりますと感じられることでもあります。 

だから、大学全体のリーダーシップは大切ですが、それを構成している個々の学部・研

究科、あるいはその他の組織が、全学で一体となった運営体制を構築することが必要では

ないかということで、この目標があってもいいのではないかと感じました。 

ご意見もございましたので、これからはその点も議論していかないといけないかと思い

ます。 

 

（片山委員） 

最初に読んで感じましたのは、具体的に何をされるイメージなのかよく分かりませんで

した。今、理解いたしましたが、総合大学としての強みを発揮するとか、学際的な研究を

より円滑に進めるために、組織運営を工夫する、というような表現にしてはどうでしょう

か。 

「体制」「組織」と書いてしまうと、それをいじらないといけなくなります。それより

は、運用とか運営という表現にして、その部分で工夫する方がいいような気がします。組

織をいじって、本当にパフォーマンスが上がるのか、ということもございますが、さらに

それを数値化して示せという議論になる恐れもあります。 

例えば、研究のグローバル化ということを考えたときに、海外の大学などを見ています
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と、特に総合大学では、必ずしも全学としてのグローバル戦略があるわけではなくて、勝

手に各学部が個々に海外拠点に進出したいとなって、それに他の学部が同調して、では全

学的にどうしようか、というような具合に、戦略を持ってされているわけではない場合も

多くありますので、全学としての方向性と、各学部の方向性を同じ方向にするために、運

営に工夫を凝らす、というような表現にする方が、後々、いろんな可能性があるのではな

いかと感じます。 

 

（宮野副学長） 

よろしいでしょうか。 

今仰っていただいたように、国際交流では、大学間交流を主要なものとして取り組んで

おりますが、現状は各学部単位で交流をしていることの方が圧倒的に多くございます。従

いまして、今後は、各学部が持っている交流に関する資産を、全体として、いかにコーデ

ィネートしていくか、どうやってまとめて運営していくか、といったことを次期中期目標

期間で検討してまいります。 

国際交流については、主に教育と研究の両方に関わってまいりますが、国際化戦略本部

というものを作りまして、学長の意向が研究と教育に反映するような体制づくりを考えて

おります。従いまして、先ほどお話にありましたが、国際交流というカテゴリーが、次期

中期目標から消えてしまうというのは、印象が尐し薄くなるきらいもございますので、例

えば、教育と研究の中で、小見出し的に国際交流、国際化の推進を掲げることもできます

ので、このあたりはまた市と検討してまいりたいと考えております。 

それと、社会貢献につきましても、委員長からご指摘を受けまして、社会貢献を大きな

見出しとして、その中で地域貢献と産学連携を入れるということでしたが、これにつきま

しても、市と協議してまいりたいと思います。 

 

（折原総務担当課長代理） 

今お話しにありました、各学部・研究科の体制についてでございますが、先ほど資料１

－２で、説明を省略させていただきました部分ですが、一番下に引用元の書籍からの要約

としまして、「目的、目標、計画については、設立団体や大学全体、部局単位、個々の教

職員レベルに至るまで、様々な段階で考える必要があり、各段階における権限や責任の違

いがあることから、それらを有機的に統合することが求められる。」、「組織全体の目標

実現の道筋が明確になるよう、施策相互の関連と手順を全体の枠組みの中で構造化し、各

自の役割と課題が構成員に理解できる必要がある。」といった内容がございまして、今ま

さにご議論いただいたことが記載されてございます。 

これらを踏まえまして、書き方について検討してまいりたいと考えております。 

 

（松岡委員長） 

学長の３本柱のひとつに、高度専門職業人の育成というのが出ていますが、教育内容の

所で、目標には社会人の育成として「社会人教育の強化を図り、社会の各分野で指導的役

割を果たす高度専門的な社会人を育成する」とございますが、この中期計画骨子を見てい

ますと、現中期目標では途中で止まっております、履修証明制度など、まだすこし、検討

の余地があるのではないかと感じます。そういったものを、大学で計画として打ち出して
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いっていただければと思います。 

あと、なかなか難しくて、私としては、言うべきかどうか迷っているところですが、分

析において、大阪府立大学との違い、というのが出ておりまして、評価委員会での意見聴

取の際にも、理事長に私からお聴きしたことがございますが、聞くところによりますと、

大阪府立大学の中期目標の中には、市大との統合の話が出てきているということですが、

市大の中期目標においては、どうされる予定でしょうか？ 

 

（村上総務局長） 

確かに、大阪府立大学の第２期中期目標では、前文においてそういった記載がございま

すが、計画には入っていなかったと思います。設置者の強い意向で目標の前文に入れざる

を得なかったが、本文の具体的な項目には入っていない、ということでございます。 

 

（松岡委員長） 

分析を見ていますと、連携はともかく、大学同士は今の形でよい、ということが強いよ

うですね。そのあたりのことを、何もしないという訳にはいかないのではないかと思いま

すので、尐しお考え頂ければと思いますが？ 

 

（村上総務局長） 

連携については、引き続き両大学において取り組むということのようですので、それに

ついては記載いたします。連携ではっきりと書いておく方がいいのかもしれません。 

 

（音田委員） 

「大阪都構想」ということが成立しますと、大阪都立大学ということになってしまいま

すね。 

 

（村上総務局長） 

統合する、ということになりましたら、そういうこともあるかもしれません。 

 

（松岡委員長） 

今の所で申しますと、大阪市立大学は公立大学では全国で一番である、というようなこ

とがいくつかございますので、その辺も何らかの形で表していただければどうでしょうか。 

 

他にございませんか？ 

 

（種田委員） 

数値目標についてですが、他の大学はどうなっているのでしょうか。他の大学について

事例を持っておられますか。 

先ほど、どういう項目で評価すればいいか、という話がありましたが、それが良いもの

かどうかというのは別にして、参考にできるものはあるんですよね？ 
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（折原総務担当課長代理） 

はい、それはまたおまとめして、ご提示させていただきたいと思います。大阪府立大学

が、中期計画の段階での数値目標化に取り組んでおられます。 

 

 

（種田委員） 

全部の項目についてではないですよね？ 

 

（松岡委員長） 

「可能な限り」でしょうね。 

 

（宮野副学長） 

よろしいでしょうか。 

数値目標についてお話がありましたので、お願いしたいことということになりますが、

項目によって、短期に取り組むべきもの、あるいは長期にわたるものと色々ございますの

で、我々としては、中期計画、あるいは年度計画において数値目標を設定して、その実現

に向けて取り組んでいくというのが、より現実的ですし、ありがたいと思いますので、是

非そういう方向でご検討いただきたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

そういう点から言いますと、数値化と質の両方がございまして、７ページですが「教育

と研究の質の向上に関する目標」となっていまして、数値目標と言っておりますが、質の

向上も大事なことでございます。両方大事ですが、今回もこの項目名とするのかどうかと

いうことも議論すべきかもしれません。 

 

（桐山副学長） 

教育の所では、中期計画骨子で「キャリアデザインシステムの構築と全学利用」という

計画がございますが、これはどちらかというと、質の部分について、可視化を図るという

取組でして、数値化とまではいきませんが、グラフ化のようなことは検討いたしておりま

す。 

 

（松岡委員長） 

数値と質と、両方必要だと思っておりますが、できるだけ可視化するという方向でお考

えいただきたいと思います。 

事務局から、何かご説明することはございますか？ 

 

（折原総務担当課長代理） 

今回資料としてご提示しております中期目標骨子は、骨子というより、まだ「たたき

台」と申し上げる方が良いような状態でお出ししております。改めまして、文書で、委員

の皆様方にご意見をご照会いたしまして、ご意見を賜りながら、またご訪問させていただ

きながら、３月には、頂いたご意見を元に修正した中期目標骨子でご議論いただく、とい
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うようなスケジュールでお願いしたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

はい、それでは、本日が次期中期目標の検討の第１回で、委員会としては３月にもう一

度行いますが、それまでに個々の委員の方々と事務局との間で意見を交換しながら進めて

いきたい、という風に考えております。 

改めて、事務局から文書での意見照会をいたしまして、次回は各委員さんから頂いたご

意見等について、議論、検討していきたいと考えております。 

市と大学では本日の議論も踏まえまして、骨子の具体化に向けて、引き続き作業を進め

ていただきたいと思います。そのうえで、繰り返しになりますが、今年度の３月中旪以降

に、もう一度、評価委員会を開催したいと考えております。 

資料の最後には、前回にもございましたが、参考で今後の評価委員会開催スケジュール

を添付しています。説明は先ほどありましたので、よろしいですね。 

 

それでは、本日はこれで終了いたします。長時間おつかれさまでした。 


