
平成２１年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 

 

日 時 平成 22 年２月 17 日（水）10 時 30 分～12 時 15 分 

場 所 大阪市役所 地下１階第 10 共通会議室 

出席者 

  【委員】（五十音順） 

   種田委員、岡野委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員、松岡委員 

  【大阪市】 

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

  【公立大学法人大阪市立大学】 

   赤井法人運営本部経営戦略担当課長 

 

○開 会 

（稲森部長） 

 本日は、早朝よりお忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

 ただいまから、平成 22 年度第３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。 

 それではまず、開会に先立ちまして、村上総務局長からご挨拶申し上げます。 

（村上局長） 

 おはようございます。本委員会を所管しております、総務局長の村上でございます。

開会にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。 

 委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、早朝からご出席いただき、また、平素

から大阪市政に格別のご協力を賜りまして、厚く御礼申し上げます。昨年末、本委員会

設置後初めてとなります、大幅な委員の改選がございまして、本日は、新体制となって

最初の委員会でございます。後ほど、委員のご紹介もさせていただきますが、このたび

新たにご就任いただきました皆様、また、再任いただきました皆様、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 近年、大学をめぐる社会環境の変化は急でございまして、少子化等に伴う大学間競争

も年々厳しくなっております。高等教育機関として基本的な教育・研究の推進のみなら

ず、知の創造とその社会への還元といった側面からも、大学に対する社会の要請は大き

いものがございます。 

 大阪市立大学が法人化しまして４年が経過し、６年の中期目標期間も残すところ２年

となりました。大学が更に活性化し社会からの要請に充分に応え、存在感を発揮してい

くためにも、法人化以降の大学改革の成果を検証し、明確な方向性をもって次のステッ

プへ進んでいくことが必要であります。そのような問題意識のもとで、本日ご議論いた

だく予定であります、今後の評価のスタンス等の検討につきましても、委員会として大
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変重要であると考えておりますので、どうか忌憚のないご意見を賜りますよう、お願い

いたします。 

 最後になりましたが、本委員会事務局としまして、また、法人の設立団体たる本市大

学支援部署としまして、市立大学が市民の誇りとなる大学として発展してまいりますよ

う、私どもも努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

（稲森部長） 

 次に、昨年 12 月に委員の改選が行われましたので、委員のご紹介を、私の方からさ

せていただきます。 

 まず、改選前から、引き続き委員にご就任いただいております、 

・野村證券株式会社 法人企画部主任研究員の片山 英治（かたやま えいじ）様でご

ざいます。 

・帝塚山大学 法政策学部教授の松岡 博（まつおか ひろし）様でございます。 

 続きまして、このたび新たに委員にご就任いただきました、 

・公認会計士の 種田 ゆみこ（おいだ ゆみこ）様でございます。 

・関西学院大学 法学部教授の 岡野 祐子（おかの ゆうこ）様でございます。 

・ジャーナリストの 音田 昌子（おんだ まさこ）様でございます。 

・財団法人サントリー生物有機科学研究所 所長の 楠本 正一（くすもと しょうい

ち）様でございます。 

・大阪府立成人病センター 総長の 堀 正二（ほり まさつぐ）様でございます。 

 皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○委員長・委員長職務代理者の選出 

（稲森部長） 

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

方から、ご決定いただきたいと考えておりますが、ご推薦等がございましたら、よろし

くお願いいたします。 

（片山委員） 

 私は、大学評価に関して高い見識をお持ちの松岡委員に、委員長を務めていただきた

いと思います。 

（異議なし） 

（稲森部長） 

 他にございませんでしょうか。 

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

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

願いいたします。 
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（松岡委員長） 

 委員長を務めさせていただきます、松岡でございます。よろしくお願いいたします。 

 最初に、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条第３項に「委員長に事故があると

きは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する」と規定がございますの

で、委員長職務代理者として、楠本委員にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

○議 事 

（松岡委員長） 

 それでは、早速議事に入ってまいります。本日の議題は、「これまでの評価委員会に

おける議論等について」と「次期中期目標策定等のための対応及び平成 22 年度の評価

作業について」の２つであります。 

 

議題１ これまでの評価委員会における議論等について 

（松岡委員長） 

 最初の議題ですが、本日新体制での初めての会議で、新しく委員にご就任いただいた

方がたくさんいらっしゃいますので、これまでの評価委員会における議論等についての

確認でございます。当委員会は、公立大学法人大阪市立大学の教育・研究及び大学運営

に係る業務改善等に資するために、地方独立行政法人法に基づき、評価を実施すること

となっております。今後、我々が、効率的で効果的な評価を進めていくにあたっての参

考とするため、これまでの委員会における議論経過について、ポイントとなる部分を中

心に事務局から説明を受けた上で、意見交換を行いたいと考えます。なお、本日は、市

立大学から評価関係業務の担当課長にもお越しいただいていますので、適宜ご説明等を

お願いしたいと思います。 

 では、議題１について、事務局から資料の説明をお願いします。 

（山本課長） 

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

います。よろしくお願いいたします。 

 当評価委員会は、平成 17 年度に設置され、法人化しました平成 18 年度の業務実績評

価から平成 20 年度評価まで、これまで３回の評価を実施してきております。議題１で

は、これまでの委員会での議論経過等をご説明し、今後の評価にあたってのスタンス等

ついて意見交換をお願いしたいと考えております。 

 

【資料１－１ 大阪市公立大学法人評価委員会における議事経過（評価のあり方関係）】 

 本体資料の１ページから３ページになりますが、この間の評価委員会において、議論

となった事柄を抽出したものであります。本日、後ほどご議論いただく事柄を中心に、
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かいつまんでご説明いたします。 

 平成 18 年 10 月 26 日の評価委員会において、年度終了時の評価の考え方について議

論がなされ、評価を段階別評価など数値化するかどうかについて、主な意見等の一つ目

の・ですが、「評価方法については、評価の数値化は行わず、簡潔な文章で表し、必要

に応じて評価の理由を付し、項目別評価を行った上で総合的な評価を行う。」こととし

ております。 

 また、三つ目の・ですが、「教育研究の取組に関する評価については、内容に係る専

門的な評価は、地方独立行政法人法第 79 条の規定により、終了時評価の時点で認証評

価機関の評価を踏まえることとなっているので、評価委員会においては、事実について

外形的に評価する。（「前年と比べてどうなったか」「改善の努力がなされているか」等

は評価するが、教育研究自体について「こうしたらどうか」というような評価はしな

い。）」との意見が出されています。 

 当評価委員会が行います評価と認証評価機関が行う評価との関係は、別紙をご覧いた

だけますでしょうか。左側下段の「公立大学法人評価」がこの委員会が行う評価であり

まして、各事業年度評価と６年毎の中期目標期間評価があり、二つ目の○の中期目標期

間評価にあたりましては、認証評価機関による教育研究の状況についての評価を踏まえ

ることとなっております。 

 本体資料１ページに戻りまして、平成 19 年１月 22 日評価委員会では、各年度終了時

の評価の考え方や手順の検討を行っており、主な意見として、「評価委員会の評価は、

ひとつひとつの項目の進捗や自己評価の妥当性を評価するのではなく、大きな括りでの

評価であるべきである。」、また、二つ目の・ですが、「教育研究の項目については、評

価委員会として何もしないのではなく、外形的に進捗確認は行わなければならない。」

との意見が出されております 

 平成 20 年７月及び８月の委員会では、「より明確な年度計画の策定」、「評価時点にお

いて、客観的に計画の進捗・達成状況を把握できる数値、判断根拠等の具体的な提示」

を求めています。また、二つ目の・ですが、「教育研究の項目の一部について、外形的

な確認を行いながらも、市立大学としての計画水準の妥当性（ＦＤ活動）や本質的な質

の向上（市立研究所等との連携）の観点から言及」しております。 

 今年度、平成 21 年７月評価委員会におきましては、□の中ですが、昨年度意見指摘

した「判断根拠等の提示」について、評価手順に拠らず自己評価の妥当性に疑義がある

項目が散見されたため、意見指摘にあたっての事例として、「特に進捗している」の項

目に限って委員会が個々に再確認し、評価委員会として、一部法人自己評価と異なる評

価を行いました。これまでは、法人の自己評価を尊重することを基本に項目ひとつひと

つについて委員会として評価してこなかったのですが、自己評価の妥当性に疑義がある

項目が散見されたということで、一部項目について、個々に確認を行ったものでありま

す。 
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 また、主な意見として、「評価手順に従った、統一的・客観的な自己評価の徹底及び

判断根拠の明確化」や、二つ目の・ですが「計画の達成水準・目標を明確に意識し、適

宜定量化により明瞭な目標設定など」について、意見が出されており、後ほどこれを受

けた取組についてご説明したいと考えています。また、三つ目の・ですが「年度計画自

体が中期計画から乖離したり、年度計画が実施されていないなどの項目が散見されるた

め、必要に応じて計画の変更を検討すべきである。」との意見が出されており、その検

討状況も後ほど大学の方から説明させていただきます。 

 議事経過については、以上であります。 

 

【資料１－２ 各年度終了時の評価の考え方】 

 次に、資料１－２ 各年度終了時の評価の考え方について、５ページからになります。

各年度終了時の評価についての基本的な考え方をまとめたものであります。 

 「１ 評価の基本方針」として４点挙げており、「２ 評価方法」として、「項目別評

価」と「全体的評価」による」こととしております。ポイントとしましては、中ほどの

※のところで、教育・研究に関する事項については、「当該年度において計画が達成さ

れた場合を除き、外形的な進行状況の確認を行う」としております。その下の部分です

が、項目別評価については、「大学の教育研究地域貢献の活性化に資するよう」、数値的

な段階別評価ではなく、「簡潔な表現で示す」こととしております。 

 また、法人が行います自己評価については、「特に進捗している」、「進捗している」、

「おおむね進捗している」、「実施にあたって課題がある」の４段階で行うこととなって

おります。 

 （２）全体的評価ですが、項目別評価の結果を踏まえ、教育･研究及び大学運営につ

いて、これも「簡潔な文章で総合的な評価を行う」こととなっております。 

 次の「各年度終了時の評価手順」については、「考え方」と重複する部分が多いので

説明は省略します。 

 

 これまでご覧いただきましたように、評価のあり方について、この間の論点として、

３点挙げられると思います。１点目が「評価委員会として数値的な段階別評価を行うか

どうか」、２点目に「教育研究の中身に踏み込んだ評価をするかどうか」、３点目が「計

画に挙げられている項目ひとつひとつに対し委員会として確認するかどうか」であると

考えております。 

 これらについて、参考となる資料を用意しておりますので、順次ご説明したいと思い

ます。 

 

【資料１－３ 国・他団体における段階別評価の実施状況】 

 資料１－３につきまして、他の大学の段階別評価なり、法人自己評価に対する委員会
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評価についてまとめたものであります。先ほどご説明いたしましたように、大阪市立大

学の評価は、数値的な段階別評価ではなく、簡潔な表現で示すこととしております。 

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

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

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

段階別評価を実施しているという状況でございます。 

 

【資料１－４ 教育研究面における評価について】 

 資料１－４でございますが、国立大学法人の評価においても、評価項目として、「教

育研究の質の向上」がございます。教育研究の評価について、国立大学評価委員会では、

各年度の評価としましては、外形的・客観的な進捗状況を確認するのみで、中期目標の

達成度や教育研究の水準については評価しないこととしており、また、６年間の中期目

標期間評価においては、専門的な観点からきめ細かく評価するため、認証評価機関であ

ります独立行政法人大学評価・学位授与機構に評価を要請し、その結果を尊重すること

としております。一方、公立大学法人については、中期目標期間終了時における評価時

に、認証評価機関が行う教育研究の状況についての評価（認証評価）を踏まえることと

規定されているが、教育研究に係る中期目標の達成度や水準について、国立大学法人の

ように専門機関に委託する仕組みになっておらず、他団体においても考え方はまちまち

であり、対応に苦慮している実態があります。 

 大阪市公立大学法人評価委員会においては、先ほどご説明いたしました「各年度終了

時における評価の考え方」により、教育・研究に関する事項については、評価委員会と

しては、「当該年度において計画が達成された場合を除き、外形的な進行状況の確認を

行う」こととしております。しかし、最近の評価委員会では、教育・研究の項目の一部

について、外形的な確認を行いながらも、市立大学としての計画水準の妥当性（ＦＤ活

動）や本質的な質の向上（市立研究所等との連携）の観点から言及しているケースも出

てきており、評価結果を活用しながら、教育研究の質の向上を図るという観点から、考

え方の整理が必要であると認識しております。 

 

【資料１－５ 項目別評価 作業部会の設置について】 

 これまでの評価委員会においても、「項目数が 200 を超える計画の達成状況等をつぶ

さに確認することは難しい」との声もありました。また、これからのご審議の結果にも

よると考えますが、評価委員会としまして、計画の個別項目ごとに確認を行うかどうか、

また、教育研究面の評価の問題などを考えた場合、一定のボリューム感のある評価をよ

り効率的、また効果的に行うため、各委員がお持ちの専門性を活かしていただき、取組

内容等を重点的に検証していただくために、作業部会を設置してはどうかと考えており

まして、そのイメージをお示ししております。一応、案としましては、中期計画上の５
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項目を２つに分けて作業部会を設置し、開催スケジュールとしては、委員会開催前に月

１回程度と考えております。 

 別に、作業部会メンバーの案をご提示しておりますので、参考にご議論いただきたい

と考えております。 

 

【資料１－６ 中期計画の具体目標及び平成 21 年度計画の達成水準】 

 先ほどの評価委員会における議事経過でご説明しましたが、20年度評価において、「計

画の達成水準・目標を明確に意識し、適宜定量化により明瞭な目標設定を行い、必要に

応じて計画の変更を検討すべき」との意見が出されましたことを受けて、法人と市が共

同で、中期計画の具体目標及び平成 21 年度計画の達成水準及びそれぞれの項目の取組

状況や今後の取組予定を調査しております。そのうち、評価の判断根拠の基礎となる中

期計画の具体目標と年度計画の達成水準をまとめたものを別冊の資料１－６としてお

配りしております。本日は時間の関係上、個別内容の検証は割愛したいと思いますが、

法人から、評価の担当である赤井経営戦略担当課長にお越しいただいておりますので、

この進捗状況調査の総括及び意見・指摘事項でもありました、中期計画の変更に係る検

討状況のご説明をお願いしたいと思います。 

（法人・赤井課長） 

 平素から法人経営・大学運営に関わりまして、様々な観点から評価委員会のご支援・

ご指導をいただいております。この場を借りまして、御礼申し上げます。 

 山本課長からご説明がありましたように、昨年９月、評価委員会としての評価をいた

だきました。その中に、本体資料３ページにございますが、平成 21 年７月 24 日並びに

８月 28 日の評価委員会での意見として、「評価手順に従った、統一的・客観的な自己評

価の徹底」、「計画から取組が乖離しているケースの取扱」、「中期計画との関係で、情勢

の変化により当初の計画と現状に乖離がある場合の計画の変更の検討」の３点につきま

して、ご指摘あるいはご指導いただいているところであります。 

 法人といたしましては、個別の項目というよりも全体の評価あるいは計画の進捗管理

の本質という側面から、今回の評価結果を重く受け止めさせていただいておりまして、

評価結果の内容につきまして、10 月の教育研究評議会において、副学長から詳細な説

明をかなりの時間を割いて行いました。また、年度計画の進捗調査を、大阪市と合同で、

毎年 11 月から 12 月にかけて実施しておりますが、その調査を行うにあたりまして、実

際に執筆される教職員に集まっていただいて説明会を開催し、さらに提出後も各部署を

回りましてヒアリングを実施した上で、回答を作成いたしました。この調査に基づきま

して、３月からいよいよ 21 年度業務実績報告書の作成作業に入っていく、という状況

でございます。 

 本日お配りしております資料１－６は、この進捗調査に合わせまして、ご指摘いただ

いております中期目標の具体目標・成果並びに年度計画の達成水準を提出いただいたも
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のを１冊にまとめたものでございます。 

 以上が、昨年の評価結果を受けました、現在の法人の動きでございます。 

 

 それから、先ほども申し上げました、「情勢の変化により当初の計画と現状に乖離が

ある場合の計画の変更の検討」についてですが、計画の変更を要すると思われる項目を

法人内部でピックアップして議論を深める中で、「中期計画変更項目（案）」として２点

につきまして、来年度から変更してまいりたいと考えているところでございます。これ

につきまして、少し説明をさせていただきます。 

 まず、№18「高度専門職業人教育」につきまして、具体的には経営学・経済学研究科

の枠組みを超えた専門職大学院や理系研究科全体を巻き込んだ形での専門職大学院の

あり方の検討を行うという中期計画となっております。この間いろいろと検討を進めて

きたところでございますが、端的に言いますと、専門職大学院につきましては、最近の

情勢では全体の 40％、計画に出ております会計大学院やＭＯＴといわれる技術系の大

学院についても 30％が定員に満たない状況になっているということがあります。それ

とともに、大学として新たな専門職大学院を立ち上げるには当然それなりの体制を構築

していかなければならない訳ですけれども、教員数の減少が進む中ではそれもなかなか

難しい面がございます。しかしながら一方で、大学院は現在、社会人教育に大きくシフ

トしておりますので、社会人がより高い専門的知識を身につけることができる教育は、

大学院が取り組むべき姿として必要であるという認識のもと、それぞれの研究科に応じ

た社会人教育、特に社会人の専門性を高めるための取組を強化していくということで今

回変更してまいりたいと考えております。中でも、経営学研究科におきましては、従来

いろいろな形で専門職の養成に取り組んでおりますけれども、現在「医療福祉イノベー

ション経営」と言いまして、医療福祉分野において特に医療法人・社会福祉法人の経営

に資するような専門職の養成、また、経済学研究科におきましては、これまでの社会人

教育を充実しまして、新たな社会人教育のコースを 23 年度以降設置していくといった

ことの検討が進められている状況でございます。 

 もう１点、№205 でありますけれども、従来評価委員会におきましても何度かご議論

いただいている内容でございまして、もともとは「長期計画を策定してホームページで

公表する」という計画でございますが、昨今社会情勢が非常に目まぐるしく変化してい

く中、法人も中期目標・計画を上回る計画を立てるよりも、むしろ中期目標・計画を超

えて大学が進むべき方向性の指針として示すことに意義がある、という判断に立ちまし

て、大学憲章の策定を現在進めているところでございます。これまで法人としましては、

大学憲章が長期計画に見合うものであると考えておりましたけれども、評価委員会とし

て、「やはり計画と違うものを策定することによって進捗していると評価することは難

しい」というご意見を受けまして、それに沿いまして、本来取り組んでいる憲章を計画

に盛り込むということで、変更をお願いしたいと考えております。 
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 以上のとおり、法人として２項目の変更を検討しておりますが、本来ですと最終の案

をお示しして評価委員会のご判断を賜るべきところでございますけれども、計画の策定

手順の関係で、３月本学の意思決定機関の会議の審議を経まして決定してまいりたいと

考えておりますので、本日は現在検討中の案をご説明させていただきました。 

 

 以上が、評価委員会のご指摘を受けての法人の対応、並びに中期計画の変更について

の考え方の説明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

（山本課長） 

 ただいま説明のありました中期計画の変更については、地方独立行政法人法第 26 条

第３項により、評価委員会の意見を聴くことになっております。今回の大学からの説明

内容について、大筋でご了解いただけるということでございましたら、大学における手

続きを経た上で、改めて委員の皆様に、案を持回りでお諮りしたいと考えております。 

 

 議題１に関わります説明につきましては、以上であります。 

（松岡委員長） 

 ありがとうございました。ただいま、事務局から、資料の説明がありました。 

 いくつか論点がございますが、まず、これまでの議論を基にこれからの評価をどうす

るかという大きな話がございます。これまでの、全体的な評価の枠組みや方法について、

ポイントを絞ってご説明いただきましたが、それでもわかりにくい点がいろいろあるだ

ろうと思います。委員の方には参考に、「平成 20 年度公立大学法人大阪市立大学の業務

実績に関する評価結果」をお配りしておりますけれども、評価委員会として７月・８月

に評価をして、こういう形で結果をまとめて出すのが９月でして、その後市長・議会に

報告するということになっております。評価は、法人側の自己評価に基づいて行います

ので、まず法人側から業務実績報告書が出てまいりますが、その様式としては資料１－

６を見ていただくと大まかにわかりますね。 

（山本課長） 

 本日、業務実績報告書そのもののご用意はしておりませんが、どのようなものかと申

しますと、資料１－６にございます、中期計画の項目、中期計画、年度計画が大体報告

書の左半分に当たります。そして右半分には、各年度計画の取組実績、段階別に評価さ

れました法人の自己評価、判断根拠といった項目が提示されてくることになります。 

 そういった報告書が、年度が終わりまして５月末までに法人から提出されてまいりま

して、委員の皆様にお送りさせていただく、ということになっております。 

（松岡委員長） 

 そうですね。５月末までに提出され、それから最終９月に評価委員会としての判断を

示すということになっております。その判断をするために、これまでの評価委員会は、

７月・８月に１回ずつの開催だったのですが、項目も多く全部を見るのは大変ですので、
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後で出てきますように、来年度は部会を作ってもう少し詳しく見るべきではないか、と

いう話になる訳です。 

 そして、今まで問題になってきた論点が、資料１－１の議事経過に書かれております。

私も途中から委員になったのですが、最初の議論から見ていきますと段々評価の仕方が

変わってきて、少しずつ取組内容の評価に入っていこうとしている状況でございまして、

次の評価の際に、「どれだけ具体的に詳しくやるか」ということが問題になっていると

ころであります。しかし、それは、予め決めておいた方がわかりやすいかもしれません

が、５月末に提出される業務実績報告書に基づいて実際に我々が評価するまでにはまだ

議論する余地がございますので、本日は大雑把な方向性を議論するところまでにしてお

きたいと思います。事務局から改めて個別に説明もしていただき、必要であれば委員会

も開催して、評価委員会として決定していくことになろうかと思います。 

 その問題となっておりますのが、先ほどご説明にもありましたように３点ございます。 

まず、「評価委員会として数値的な段階別評価をするのかどうか」ですが、これは、法

人が小項目について、資料１－２、本体資料５ページの一番下にあります「特に進捗し

ている」、「進捗している」、「おおむね進捗している」、「実施にあたって課題がある」の

４段階で評価されている自己評価に対して、評価委員会として項目毎に見て妥当である

か、根拠付けられる資料が出ているか、ということについてどこまで踏み込んで評価す

るかということでありまして、資料１－３でいいますと、本委員会も部分的には踏み込

んできているところであります。20 年度の評価結果の最後の部分、「特に進捗している」

となっている法人自己評価が法人から提出される資料・根拠からみると問題ではないか、

という部分について評価委員会として指摘をしたところでございまして、今までは具体

的にこういう評価はしておらず、20 年度評価で初めて行いました。ただ、200 項目以上

もある計画を全部確認するのか、個別に目に付いたものだけするのか、などいろいろ議

論したのですが、最終的に「特に進捗している」となっている項目についてのみ行うと

いう形になりまして、それをもっと踏み込んで、小項目全体についてするかどうかとい

うことであります。 

 それについて、他の公立大学でやっているところ、やっていないところがありますが、

最近の傾向ですと、段階的評価にまで踏み込む方向に進んでいるということであります。

それで実際、段階的評価をするとなりますと、200 数十項目を評価するのはなかなか大

変ですけれども、そうなると作業部会で少し項目を分けて分担してはどうかということ

になります。 

 それから２番目が、「教育研究にどこまで踏み込んで評価するか」ということで、国

立大学の評価との比較でいいますと、資料１－４のとおり、６年間の中期目標について、

４年目でかなり大掛かりな評価を行う中で、文部科学省の中にある評価委員会とは別に、

大学評価・学位授与機構へ教育研究の部分の評価を委託しているのですね。私は現在、

その評価の委員もしておりますが、そこで、全国の国立大学についてのピアレビューを
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しておりまして、６年間のうち４年間が終わった段階で中間的な評価をしまして、後の

２年は簡略化した形でフォローを行い、６年間が終わった時点で運営費交付金に反映さ

せるとか、以後の改善に役立てるとか、社会的に公表するといったことをしております。

この件は次の議題にもなっておりますが、いずれにせよ、国立大学は４年目で非常に詳

しい教育研究の評価を行っております。ただし、毎年の年度評価については、評価委員

会は教育研究の部分にはタッチしないということになっておりまして、外形的な評価だ

けをして内容にはあまり立ち入らない。教育研究以外の項目については踏み込んで評価

するということで、教育研究の評価は機構に任せて、４年と２年という段階で、中期計

画全体として行うシステムになっているのですが、公立大学には教育研究の評価を特別

に委託する所がないので、そのために今までは年度評価で外形的で内容に入らない形で

きておりますが、次の議題で方針そのものを議論します、中期目標全体の評価を考えた

とき、外形的評価に留めて内容に踏み込まないこれまでの方針で行くのか、もう少し踏

み込んでやるのか、踏み込むならどうやって評価するのかという点が問題になる訳であ

ります。 

 ここまでで何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

（種田委員） 

 質問ですが、そもそも国立大学がやっているような、機構に評価を委託するというこ

とは、公立大学では法律の根拠がないので義務として委託できないのか、予算の問題が

あってしないというのか、どういう問題があるのでしょうか。 

（松岡委員長） 

 国立大学については、法律で機構が評価を行うということになっているのですが、追

加で言いますと、11 ページにありますように、公立大学法人では、中期目標に係る評

価とその年度評価とは別に認証評価があります。その認証評価も、大学の自己評価に基

づいて合格か不合格かを評価するもので、大阪市立大学は 20 年度に大学評価・学位授

与機構の認証評価を受けておられる。その中で、教育研究の評価もされるので、「認証

評価機関が行う教育・研究の状況についての評価」、７年に１度の認証評価を踏まえる

ことにはなっているのですね。ただ、認証評価と、中期目標・計画に基づいて教育・研

究が、法人が発足して以降質的にどれだけ向上したか、全体的な水準から見てどれだけ

進んでいるのかという評価とは、ちょっと違うのですよね。けれども、何もしないとい

うことはできないので、こういう形になっております。国立大学でも認証評価は受けて

いますが、別に教育研究の評価も受けることになっておりますので、我々にとって、そ

れに代わる評価をどうしようかというのが、なかなか悩ましい問題で対応に苦慮すると

いうことです。そういう認識でしたね。 

（山本課長） 

 はい。 

 特に、認証評価機関については、国立大学の教育研究の評価を行っておりますが、仮
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に大阪市立大学について評価を依頼したとしましても、それを受ける体制があるかとい

う問題もございます。大阪市立大学の評価をやったということになれば、他の公立大学

法人が我も我もと依頼することが考えられますので、現実問題として難しいのではない

かと思います。 

（松岡委員長） 

 確かに、今でも機構は大変ですからね。機構に依頼するには、解決しなければならな

い課題がたくさんあるように思います。そこで、公立大学法人が集まって何かできない

のかと思いますが、そうした動きはどうでしょうか。 

（山本課長） 

 公立大学、公立大学の設立団体横断的な組織はございますが、そうした場で議論され

たと聞いたことはありません。 

（松岡委員長） 

 公立大学協会も関係してくると思いますが、皆苦慮はしているけれども方向性として

は出ていないということですね。 

 そこで、先ほどの段階的評価とともに、教育研究についてどこまで踏み込んで評価を

行うかが問題になっているということでございます。ただ、実際踏み込んで評価をする

となると大変です。機構が行っている国立大学の評価などではものすごくたくさんの人

を動員していますので、公立大学間でそういうことができれば、それが一番良いと思い

ますけれども。 

（堀委員） 

 私は認証評価の方の委員を務めておりまして、20 年度の市立大学の評価もさせてい

ただいたのですが、正直申しまして、認証評価では教育研究の内容に踏み込んだ評価を

やっていません。国立大学の場合でも、教育研究の評価は、認証評価とは別途やってい

ますね。少しわかりにくいですが、どういうことかと言いますと、認証評価というのは、

例えば、大学の組織機構、定員の問題、教職員の数などについて、少なくともある一定

の水準を満たしているかどうかを評価するものです。アウトプットがその割にどうかと

いう評価、例えば 100 人のスタッフでこれだけの成果を出しているということは評価し

ないのです。もっとわかりやすい表現で言えば、ゴルフを考えていただくと、ゴルフを

するためにどれだけ練習しているかとか、フォームがどうだとかいうことを認証評価は

評価しています。本当は、どれだけ練習していてもスコアがいつも全然駄目というので

は通常評価されないはずですが、スコアがどうかということは認証評価では言わない。

根本的な話をしますと、「大学は何のためにあるのか、人材育成ではないのか、それな

らどれだけの人材がどのように輩出され、どれだけ社会に貢献して、だからこの大学は

これだけの役割を果たしている」という評価が、いわばゴルフのスコアなのですね。本

当はそれを評価しないといけないしできればいいのですが、その評価は非常に難しい。

難しいので、「ちゃんとしたフォームで打っていますか」、「マナーを守っていますか」、
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「練習時間は最低限これだけ取っていますか」ということを評価するのが認証評価です。

要件を満たしているかどうかというところにウェイトが置かれているので、そういう意

味で認証評価は、教育研究の質がどれだけ向上したかという評価はやっていないのです。

今の議論は、国立大学の場合には、別のオプションで教育研究だけを評価するというメ

カニズムが作られているのですけれども、公立大学の場合はそれが作られていない、だ

からどうしましょうか、ということですよね。 

（松岡委員長） 

 そうですね。だから、「認証評価の結果を踏まえて」と言っても、あまり踏まえよう

がない。 

（堀委員） 

 正直申しまして、無理です。例えば、「研究のアウトプットがどれだけ出ているか」

ということは認証評価では全然評価しません。ただし、文部科学省の○○のＧＰに採択

されているということは、全部提出してもらいますので、いわば、文部科学省の評価を

間接的に評価して、「このプロジェクトで研究資金を採ってきているから、この大学は

頑張っていますね」という評価なのですね。内容は何も評価していない。だから、それ

はそれでまた非常に難しい問題です。「このスタッフできちんと評価できるか」と聞か

れれば、「評価できるだけの人材を集めている」と言われたとしても、それはまず不可

能でしょうね。だから、本格的にやるとすると、やはり別のメカニズム、即ち国立大学

のように機構に委託する、オプション的な契約を結ぶということですね。機構も今後事

業を広げていく積りらしいとは聞いておりますし、できないものでしょうか。 

（松岡委員長） 

 実は、その点も含め、機構の川口理事に事務局から今度会いに行ってもらうことにな

っております。ただ、そういう委託ができるかどうかはちょっとわかりませんし、すぐ

には難しいと思います。だから、法人としては、中期計画があって、それに基づいて

200 数十項目の年度計画を立てて、そのうち教育研究の項目が半分ぐらいになっている

中で自己評価をされている。その自己評価にどれだけ根拠があるかないかという観点だ

けから、機構がやっているように、例えば学部・研究科がやっている優れた研究を全部

出してきなさいとかいうことを、ピアレビューとして評価委員会が評価することはでき

ないけれども、年度計画の取組に対して出てきた自己評価が、一応根拠があって資料が

あるかどうかという辺りまではある程度踏み込めると言うこと位しかできないと思い

ます。 

（岡野委員） 

 もう少し教えていただきたいのですが、今の話からしますと、専門機関に国立大学が

委託している評価ではどういったことをされているのか、例えば「論文の内容がどれだ

け引用されているか」などを評価されているのでしょうか。 
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（松岡委員長） 

 機構では、その学部・研究科で「特に優れている」、いわゆる自己評価でＡ評価の上

の「Ｓ」評価の研究がどれだけあるか、その要旨を出してきなさい、ということをやっ

ています。 

（堀委員） 

 わかりやすく言えば、「自慢できるものを全部出してきなさい」ということです。 

（岡野委員） 

 では、「賞を取った」、「有名な学会誌に掲載された」、「特許に直結した」、そういう研

究ですね。 

（松岡委員長） 

 「これだけやっている」と言えるものを全部出してもらって、それを専門家が評価す

るのです。 

（岡野委員） 

 私は、所属しております大学で認証評価を受けた側で、たまたま大学院の担当をして

いたものですから、自己評価書を書くということもしました。これが結構大変で、ある

程度は教育研究についても書かなければなりませんでした。そのとき書いたのが、例え

ば研究ですと、「どれくらいレフリー付きの論文を書いているか」といったことでして、

学部の先生方に自己申告で書いていただきまして、それを集計して数値として提出しま

した。教育の面では、「授業評価をどれだけやっているか」について、シラバスの内容

や授業アンケートの実施形態など、評価のポイントになるとのことでしたので、かなり

詳細に書き込みました。もっとも、そういう観点からの評価でしたので、確かに内容と

いうよりは形式の評価ではありました。 

 こうした認証評価のことが念頭にありましたので、「教育研究の内容」が評価によっ

てどう違うのかと思いました。 

（堀委員） 

 認証評価では、シラバスのチェックはしますが、論文数や論文のクオリティーのチェ

ックはしません。今のシステムでは、国立大学では論文数の公表が義務化されています

ので、公立大学の評価をするときのポイントとしては、「自分の論文を公表するシステ

ムを作っていますか」というところを評価しておりまして、その結果「誰が、どれだけ

の論文を公表したか」は評価しないのです。「研究を進めるためのシステムや枠組みを

大学として作っているか」というフォームを我々は評価するので、アウトプットではな

いのです。 

（松岡委員長） 

 岡野先生の大学が認証評価を受けられたのは、どちらの評価機関でしたか。 

（岡野委員） 

 大学基準協会でした。 
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（種田委員） 

 市立大学のような、公立大学でも評価機関を選ぶことはできるのですか。 

（松岡委員長） 

 できます。ただし、市立大学のように、実際には大学評価・学位授与機構にお願いす

るケースが多いのではないでしょうか。 

 戻りまして、３番目の論点としまして、「小項目毎の評価をするかどうか」という点

です。基本的に私は、これらの課題３つとも今までより少し踏み込んだ評価をした方が

良いのではないかと思っております。「外形的評価」でいう「外形的」とは何か、とい

うこと自体が、いろいろ考え方がありまして、先ほど堀先生がおっしゃったようなこと

が、内容に踏み込まない、まさしく「外形的」ではあるのですが、あまり「外形的」と

言い過ぎて、内容に全く踏み込まないというのもやはり問題で、どこまで「外形的」と

捉えるのか、微妙なところがございます。今日のところはこの程度に留めておきます。 

 いずれにせよ、昨年「特に進捗している」の項目のみ個別に評価を行って問題のある

所の指摘をしたので、その方向性を今後全体的に強めていこうと思います。そのために

は、作業部会を作って、担当を分けてやっていくようなシステムにしないと、今までの

ように、７月・８月に１回ずつ委員会を開いて、法人に意見を聴いて、我々として評価

を決めるというのでは、外形的にしても実質的な評価ができません。作業部会を月に１

回か２回開いて、全体として討議しなければならないとすれば委員会を開くという形に

してはどうかということでして、委員の分担については、また個別に意見も聴きまして、

５月に報告書が出てきてから評価を始めるときまでに決定できるかと思います。 

 それから、先ほど法人から説明いただきました中期計画の変更２点、「専門職大学院

のあり方として厳しいので進路変更する」と「大学憲章は長期計画に当たらないので変

更する」ということですが、変更の承認までは本日はしなくてよいのですね。 

（山本課長） 

 はい。ご意見があればまたお聴きしまして、問題がないということでしたら、法人か

ら提出される正式な案を委員の皆様に別途お諮りしていきたいと思います。 

（堀委員） 

 １点よろしいでしょうか。非常に重要な点なのですけれども、この委員会は、当初の

中期計画が妥当であるかということについては評価したのでしょうか。 

（山本課長） 

 はい。中期計画につきましては、法人が策定し、市長が認可をするのですけれども、

認可にあたりましては、評価委員会の意見を聴くことになっています。ですので、評価

委員会として、「この計画でよろしい」ということを言った、ということになります。 

（堀委員） 

 そうしますと、委員会は、大学の行く末についてそれなりの責任を持つ訳ですね。も

し、スタートのときは知らないで進捗状況だけチェックする役目であれば、外形的評価
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で充分で、法人がどの方向へ行こうと「我々は初めからそういうことは聞いていないか

ら知らない」と言うこともできるけれども、やはりスタートするときにそういうことを

委員会としてやっているのであれば、今おっしゃった、大学憲章にしてもこれが妥当で

あるかという評価を求められる訳ですね。単に「評価委員会に知らせた」というだけで

はなく、「これでいいのですか」ということを市から聴かれ、そこで評価委員会が「良

い」といった以上は、次に評価する際にとんでもない方向に行っておれば、「評価委員

会は一体何をやっているんだ」ということになりますよね。 

 ですから、一応は当初に評価委員会の審議を経ているということですね。 

（松岡委員長） 

 だから、変更するときも評価委員会の意見を聴くということになっている訳です。 

（楠本委員） 

 次回に行う評価は、中期計画の妥当性はもう評価されていて、その計画のどこまで達

成されたかを評価するということですね。 

 先ほどの、「委員会として定量的な評価をするかどうか」という議論ですが、昨年の

評価結果を拝見しますと、「特に進捗している」の項目を評価されていて、それが「進

捗している」になっている項目が多いですよね。これは、その程度には内容まで入って、

「『特に』という程はできていないではないか」ということを言っておられるのですか。 

（松岡委員長） 

 「特に進捗している」というには、その根拠や証拠がはっきりしないですとか、１つ

か２つの学部・研究科でやっている顕著な取組を持ってきて、大学全体で「特に進捗し

ている」と評価していいのかという項目について、評価を変更しています。 

（楠本委員） 

 必ずしも内容に踏み込んだ評価をしているのではないのですね。 

（松岡委員長） 

 そういうことです。 

（片山委員） 

 恐らくですけれども、「大阪市民を代表して」と言うと僭越ではありますが、「大阪市

民が評価結果を読んで納得するか」ということがひとつのポイントだと思います。 

（楠本委員） 

 先ほどもありましたように、認証評価で行うような専門的な評価が我々だけではでき

ないということにも関わるかなと思いまして、申し上げました。そこまで、専門的に評

価しているということではないのですね。 

（松岡委員長） 

 具体的には、中期計画の教育研究の項目を参照いただきたいのですが、基本的には法

人が自己評価をしてくるものを確認するということになります。 

 議題１の議論としては、この程度にしたいと思います。 
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 前回評価で「特に進捗している」の項目だけ評価をしましたけれども、なかなか作業

的に厳しかったように思いましたが、片山委員のご見解はいかがでしたでしょうか。 

（片山委員） 

 やはり、ひとつひとつ評価をやっていくと、「なぜこれが『特に進捗している』とい

えるのか」ということが第三者の目から見てわからなかった項目が結構多かったという

印象でしたので、こういう結果になったと思います。 

（種田委員） 

 ところどころ数値が書いてありますが、アウトプットの数値が個々の委員間の認識で

「特に進捗している」というには多いとか少ないという理由で、昨年度評価を変えられ

たということなのでしょうか。 

（片山委員） 

 いや、多い少ないという評価をしたことはありません。 

（松岡委員長） 

 報告書には、「なぜ『特に進捗している』と評価したのか」という判断根拠を書くよ

うになっているのですが、それが時々理由として適合していないものがあるということ

です。 

 これは、いくら抽象的に言っても限界がありますので、実際の評価作業でわかってく

ると思います。基本的には、「いずれの課題についても、もう少し踏み込んだ評価をす

る」、「その中で作業部会を作る」ということについてお認めいただければと思います。

作業部会は具体的には、教育・研究・地域貢献・附属病院・業務運営その他の５項目に

ついての割り方が問題になります。教育・研究の項目で一括りにしますと項目が多いの

で、作業部会を２つに分けるとしますと、地域貢献の項目を教育・研究側に入れるか、

それ以外の側にするか、という問題がありまして、７名の委員をどう割り振るかという

ことについて別に案をお示ししております。 

 項目数で言いますと、教育・研究で 100 項目、それ以外が 116 項目です。地域貢献の

項目が、どちらの項目にも関わってきますので、どちらに入れるかですが、項目数のバ

ランスで言えば、教育・研究とそれ以外に分ける方が良いのではないかと思っておりま

す。これについてはいかがでしょうか。 

 実際問題としては、評価は全員でやっていただかなければならないと思いますが、主

となる責任分担を決めまして、主とならない部会については、どうしても都合が悪いと

きは出席いただかなくても良いという形で作業していきたいとは思っております。 

 よろしいでしょうか。では、またご意見があれば個別にお伺いいたしますが、暫定的

にこの方向で進めさせていただくことにいたします。 

 

- 17 - 



議題２ 次期中期計画の策定等のための対応及び平成 22 年度の評価作業について 

（松岡委員長） 

 それでは、時間も迫っておりますので、議題２「次期中期計画の策定等のための対応

及び平成 22 年度の評価作業について」に移らせていただきます。事務局からご説明を

お願いします。 

（山本課長） 

 それでは、説明させていただきます。 

 大阪市立大学が法人化いたしましてから、今年度で４年となります。 

 現行の６年の中期計画期間のうち、最初の２年が計画の着手時期、次の２年が達成の

時期となっており、今年度で達成の時期が終了し、22 年度・23 年度の検証をもって、

１つのサイクルが完結することとなります。 

 本市・評価委員会としまして、地方独立行政法人制度の趣旨に基づきまして、残る２

年間に、これまでの法人の取組を検証し、現行の中期目標・計画の達成を支援いたしま

すとともに、それを踏まえた次期中期目標・計画の策定や法人の組織・業務全般の検討

に取り組む必要がございます。 

 一方で、地方独立行政法人法第 30 条には、期間終了時評価の実施について規定がご

ざいます。本来、この終了時の評価を受けて、次期目標・計画の策定や組織・業務の検

討が可能になると思われますが、制度上、終了時評価は、期間が終了してから実施する

こととなっておりますので、我々としましては、期間が終了するまでに、これまでの取

組を検証する機会を設けることが必要であると考えております。 

 議題２では、こうした対応としての事前評価の実施及び 22 年度以降のスケジュール

について、ご検討いただきたいと思います。 

 

【資料２－１ 中期目標期間（18～21 年度）の業務実績評価（事前評価）について（案）】 

 本体資料、17 ページになります。 

 「中期目標期間終了までの評価」ということにつきまして、最初に下段の参考部分を

ご覧いただきたいと思います。 

 国、他団体における対応ですが、いずれも期間終了までに一定の評価を行っておりま

す。国立大学・東京都が、終了時評価の前段階として４年間の評価を、横浜市・名古屋

市が、振り返りとして３年間の中間的評価を実施しておられます。本市としましても、

中期目標期間終了までに何らかの検証が必要であることから、国等の取組も踏まえ、こ

うした評価を実施してはどうかと考えております。 

 最初に戻りまして、実施のスタンスとして、「中期目標期間終了に先立ち、過去４年

間の法人の業務実績について」評価を行うこととしております。 

 次に、具体的な「趣旨・目的」としまして、４点にわたって挙げさせていただいてお

ります。本市としましては、一義的には、現行の中期目標・計画の進捗確認と課題整理、
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そして次期中期目標・計画の策定への反映を目的とし、期間終了時の評価についても、

法人における評価作業の負担軽減という観点からも、できるかぎり活用するということ

にしたいと考えております。なお、関係する法律条文を裏面に記載しておりますので、

ご参照ください。 

 次に「実施方法」ですが、基本的には、各事業年度評価と同様に、法人の自己点検・

評価とそれに対する評価委員会の評価で進めることになると考えておりますが、様式等

の具体的な実施要領や評価委員会における進め方、評価の観点につきましては、新たに

策定する必要がございます。本日、事前評価を実施する方向でまとまりましたら、今月

中を目途に各委員に案を持回りで提示してまいりたいと考えております。 

 最後に「スケジュール」としましては、評価委員会として効率的に集中して評価を行

うため、作業部会での調査分析を含め、21 年度業務実績評価作業と並行して実施し、

期間的には従来より少し余裕を持って、10 月中に確定ということで考えております。 

 

【資料２－２ 平成 22 年度大阪市公立大学法人評価委員会スケジュール（案）】 

 具体的なスケジュールについて、引き続き 19 ページをご覧ください。 

 左の欄に従来の評価作業日程について、中央に事前評価を想定した新年度の日程案を

記載しております。従来と異なる部分を中心にご説明いたします。 

 事前評価を行います場合、法人にその旨をお伝えするとともに、本日の委員会以降、

事前評価の実施要領等を早急にまとめまして、法人に提示していくこととなります。ま

た、作業部会の具体的構成についても、新年度当初には決定してまいります。 

 ５月末の業務実績報告書の提出以降、従来は文書で意見調整し、７月・８月に開催し

ていた委員会に代わりまして、６月・７月に作業部会で年度評価・事前評価ともに報告

書を調査・分析しまして、８月に最初の全体の委員会を開催、その後評価結果をとりま

とめ、10 月の全体の委員会で確定していきたいと考えております。また、事前評価の

結果を受けて、地方独立行政法人法第 31 条に規定されます、期間終了時の組織・業務

全般の検討の考え方を整理し、年度末を目途に意見を頂戴するというふうに考えており

ます。 

 右の欄は、評価委員会のもうひとつの業務である、財務諸表の確認等のスケジュール

であります。22 年度は、主に評価の関係で、全体での評価委員会の日程を遅らせてお

りますので、それにあわせて日程が延びておりますが、作業的には従来と変化はござい

ません。 

 

【資料２－３「次期中期目標・中期計画に向けてのスケジュール感】 

 次期中期目標期間が始まります、平成 24 年度前半までのスケジュール感をまとめた

ものです。参考までに、先行しております国立大学におけるスケジュール感を、本市の

スケジュールに置き換えまして、赤字で記載しております。 
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 先ほども説明いたしましたが、平成 22 年度・23 年度は、通常の年度評価に加えて、

事前評価、また、中期目標期間終了時の法人の組織・業務全般の検討、次期中期目標・

計画の策定につきましても、評価委員会としてのご意見を頂く必要がございます。 

 本市・評価委員会にとりまして、重要かつ非常に内容の濃い時期でございまして、委

員の皆様にも、いろいろとご苦労をおかけすることになりますが、何とぞよろしくお願

いいたします。 

 

 議題２に関わります説明につきましては、以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございました。 

 この議題で一番大事な点は、この評価委員会として来年度、年度評価以外に、他の団

体などでは「事前評価」や「中間評価」など使っている言葉が異なるようですが、中期

計画全体に関する評価をするということを決定することでございます。 

 国立大学では、市立大学より２年先行して独立行政法人になっておりますので、20

年度に同様の評価をしたところです。他の公立大学では、法人化後３年で実施したとこ

ろもあるようですが、４年で実施する団体が多いようです。 

 何のためにやるのかといいますと、ひとつには、次の６年の中期目標・計画を策定す

るのに、終わってしまってからでは遅いので、今の時期に評価するということ、それか

ら、大学自身の業務改善や社会への説明責任などの問題もありますが、国立大学では、

この評価を運営費交付金のあり方に関連付けることもありまして早目に評価をしまし

て、残り２年後の評価を簡略にして、終了時の評価とするという形になっております。 

 国立大学と少し事情は違うかもしれませんが、形としては同じように、中期計画の暫

定的な評価を法人化４年が終わったところで行うということで、それが来年度に当たり

ます。つまり、来年度は２つの評価をしなければならないということになります。 

 そこで今考えておりますのが、法人の業務実績報告書で年度計画の自己評価をされて

いるところに、４年間の自己評価も入れてもらうという形で、様式ややり方はあまり変

えないでいきたい、ということであります。そういう認識で問題ないでしょうか。 

（山本課長） 

 法人の業務負担を増やさないということもございますし、他大学を見ましても、国立

大学も他の公立大学も、業務実績報告書の様式は、年度評価分・中期目標期間の評価分

とも一体で作っておられるところが多く、そういった形になろうかと思います。 

（松岡委員長） 

 報告書の具体的な様式については、５月中の提出を目指して、３月には法人での作業

も始まりますので、そのときには示さないといけませんが、「中期目標期間の事前評価

を 22 年度行う」、「その報告書については年度評価に４年間の評価を加える」という点
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についてはよろしゅうございますか。具体的な実施要領などは、委員会終了後に事務局

で早急に案を固めていただいて、委員の皆さんにお送りいただき、意見を伺うというこ

とで行きたいと思います。 

 このように、来年度は２つの評価をやらないといけないということもありまして、作

業部会で分担して少し踏み込んで評価をする必要があるということでございます。 

 今の点につきまして、何かご意見、ご質問はございませんでしょうか。 

（音田委員） 

 今のスケジュール感について異存はございませんが、中期目標・中期計画が全体とし

てそもそもどういうところを目指しているのか、というものはあるのでしょうか。市民

の方がご覧になったときに、例えば教育については、こういう教育を施してこういう人

材育成を目指しているというような全体的な目的がありますと、わかりやすいですし、

評価もしやすいと思います。 

（折原代理） 

 中期目標ですと、前文に理念ですとか全体的な目標について書かれております。 

（音田委員） 

 期間全体の評価をするにも、そういった方向に向かっているかということも考えない

といけないということですね。 

（山本課長） 

 基本的には、「中期目標・計画に照らして」ということが、評価の基本となります。 

（音田委員） 

 それから、作業部会の分け方と中期計画の変更の件につきまして、内容自体に異論は

ございませんが、教育課程の編成の項目に入っている専門職大学院のあり方が、部会が

異なる、社会貢献の人材養成の項目に関係してくるなどの影響はないのでしょうか。 

（松岡委員長） 

 個別の項目までわかりませんが、中には複数の項目に跨っている計画がありますね。 

（山本課長） 

 確かに内容が重複している計画はございますが、この専門職大学院の計画につきまし

ては、教育の項目のみ入っております。 

（片山委員） 

 先ほど法人からご説明いただいた、中期計画の具体目標・平成 21 年度計画の達成水

準について初歩的な質問ですが、年度計画とその達成水準の関係についてどう捉えたら

よろしいでしょうか。 

（法人・赤井課長） 

 基本的には、評価委員会から「年度計画が曖昧なために『どこまでやればどのように

評価するのか』がわかりにくい」というご指摘があった中で、達成水準をできるだけ具

体的に書くように、と今回学内で説明しまして書いていただいたものでございます。 
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（片山委員） 

 資料１－６の 63 ページを見ますと、達成水準が「同上」になっているものや、例え

ば、まさに先ほどお諮りいただいた№205 では、年度計画は「憲章策定に向けた検討を

行う」、達成水準が「記載項目の検討、記載内容の検討」になっております。「憲章策定」

という年度計画の具体化について、「項目」と「内容」の検討に分けて書くことが果た

して納得が得られるのかと思います。むしろ、例えば 54 ページ、№164 のように、も

し憲章を定めるのであれば、どういったプロセス・方法で定めるのかを書いた方が、具

体性に富んでよりわかりやすいのではないか。憲章が記載項目と内容に分かれるのは当

然のことであって、それをわざわざ達成水準として書くという意味が私にはよくわから

ないですね。 

（法人・赤井課長） 

 これにつきましては、年度計画で「大学憲章を定める」ということになっておりまし

て、現在策定を進めている内容がこのように分かれておりましたので、それを具体的に

積み上げる、という意味で書かせていただいたものです。具体性からいえば、確かに委

員おっしゃるとおり、プロセスも含めて書いた方がわかりやすいということですね。 

（片山委員） 

 そうですね。むしろ、先ほどの「変更項目（案）」のような書き方の方がわかりやす

いですね。 

（法人・赤井課長） 

 それはまた、評価いただくまでに工夫できるところはさせていただきます。 

（山本課長） 

 本日ご議論いただく時間があまりないと考えまして、割愛させていただきましたが、

確かに我々も資料１－６を見ておりまして、従来どおりの定性的な、「充実を図る」と

いうだけの達成水準でありますとか、各学部・研究科の取組と大学全体としての管理と

の関係がわかりにくい項目もございます。そういったご質問・ご意見につきましては、

また個別に我々にお教えいただきましたら、大学にお示ししていきますし、我々の目か

ら見て問題があると思われるものは、当然次の年度評価をより良いものにしていくとい

う観点から大学へお伝えしていこうと考えております。 

（松岡委員長） 

 他にございませんでしょうか。 

（堀委員） 

 評価するときに、法人自己評価の証拠となるような資料が法人から提出されるのでし

ょうか。 

（山本課長） 

 まずは判断根拠の記載が業務実績報告書の中にございますけれども、それでは不十分

ですので、全ての項目ではございませんが別添資料を添付していただいております。例
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えば、会議を開催した議事録などです。 

（堀委員） 

 それは大変ですね。 

 本当のところを言いますと、そういう議事録などをいくら資料として提出していただ

いてもあまり本質的な意味はありません。また、計画を記述する側も「検討する」等、

明確に書かないきらいがあります。だから最初から、評価する側は、「できるだけ数値

目標を書くように」と指示する訳ですが、明確な数値目標を書くと、達成できない事項

がたくさんあるので、どうしてもはっきりと書かないのです。それで、計画が「機能の

強化」、「整備の拡充」、「○○を図る」、極めつけは「検討を始める」といった、はっき

りしない表現になってしまうのは目に見えている。 

 そういう事情をあまり細かく責め立てても意味がなくて、本当は現地に行って直接話

を聴くのが評価にとって良いのですよ。認証評価では現地調査をするのですが、書類審

査よりずっと良い。評価する機構側は大変ですが、学長以下教職員、学生・卒業生にま

で話を聴くと、その大学の活き活きした評価が非常によくわかるのです。例えば、大学

憲章を作るのに何回会議をした、２年検討した、と言われたとしても、それがいいのか

どうか判断できない。本当の評価をするのであれば、むしろ現地調査のようなことをす

るのが非常にプラスになるのですけれども、「このスタッフ・体制でそこまでするのか」

と言われれば、ちょっと難しいかもしれないですね。 

（松岡委員長） 

 中には、そういったことをしている自治体もありましたね。 

 また、委員会のうち１回は、学長・副学長以下大学幹部に出ていただきまして、評価

委員会として特に問題があると思われる部分について学長に答えていただくというこ

とは、これまでからしています。 

（堀委員） 

 確かにそれは、問題がなくても、１回はした方がいいでしょうね。 

（松岡委員長） 

 毎年７月の１回目の委員会のときに来ていただいています。ただ、200 数十項目ある

年度計画全てについて意見を聴くのは物理的に困難です。 

（堀委員） 

 我々が一次評価をした後で、大学のトップの方に確認を取るということでどうでしょ

うか。どうしても誤解があったり、また、話を聴くことで非常に熱意が伝わってくるこ

ともあります。 

（松岡委員長） 

 そうですね。それならできると思います。 

（堀委員） 

 機構の評価でいえば、部局別評価では必ず現地視察に行きますよね。 
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（松岡委員長） 

 そうです。国立大学の中期目標期間４年間の評価のときも全大学を回りました。残り

２年の評価は書類審査のみになっていますが。 

（片山委員） 

 現地調査は賛成です。 

（松岡委員長） 

 従来、７月の委員会は市立大学医学部が会場ですので、ある意味現地に出かけて行っ

て開催していることになっていますので、内容を少し工夫すればできると思います。 

（堀委員） 

 例えば、杉本キャンパスにある学術情報総合センターですが、それは立派なものです。

あのような施設は、やはり見に行かないと、どれだけ書面に書いても伝わらないと思い

ます。 

（岡野委員） 

 そういえば、認証評価のときには、私たちも学部の資料室から授業参観まで全てご案

内していましたね。 

（松岡委員長） 

 具体的な話は、また次の機会にでもしたいと思います。 

 

○閉 会 

（松岡委員長） 

 それでは、時間の関係もございますので、本日の審議はここまでといたしたいと思い

ます。事務局からは何かございませんか。 

 特にないようですので、これで本日の審議は終了いたします。皆様ありがとうござい

ました。 


