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平成23年度第２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８月12日（金）午後１時30分～午後４時30分 

場 所：大阪市立大学 学術情報総合センター１階 文化交流室 

出席者： 

【委 員】（亓十音順） 

種田委員、岡野委員、片山委員、楠本委員、堀委員、松岡委員長 

＊音田委員は欠席 

【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 ほか 

【公立大学法人大阪市立大学】 

西澤理事長兼学長、柏木副理事長、桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長、 

安本理事、西川調査役、浅五大学運営本部長、 

藤五医学部・附属病院運営本部事務部長 ほか 

 ＊原理事兼病院長は欠席 

 

○開会 

（上田行政部長） 

本日は、残暑厳しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成 23 年度 第２回 大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたします。 

まず、簡単ではありますが、ご出席の皆様のご紹介をいたします。 

 

《委員長以下、委員の紹介と、理事長兼学長以下、理事の紹介を行う。》 

 

それでは、松岡委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

○議事 

（松岡委員長） 

第２回評価委員会は、昨年に続きまして、杉本学舎にお邪魔いたしまして開催の運び

となりました。開催にあたり、ご準備等ご配慮いただきましてありがとうございます。ま

た、西澤理事長ほか、役員のみなさんにご出席いただき、また、教職員のみなさんにも多

数お集まりいただいております。 

忌憚ない議論が行えればと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは議事に入らせていただきます。本日は議題が３つございます。 

１つめは、平成 22 年度業務実績評価に関する法人からの意見聴取及び評価の検討につ

いてです。 

２つめは、中期計画（平成 24～29 年度）に関する法人からの意見聴取及び評価の検討

についてです。 

３つめは、平成 22 年度財務諸表についてです。 
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尐しご説明をいたしますと、１つ目の議題につきましては、平成 22 年度の業務実績報

告書を 5 月末に大学から提出いただき、そして、第一回評価委員会などで評価について検

討を行ってまいりました。 

本日は、第一回の委員会での議論の確認を行ったうえで、大学から意見をお伺いし、

委員会としての評価結果をまとめていくにあたっての意見交換を行いたいと思います。 

また、本日までの検討内容を基に、「平成 22 年度業務実績に関する評価結果」の原案

を作成しています。本日の議論を踏まえて修正を行う必要があると思いますが、これにつ

いても本日、お示しいたします。 

 

次に、２つ目の議題としまして、市立大学の第二期中期計画（骨子）の検討をお願い

したいと思います。 

前回の第一回評価委員会の後半で、第二期中期目標期間においてめざすべき大学像を

お示しいただきましたが、十分に意見交換ができなかった部分もございますし、この間、

大学内でも中期計画の策定に向けた検討が進んでいると思いますので、中期計画につきま

しても、この機会に意見交換を実施してまいりたいと考えております。 

 

なお、事務局から各委員に事前に確認いたしました法人からの意見聴取事項について

は、22 年度業務実績評価に関するものと、中期計画に関するものがありましたので、そ

れぞれの議題のところで意見聴取をいたします。 

 

最後に議題の 3 つ目としまして、財務諸表についてですが、こちらも 6 月末に大学か

ら提出いただいて、既に委員の皆様のお手元にございます。 

財務諸表の承認と剰余金繰越については、市長に対し本委員会が意見を述べることと

なっております。本日は、時間の都合もございますので、内容の説明を簡潔に受けるにと

どめまして、次回の委員会において検討をいたしたいと思います。 

 

本日は、3 時間にわたりまして盛りだくさんの内容ですが、今申し上げました段取で進

めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、１つ目の議題「平成 22 年度業務実績評価の検討について」にはいります。 

先ほども尐し申し上げましたが、第一回委員会では、平成 22 年度業務実績報告書に関

する法人の自己評価の妥当性につきまして、各委員から意見が出されたものを取り上げ、

議論を行いました。 

本日は、大学からの意見聴取に入る前に、今一度、その内容を簡潔に振り返りたいと

思いますので、資料１－２（１）「平成 22 年度業務実績報告書に関する法人の自己評価

の妥当性の確認一覧」に基づき、事務局より説明をお願いします。 

 

では、事務局、よろしくお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、別冊１の資料１－２（１）「平成 22 年度業務実績報告書に関する法人の自
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己評価の妥当性の確認一覧」をご覧ください。第一回委員会での議論の結果を取りまとめ

させていただいたものでございます。 

資料１ページをご覧ください。 

左から順に、22 年度計画、それに対する大学の取組実績、大学の自己評価、これに対

する各委員からのご意見・質問と、それに対する大学からの回答、そして、これらをふま

えて第一回委員会で出された意見をまとめたもの、最後に備考欄には当該項目の取り扱い

について、記載させていただいております。 

 

１ページ目の項目８，１８，２８番につきましては、いずれも大学の自己評価は「特に

進捗している」とされておりますが、それぞれの項目につきまして、何をもって「特に進

捗している」の判断根拠とされたのか、改めて精査する必要があるということで、これら

は、本日、大学から意見聴取いたします事項としております。 

 

３ページの下の段をご覧ください。 

項目８０－３番につきましては、大学の自己評価は「進捗している」でございましたが、

改めて取組の状況を確認し、大学の考え方をお聞かせいただく必要があるということで、

本日、大学から意見聴取いたします事項としております。 

 

次に８ページをご覧ください。 

安全の確保等に関する措置の一つである項目２１３－１番につきましては、22 年度は

学内で予期せぬ事故の発生もございましたことから、委員会として、再発防止策をはじめ

とする危機管理の状況確認を行うべきだということで、２１３番全体として、本日、大学

から意見聴取いたします事項とさせていただいております。 

 

そのほかの項目につきましては、大学から出された回答及び補足説明を確認いただいた

うえで、備考欄に記載させていただいております通り、大学の自己評価で妥当であるとの

ご判断を、仮に得たものと考えております。 

 

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） 

 ありがとうございます。 

ただいま事務局より説明がありましたが、各項目の評価につきましては、大学からの意

見をお伺いした後に、改めて議論したいと考えております。 

 

それでは、続いて評価に当たっての大学からの意見聴取へ入ってまいります。 

資料１－１「評価委員会として大学から意見聴取する事項」ですが、意見聴取の内容

は、これまでの議論と、各委員からのご意見をもとに取りまとめたものに対しまして、あ

らかじめ大学から回答をいただいたものです。こちらは、事前に事務局から各委員へお送

りしております。 
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それでは、大学の方からご説明を受けたいと思いますので、どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

（西澤理事長兼学長） 

それでは、本日は、残暑厳しい中、またお忙しい中お越しいただき、誠にありがとうご

ざいます。 

 あらためまして、公立大学法人大阪市立大学の理事長、大阪市立大学長の西澤でござい

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 はじめに法人を代表いたしまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

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

慮を賜り、この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。またこの度は、たいへんご多

忙の中、当法人の業務について細部にわたり精査を頂きましたことをあらためてお礼申し

上げます。 

 さて、本学は平成 18 年 4 月に法人化されまして、法人として自立した運営を進めてい

くため、より効果的な運営体制の構築に邁進してきました。今後も、法人としての自立

性・機動性といったメリットを最大限発揮し、効率的・効果的な運営を進めていきたいと

考えています。 

 また、今年度は、現中期計画の最終年度となっており、これまでの成果をふまえて、現

中期計画の完遂に向けて一層の取組強化を進めてまいりたいと思います。また、平成 24

年度から実施される第二期中期計画を確定させる重要な年度であり、「都市と市民に貢献

する新たな大阪市立大学」の姿を示していかなければならないと考えております。 

 委員の皆様方には、忌憚のないご意見を賜りまして、後日、ご報告頂きます評価結果を

尊重し、本学の改善に活かしていきたいと考えておりますので、何卒よろしくお願い申し

上げます。 

 

それでは、資料 1-1 に記載しております事前にいただきました 5 項目の事項について、

それぞれ簡単に法人の見解を、私なりそれぞれ担当理事の方からご説明申し上げます。 

 

はじめに私の方からは②と⑤についてご説明いたします。 

②は、「女性研究者支援」に関わる今後の取組みについてでありますが、女性研究者支

援につきましては、現在の中期計画に「女性研究者を支援する体制を整備する」という計

画を設定しておりますが、特に女性教職員が多い医学部・附属病院においては、「女性医

師・看護師支援センター」を設置し、復帰研修や母乳育児支援、e ラーニングの整備、病

児保育など取組みの強化を図ってまいりました。杉本キャンパスにおきましても、懸案で

ありました学内保育所を平成 21 年度に学長裁量経費等を活用して設置し、利用者も徐々

に増加しているところであり、今年は中期計画の最終年度に当たり運営内容の検証を行う

こととしております。 

また、積極的に女性教員の採用を行い、教員の新規採用が尐ない中で、女性教員比率は

18年度11.2%から22年度12.1%に、病院講師、研修医、医員では18年度28%から22年度36%に

増加している状況でございます。 
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全学的な取組みとして、さまざまな女性研究者支援策についてワーキングを設置いたし

ました。この間検討を続けてきましたが、ワーキングにおきまして「女性研究者」という

観点から「男女共同参画」の視点で現状を見直す必要があるという意見もあり、新たな視

点での整理が必要なため、現在、課題把握やその整理に取り組んでいる状況でございます。 

特に「女性研究者支援」に係る項目については、職務における出産・育児・介護の考慮、

トイレの改修など人事部門や施設管理部門も交えた検討は必須であり、第二期中期計画に

おきましては、単に当事者である女性研究者やその支援を担当する事務部門だけでなく、

こういった法人運営部門も交えて全学的な検討を精力的に行ってまいりたいと考えており

ます。 

また、女性研究者支援で先行する他大学等への調査を行い、関連項目等を比較すること

で、第二期中期計画の中で本学が実施できる項目から段階的に整備を進めていく方針であ

ります。 

 

次に、⑤の「組織マネジメントについて」ですが、各本部と執行部との連携や、各本部

相互の連携、本部と関連組織との連携といった事項であります。 

 本学は法人化とともに、学長を中心とした尐数精鋭の執行役員体制をとり、また大学基

幹業務であります教育、研究、地域貢献の 3 推進本部を設置しております。全学的な教育

研究評議会、外部委員も交えた経営審議会を設置し一体的な法人運営を行っております。 

昨年度は、新たに産学連携推進本部と国際化戦略本部を設置しました。各本部は、教育、

研究、地域貢献、産学連携、国際化について、それぞれ全学的な基本方針を審議・決定し

ております。 

各本部の本部長は役員(理事)が担当しており、これら推進本部のもとに関係委員会が設

置されております。多くの委員会や関連組織・施設の運営委員会にも役員が参画しており、

本部で決定された基本方針に沿う形で、執行部と一体感をもって各事業の具体的な事項を

決定、実施しております。同様に、関連する本部間たとえば産学連携推進本部と地域貢献

推進本部などは各本部長が相互に本部にも参画するなど連携の強化を図っております。 

大学の組織は、バーチャルな組織も含めて様々な組織が並立し全体像や相互関係が見えな

くなりがちですが、本学ではこのように各本部業務の推進に当たって、参画メンバーの兼

務や事務組織を同じくすることで、円滑に情報共有・連携ができており、全学としての方

向性を一にした運営を図っております。 

今後とも屋上屋を重ねるような組織とならないよう、効率的で効果的な、また一体的な

組織運営に努めてまいります。 

 

（桐山理事兼副学長） 

 教育・学生担当の桐山でございます。 

①� の実務経験者による講義や参加型講義の充実についてですが、これは昨年「大阪 

市経済成長戦略」に取り上げられたことをもって、「特に進捗している」のか、あるいは、

取組みそのものが当初の目標を上回ると判断して、「特に進捗している」のかというご意

見を頂いております。 

 本学としましては、当初の目標を上回る成果を上げたという判断を中心とし、それに加

えて「大阪市経済成長戦略」に取り上げられたということで、「特に進捗している」と判
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断させて頂きました。 

 先ほどの関連項目としましては、８、１８、２８番ということですが、８番は実務経験

者講義についてですが、１８番と関連しますので合わせてご説明させていただきますと、

商学部では関係のクラスが大幅に増加したということと、受講生の満足度が高い評価を得

た点があります。経済学部では、豊富な内容であったことから、質の向上があったもので

す。法学部につきましては、クラスの増加に加えまして、新しい科目の開講がありました。

看護学科につきましては、実施施設の拡充がございました。 

 以上４学部の取り組みで、「特に進捗している」という自己評価をいただきましたので、

全学として３学部以上が「特に進捗している」ということであれば、全学としても「特に

進捗している」を基本とさせて頂いております。 

 それに付け加えまして、創造都市研究科においては、高度専門職業人を目指す取組みが

「大阪市経済成長戦略」にも取り上げられたことを加味するということで「特に進捗して

いる」とさせて頂いた次第です。 

 NO.18-1は経営学研究科における社会人プロジェクトですが、これにつきましては、当

初の社会人の育成に加えまして、そのプロジェクトの在籍者数が大幅に増加したことと、

受験者数も同時に増加したことに加えまして、「大阪市経済成長戦略」に取り上げられた

ということで、「特に進捗している」と判断させていただきました。 

 それから、NO.28の高度専門職業人教育ですが、これは、商学部・経済学部ではNO.8で

示すような実績があり、工学部においては、技術者の卒業後取得可能な資格が与えられる

免許・資格に必要とされるカリキュラムに関して質の向上が見られたという自己評価をさ

れたことから、「特に進捗している」と判断しました。 

 こちらでも、３学部以上の学部が「特に進捗している」と判断されたので、全学として

も「特に進捗している」と判断させていただきました。 

 それから、４ページの③ですが、学生のキャリア形成支援についての今後の展開につい

て、ゼミ履修状況について伺いたいというご意見がありました。 

 キャリア形成支援につきましては、この間ＯＣＵキャリアデザインシステムというのが

文科省採択の事業となりました。この採択は、平成22年度の後半から採択されたというこ

とで、かなり急いで進めておりますが、現在のところは、就職担当を中心としまして、企

業データベース化が図られ、運用が可能となるところでして、平成23年度4月以降は、

「自己評価のためのカルテ」を作成するシステムを作る作業に着手しています。 

 この学生自ら作成する「自己評価のためのカルテ」ですが、今後各学部の教育方針を考

慮しながら、全学に拡大していく方針をとっています。 

 ゼミの実態と効果につきましては、全学で必修といったものではございませんが、必修

でない商学部でも９８％の学生、経済学部でも３年次で８６％の学生が専門ゼミを受講し

ています。理学部では、全員が研究室に配属され、特別研究という形で必修で履修してお

りますので、基本的には本学として、ゼミあるいはそれに準ずる形での教育が行われてい

ます。 

 ゼミでは、５名から多くとも１２名程度という尐人数教育が実践されており、よほど人

気の高いゼミを除きましては、だいたい希望通りのゼミに入っておりまして、それぞれの

先生毎にいろんな手法がございますが、いわゆる学習力、問題発見力、プレゼンテーショ

ン力、コミュニケーション力を養うことにつながっていくのではないかと考えております。 
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 私からは以上です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 研究担当の立場からご説明いたします。 

 資料５ページの④の項目につきまして、ご説明させて頂きます。 

 この④の項目は安全の確保等に関する措置に関して、平成22年度に起きました事件の対

応について問われております。５ページ目にございますように、平成22年6月に化学物質

の試薬を持ちだす事件がございました。これを受けて、監督官庁であります大阪府の担当

部署から毒物劇物の適正管理が行われていないという指摘を受けましたので、直後の6月

29日に、私を委員長とする「化学物質適正管理対策委員会」を設置いたしまして、適正管

理に向けた取組みを進めてまいりました。この委員会は、外部の有識者を含めて構成をし

ております。本学の化学物質の管理につきましては、それ以前に管理システムがございま

したが、それが毒物劇物に特化したものではありませんでしたので、それに対する対応を

進めてきたところでございます。 

具体的な取組みとしましては、これまでも行われておりました教育・訓練の再度の実施、

化学物質管理規程及び要項の制定、管理責任者による現場巡視指導でございまして、この

ような取組みを経て毒物劇物の適正な管理状態を構築してきました。特に、毒物劇物の管

理につきましては、毒物劇物の許可制、毒物劇物保管時の他薬品との区分、毒物劇物保管

庫の表示及び施錠管理、さらには、調製した毒物劇物の厳格管理などの徹底を図ってまい

りました。 

この年度の最後に、担当部署であります大阪府から再度検証を受けましたが、短期間で

ここまでよくやったという評価を受けております。 

 二つ目の輸血事故に関しましてですが、平成23年1月に血液型の誤りによる医療事故が

発生いたしまして、これを受けて2月15日に4名の外部有識者を含む医療事故調査委員会を

設置し、委員会を開催し、調査報告書を取りまとめてまいりました。 

 この報告書におきましては、事故の原因について、当事者の単なる注意不足だけでなく、

その背景には、様々なヒューマンファクター、病院情報システム、マニュアルや職員研修

などの要因が影響しているとして、再発防止の提言等を受け、ダブルチェックの遂行、血

液製造保管表示方法の統一整備、電子カルテシステムの研修体制についての見直し、さら

に、電子カルテシステムの認証作業と実施入力の分離、血管造影室の看護師配置の見直し、

チーム医療におけるコミュニケーションの確立等、具体的な改善策を講じてまいりました。 

 本学では、平成22年度に起きました事件・事故を受けまして、円滑な業務運営に支障を

きたす危機が発生し、又はその恐れのある場合、理事長をトップとした全学的な危機管理

体制を構築するということで、平成23年4月には包括的な「危機管理規程」の整備を図り

ました。ここでは、学生・教員等並びに一般市民等の安全を確保するとともに、本法人の

社会的責務を果たすために、個別の事象等にも包括的に対応する機能を強化したというこ

とです。 

 私からの説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 
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ありがとうございます。5 項目について大学からの回答をいただきました。 

それでは、今大学側からご説明いただいた部分、あるいは先ほどの資料１－２に記載

されているほかの項目でもかまいませんので、委員の皆さんから各自ご意見をお伺いしま

す。 

 では、楠本委員からお願いします。 

 

（楠本委員） 

 私からの業務実績報告書に関する質問にはすべてお答えいただいているかと思うので、

それについては納得しております。それ以外のことについて発言させていただきます。 

 去年実績をうかがったときには、市大の中で部局の足並みがそろっていないという意見

が評価委員会からいくつか出たように思います。足並みがそろわないというのは大学の伝

統のようなところがあるのですが、市大は昔から特にそれぞれの学部の個性が豊かな大学

であったと記憶しております。去年はその点が尐し心配だというところがあったのですが、

今のお話を伺うと、現在は本部を５つつくられ、全体のバランスをとりながら役員が方針

を決めていくということで、私は大変結構なことだと感じており、第2期に向けて期待を

持たせていただけるなと思っております。 

 本部というものはたくさん作ると、その運営だけでもかなり大変だろうと思います。そ

の点については、さきほど学長が配慮するとおっしゃっていたので今後も十分に気を配っ

ていただければと思います。大学全体としてそんなに大きな大学ではないわけですから、

有機的に本部制を活用されて、各学部の特徴とうまく融合していけばいいなと思います。

いい方向に進んでいると印象を得ました。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 ありがとうございます。組織マネジメントというのは非常に重要な問題です。大学とい

うのはもともと学部中心に成り立っていた組織であって、積上方式で物事の決定を行って

いたのですが、法人化後は、ある程度、一定のコンセンサスをとった上で、全学的に行動

するという形に変化しており、そのあたりを周知するのに尐し時間がかかっているという

ことはあります。 

 昨年、私が執行部となりましてからでございますが、かなりそういった意思決定のシス

テムの理解が教職員にも進んでいるように感じております。 

それから、6人という非常に尐人数で執行部をやっているということで、お互いの連携

が取りやすいです。個々の本部には必ず理事がトップに入って全体を動かし、決定し、そ

れが即、役員会につながるという形を取らせていただいているので、比較的、分散すると

いうことはありません。 

 本部体制を新たに２つ作りましたが、たとえば、国際化に関しましては、これまでは委

員会で決定したことがそのまま現場へ下りていくという形でしたので、全学的な統制が難

しかったところがありました。 

それから、委員会だけですと、大学の先を見通した大胆なことをやるというよりは、手

前の目に見えているところだけをやってしまいがちな面もありました。そうではなく、も

う尐し大きな感覚でものを見れるような場所をまず作って、それを構造的におろしていけ

るような形にしたいということで、新たに国際化戦略本部を作りました。役員が尐人数な
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のでやりやすいという部分はあるのではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

よろしいですか。それでは、他にございませんか。 

 

（堀委員） 

 組織マネジメントのお話の続きでお聞かせいただきたいのですが、本部制はおそらく6

名の理事がそれぞれ担当ごとにやっておられると思うのですが、各学部からの本部の構成

を、どのくらいの規模の構成になっているのかということを教えてください。 

それから、私の出身大学のことを参考に考えますと、いわゆる経営企画や人事が、本部

の中に入っていないのですが、教育、研究、地域貢献、産学連携、国際化、それぞれ担当

のプロジェクトを進めることが本部で打ち出された場合に、予算や人事の要求がたくさん

出てきて、それらを全体的にみて、ウエイトをつけたり、場合によっては削減ということ

も必要かと思うのですが、そういう経営企画的な方針は、この中でどのように整理をされ

ているのか、あるいは、それとは別に経営企画的な本部体制が組織の中にあるのか、聞か

せていただきたいと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 戦略本部はやはり、主には施策を考えていくことが中心になるので、要求が高いものに

なっていくことは否めないと思います。ただ、全体的な経費の割り振りなどは、要求が集

まった段階で役員会がディスカッションしているため、「要求だけで終わってしまった」

ということにはなりにくいのではないかと思います。尐人数体制で理事にきめ細かくみて

いただいておりますので、比較的、整理できる体制になっているのではないかと思います。 

 

（柏木副理事長） 

 予算的な仕組みでいいますと、学長裁量経費とか、重点研究経費だとかそれぞれ金額だ

け決まっている経費があって、全体の中から割振りをチョイスいたしますので、本部体制

でやりたいなということを全体的にやっていただけるような弾力的な予算の仕組みを充実

しているということがあります。 

 また、今年は広報戦略会議というものを作ったのですが、そこでは教育推進本部長など

各本部長に入っていただいて、それぞれの本部でリリースしたいことがあればできるだけ

ジョイントしてより付加価値の高い広報報道活動を実行できるように、経営戦略も含めた

形で広報についてもよりいっそう仕組みづくりを進めていこうと考えております。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 先ほどのご質問ですが、推進本部のメンバーは原則としては、委員長は理事、委員の中

には各学部の代表ということで、たいていの場合は研究科長が入るという形を取っており

ます。 

 

（堀委員） 

 そうすると、各本部だいたい、数人か10人くらいでしょうか。 



 

- 10 - 

 

（西澤理事長兼学長） 

 もう尐し多いです。 

 

（堀委員） 

 そうすると、各学部の科長は何らかの本部体制に属しているということになりますか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 本部については、すべての科長ではなく、理系代表、文系代表の科長に入っていただい

ております。 

 

（松岡委員長） 

よろしいですか。それでは、片山委員、なにかございませんか。 

 

（片山委員） 

 第一回委員会でも申し上げたのですが、はじめに全体として年度評価の大学の記述が非

常に前の年に比べてわかりやすくなっており、評価委員会に属しているものとしては非常

に評価させていただきたいところです。 

 本日ご説明いただいた内容について、コメントさせていただきます。 

まず、①についてですが、回答を読んでおりますと、「大阪市経済成長戦略」に取り上げ

られたということをわざわざ入れなくても評価できる内容ではないかと思います。それは

「大阪市経済成長戦略」に取り上げられたことが意味がないということではなく、これは

私の考え方が適切かわからないのですが、この経済成長戦略は一年で終わるものではない

ので、そうしたものと大学が一体となって動いていくというかたちで、次期中期計画の中

に盛り込んでいくということもひとつの手ではないかという印象を持ちました。 

 

 次に、③の学生のキャリア形成支援について私が気になったのが、先生方の負担であり

ます。実際、文部科学省の調査における教員の負担の中でも、ゼミの指導に割く時間がか

なりのウエイトを占めるという結果がある中で、この支援の充実を既存の教員でやるとい

うことについて、私の理解の中では、法人化以降、教員の負担が重くなってきているとい

う状況が数々のデータで裏付けられていると思うのですが何らかの改善策を講じていらっ

しゃるのか、あるいは、足元で難しくても、次期の中期計画の中で手当てしていくという

考えがあればお聞かせいただけないでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

ゼミの件ですが、おっしゃるとおり、教員の負担は増えております。経費削減のなかで、

かなり負担を強いていることは事実ですし、かつてであれば講義型の授業ですませていた

ものを、現在は一年生対象のゼミ、二年生対象のゼミというように授業を増やしていると

いうのが実態でありまして、先生方の負担に依存しているというところが実態です。これ

をどういうふうに改善していくかということが課題でありますが、なかなか難しいことで

ございます。 
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（西澤理事長兼学長） 

 後ほど、大学院生の教育をどうするのかというところで言及いたしますが、教員の実務

負担が増えてきているのは事実であります。ただ、非常に難しい時代でありまして、教員

を増やすことが簡単にできませんので、それに変わるシステムとして特任教授やそれをア

シストする若手教員のポジションを考えるであるとか、もう尐し全体的なこととして考え

ていかなければならないかと思っております。また、後ほどご説明させていただきます。 

 

 

（松岡委員長） 

よろしいですか。では、岡野委員、ご意見はございませんか。 

 

（岡野委員） 

 2点、コメントさせていただきたいと思います。 

 ③は私が質問させていただきました。私の所属する大学のキャリアセンターから情報提

供を受けましたときに、学生の就職状況と大学で学んでいる状況とを総合比較しましたら、

ゼミに所属しているかどうかということと、ゼミに所属している学生の就職内定率、就職

内定先の満足度との間に有意な差があるという相関関係のデータがあったものですから、

市大はどうなっているのでしょうかとお尋ねした次第でございます。ご説明を伺いまして、

本当に良くやっていらっしゃると思います。 

就職のために大学教育をやるものでは絶対ないのですが、ゼミなどで論じ合う中で思考

力を高めていったり、コミュニケーション力を伸ばすということを、企業は入社してから

どれくらい活躍してくれる人材かを見ていく観点として、ゼミに入っているということそ

のものではなく、ゼミに入っている学生が就職活動においてきちんと受け答えができ、好

感度をもって迎えられているということがあるのではないかということを、大学の教員と

して実感したものですから、おたずねしたところです。 

 反面、教員の負担が増えるということは、私も本当によくわかりますので、苦労なさっ

ていると思いながら、でもよくやっていらっしゃると思いながらうかがっておりました。 

 

 もう一点、②の女性研究者支援のところですが、「先行する国立大学等の調査を実施

し」と書いてあるので、一言、情報提供ということで申しあげます。国立大学の中には、

男性教員が育児休暇を取りまして、女性教員は産休を終えられた後、実務に復帰なさると

いうこともあるというような情報を聞きました。そういうようなことはステップとしてま

だ難しいのかもしれませんが、女性研究者そのものを支援するということの視野を広げて、

間接的な支援になるのでしょうが、その方に関わっている方の支援もできるような環境を

設定するということも、将来の方針としてはありえるのではないかと思いました。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 実はそのことは、私どもでも課題として出ております。もともと、女性研究者に対する

支援ということでワーキンググループを立ち上げ、そのメンバーは3人とも全員女性の教

員なんですが、でてきた意見はむしろ、今、先生がおっしゃったように、男女共同参画の
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形でものを考えないと、支援をしていけない、私どもの大学でも男性がかわりに休みを取

るということも実際に起こりうるということが報告されております。もう尐し幅広く考え

ていかなければならないかと思っております。 

いわゆる研究支援課だけの問題ではなくなって参りまして、人事や施設管理といったも

っと大きな問題が絡んでまいりますので、今後はこれらの関与する事務系も入って支援を

考えていく体制を作りたいと考えているところであります。 

 

 

（松岡委員長） 

よろしいですか。では、種田委員、お願いします。 

 

（種田委員） 

 岡野先生と同じく女性研究者支援についてですが、私はもともとこの項目については意

見を出していなかったのですが、前回の評価委員会での議論を聞いておりますと、確かに

業務実績報告書に書いてある内容からは、後退しているようなイメージがあるかと思いま

した。 

 企業でもそうなんですが、よほどトップが意識的に取り組まないとこの問題は難しいと

思います。やっぱり、まずは数がいないことには難しいです。私もかつて、女性は自分一

人という状況で採用されたことがありましたが、そうなると尐数派のうちは「自分が悪い

のか」「自分だけがこういうことを言っても仕方ないのかな」と、どうしても我慢するほ

うになってしまいがちでした。特に若いうちは自分が不公平を受けているのかどうかもわ

からない状況があると思います。 

状況を変えていくためには、採用などある段階までは意識して取り組まなければ難しい

のではないか思います。特に、若い研究者はある程度の数がそろわないと声を出していく

ことも難しいのではないかということを思いました。これは企業でもなかなか難しい状況

ですね。 

 それから、ここには書かれていないのですが、国際的な話ということで、東大の秋季入

学の話題もありましたが、経団連などみんな心配しているのが、若い人が国外に出て行か

ないとか、ハーバード大学の日本人の入学者が尐なくなっているなど、国際化がかえって

後退しているのではないかという点があります。市大は若手研究者を海外へ派遣されたり、

いろいろ支援をやっておられますが、国際化にも一層取り組んでいかれたらいいと思いま

す。よく比較される大阪府立大学についていえば、先日、中国の大学と共同学位の協定を

締結したということが新聞で取り上げられていました。市大も広報も含めて「これだけが

んばっているんだ」というようなＰＲもやっていかれたらよいのではないかと感じました。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 国際化についてはこれから非常に力を入れていくことの一つと考えています。ただ、こ

れまでは国際化全体を考える場所がなかったのではないかという反省に立ちまして、国際

化戦略本部を立ち上げ、議長は私が入りました。というのも、かなり大きなことを考えな

ければならないのではないかと思います。たとえば、東大の秋入学の話は一部の学部だけ

で考えるものではありません。今年の夏の学長会議でも話題になっており、認識というも
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のを持っておかなければならない問題ではないかと思いますが、その前に考えなければな

らない問題があり、それらを整理し、ちょっと時間がかかっても戦略的にやっていけるよ

うにしたいと思っておりまして、しっかりした考えをつくらないと進めていけないと思っ

ており、戦略本部をつくりました。 

 戦略本部では今年と次期中期計画の前期の2年を合わせた3年でひとつの計画のスキーム

を出しており、9月の教育研究評議会で最終承認してもらおうと思っております。そこで、

この3年間で国際化について、「ここまではやっていきます、ここまでは計画を検討しま

す」というようなことを打ち出していこうと思っています。ですからもう尐し、私どもも

国際化ということについて前進したいと思っております。ありがとうございます。 

 

（松岡委員長） 

 それでは最後に私の方から尐しコメントさせていただきたいと思います。 

 一つは、女性研究者支援のことですが、いろいろお話がでましたが、大学では結局、個

別の支援の実績をこういうふうにやってきたということと、もう一つは支援策についてワ

ーキングを通じて検討を続けてきたが、男女共同参画の視点から現状を見直そうというこ

とになってきており、そこが実績と改善策のところで尐し問題がありそうなところがある

ということでございます。 

 これは、一つは中期計画あるいは年度計画の立て方にもよると思うのですが、男女共同

参画社会の視点からみるとなりましたときには、中期計画の変更ということをお考えいた

だいて、そういう形で新しく取り組んでいただくということも一つではないかと思います。

これはこれから第2期中期計画を立てるときにも、国立大学でもかなりそういうことはや

っておられるようですので、お考えいただければと思います。 

もう一つは⑤の組織マネジメントのことです。教育、研究、地域貢献、産学連携、国際化

戦略と５つの本部制をとり、大学全体として一体感をもった立案と推進ということを非常

にはっきりした形で打ち出されたと思っておりまして、私も非常にいいことだなあと思っ

ております。 

 尐し個人的なことになりますが、私は最初におりました国立大学で初代の副学長をやり

ましたが、当時は2人でして、委員会で関与していたのが４０以上、そのうち１８が委員

長もしくは責任者でした。多くの委員会に関わることで全体をよく見る分にはよかったの

ですが、個々のところからいうと非常にしんどかったことを覚えております。そこで、新

しく私大の学長になりましたときには、新しく作ったものもありますが、委員会の数を減

らし、副学長を二人から三人に増やしたうえで副学長に主なところを持っていただいき、

学長調整会議を毎週月曜日に開き、学長と副学長3人と事務局長とで全体調整をやりまし

た。もとの国立大学の方は法人化したときに、副学長を5人に増やしましたので、私が副

学長をしていたころとはだいぶ変わっております。以後は、経営協議会委員を4年間やり

ましたが、実際、内部に入ってみていたわけではありませんので、どちらのやり方がよい

のかは判断できませんが、役員は尐ない方が効率的だということはあると思います。 

 理事長のお話では、全体をとりまとめるのが役員会で学長が全体をとりまとめるという

ふうにおっしゃっておられるのですが、副学長と理事の数がどのくらいがいいのかは大学

の規模との関連で非常に難しいところで、屋上屋を重ねてやるというのも問題ですし、全

体のとりまとめと集中も大事ということで、今の段階でどうしたらよいのかは私にはよく
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わかりませんが、理事長のご苦労はよくわかりまして、その点で何かご感想があれば聞か

せてください。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 大学のサイズからすると、本当はちょっと尐ないような気もしないことはないのですが、

役員の方々や研究科長にもご協力いただいておりまして、今の人数で何とかやれるかと思

っております。ただ、皆様のご負担がきついのは確かであり、特に副学長の先生は大変か

と思います。 

 毎週火曜日に役員会をやりまして、一週間に一回、きちんと全員がそろってディスカッ

ションをやりますと、かなりの情報流通やコンセンサスが得られますので、比較的、情報

の伝達や連携は今のところはうまくできるのかなと思います。ただ、人数を増やすことが

いいかどうかはなかなか難しい問題であると思っております。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。 

 それから、堀先生がおっしゃられましたように、労務人事や財務ということも副学長や

理事がやっているのですね。私のときはとてもそこまで手が廻りませんでした。市大も別

の形で広報の戦略会議はやられるというお話がありましたが、あるいは、これらのことに

ついても、事務の方で運営本部などとの関連で何かあるのかもしれません。何かその点で、

副理事長、説明をお願いします。 

 

（柏木副理事長） 

 先ほど理事長がおっしゃった点と重なりますが、予算の組み方で学長裁量経費の中で、

法人運営に関わる裁量経費も理事長に持っていただいており、教育や研究面とはちょっと

違う、まさに法人としての経営に関する点でやっていきたいことについても、今年度から

予算を組めるようにしたので、非常に弾力的、戦略的にできるような予算の仕組みの中で、

より機動的に市大の個性を発揮できるようなことをやっていけたらということで、仕組み

を充実していこうと思っております。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。それでは大学からご説明いただいた５項目を中心に議論をして

きましたが、追加のご質問などがありましたらどうぞおっしゃってください。 

 

（堀委員） 

 女性医師・看護師支援センターの設置について、規模と専任の方がいるのかどうかとい

うことと、それからセンターでは、記載されておりますように母乳育児の支援、復帰研修、

e ラーニング、病児保育などそれぞれのプロジェクトを検討してやっておられることと思

いますが、病院の先生はおわかりでしょうが、看護師については採用とやめられる方との

追っかけあいのようなことになっているのが実際のところかと思いまます。おそらく、産

休に入られる看護師さんに対する研修のようなことではないかと思うのですが、実際、ど

のような研修をやっておられるのかということをお聞きしたいです。 
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 それと、各論で申し訳ないのですが、病児保育というのは、現時点でどのようにやって

おられるかとお聞きしたいです。 

 

（藤五医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 女性医師・看護師支援センターについてですが、残念ながら専任は配置しておりません。

病理学の女性教授をセンター長とし、その方の教室を中心に実態のところを、それから委

員会につきましては、事務方と看護師長が委員となって運営しております。 

 それから復帰研修というのは、実を言いますと、どちらかといえば女性医師を対象とす

る中身でございます。看護師は、産休育休ということで今、30人くらい休んでいるかと思

いますが、看護師は昔から看護師で組織的に独自にしっかり研修をやっておりますので、

むしろ、このセンターでの復帰研修というのは女性医師を対象にしたイ e ラーニングなど

の事業をやっております。 

 病時保育については、センターを設置しましたときに、小児科と連携し、保育所を拡充

して整備しました。 

 

（堀委員） 

 もう一つは、キャリアデザインシステムについてですが、企業のデータベースを作られ

て、どういう人材を求めているかのリスト、おそらく自己評価カルテとマッチングできる

かどうかというようなシステムを構築されつつあるのではないかと思います。 

よく議論になるフォローアップの問題、要するに卒業生が今どこにいるのかということ

がなかなかわからなくて、個人情報保護が関係しており、同窓会情報を大学が入手できな

いというような難しい問題があるのが一般的です。せっかくキャリアデザインシステムを

つくられるので、入り口だけでなく、卒業生のフォローを今後どういうようにしていかれ

るのか、お考えがありましたら、お聞かせいただきたいと思います。 

 

（桐山理事兼副学長） 

 キャリアデザインシステムについては、卒業生とどういうようにマッチングするかは難

しいところがありまして、現在は、就職のマッチングにとどまっております。 

これ以外に、7月から大学サポーター事務局を設置し、同窓会と学友会との間で情報の

共有を図るこれまでにない仕組みをつくりました。これからどう進めるかは課題ですが、

まずは枠組みをつくりました。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 これまで同窓会関係は大学は一切タッチしていなかったのですが、大学のサポーターと

しての卒業生あるいは学生の親御さんに、もう尐し支援をお願いする必要があるというこ

とで、今年の入学時から、ご本人の住所と親御さんの住所を大学が使うことについて承諾

をいただくようにしました。今までそれができていなかったため、一切連絡ができていま

せんでした。また、同窓会に必要な情報を提供できるという承諾をとりました。こういう

形でこれからやっていこうと思っております。これからの大学はこういったことが必要に

なってくると思いますので、何とかしてシステムを作りたいと思っております。まだまだ

できておりません。 
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（種田委員） 

 補足といいますか、続きになりますが、最近の現状についてですと、新卒については、

卒業後3年くらいまでは新卒扱いにしようと企業も動いています。大学を出たものの就職

先がないということは市大についてはなかなかないのですが、やはり、いい会社に入って

も若い人は3年以内にやめてしまうことがあります。私も公認会計士の就職支援を協会で

やっているのですが、わりと高学歴の人でも短絡的にやめてしまい、その後に困ることが

多いです。「大学の就職支援窓口に相談にいきなさい」と進めたりするのですが、大学は

今年の卒業予定者の相談をしているケースが多いので、近い卒業年度の卒業生についても、

もう一回大学に戻ってこられるような形になればいいと思います。言い方は悪いですが、

やはり就職の面倒見のいい大学を学生や親が選ぶということがあります。 

 もう一つは、私のクライアントの中にも市大の卒業生が多いのですが、大学の現状を全

然知らないです。すごく気にしているのに「全然知らないんです」というので、私がいつ

も事務局から送っていただく冊子などを見せて、「キャンパスはきれいになっていました

よ、色々がんばっていましたよ」なんて説明したりしています。 

 私の卒業した東京の私大も、卒業してからは遠い存在だったのですが、今はものすごく

積極的に卒業生への働きかけをやっています。かつてはホームカミング事業で卒業後25年

に招待してくれるだけだったんですが、今は年次別の同窓会もたくさんやっています。そ

れから、親を呼んで、本人はいないのですが、交流会をやったりしています。私大は生き

残りをかけて熱心にやっています。カラフルな学報のようなものも毎月のように送ってき

まして、卒業生に対してものすごくＰＲをやっています。在学生に対しても、毎週のよう

に情報を発信しているようです。私の在学時代は、学生サークル系の新聞で大学情報を得

ていましたが、今は大学自らが情報発信をやっているということです。 

 これからは世の中何事もＰＲから、という状況ですので、市大もまずは OB の方からで

ももっとＰＲに取り組まれたらどうかと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 私学ではそれが実態だと思います。 

卒業生の方々の住所把握が不十分、そういったことが私たち、やっとわかったのです。

学生時代の住所は、ほとんど変わっています。親元の住所は使えなかったのです。卒業生

に対して何かをしようと思ってもできなかったのが事実ではないかと思います。これは何

とかしなければならないということで、卒業生に対する手段を構築したいと思います。そ

のためには入学する人からきちんと承諾を得るところからスタートしようと考えまして、

これからやっていきたいというところでございます。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。 

 続けていくとまだまだご意見がでそうですが、予定の時間がまいりましたので、これく

らいにさせていただきます。 

それで、今は主として、大学からの意見聴取を受けた点を中心に議論をしてきましたが、 

最初の資料で、今までの委員会から出たもの、それに対する法人側からの回答があり、第
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１回の評価委員会の意見、その中で改めて意見聴取するべきものを５つ選びました。それ

以外のものにつきましては、第２回の委員会において、大学側の自己評価の妥当性を確認

したという風に考えておりますが、今日の点も含めて、最終的な決定は、９月６日の評価

委員会でいたします。 

 今の段階において、委員の方の中で、５つの項目を含めた方向性について何かご意見ご

ざいましたら、それをお伺いして、次の議論に入りたいと思います。 

方向性について、何かご意見がありますか。 

 

（堀委員） 

 今までの議論とはずれますが、評価委員会の中でよく話題になる都市型の大学というこ

とで、都市研究プラザが、市大の中で目玉のプロジェクトであると認識しております。

COE が終わったあと、大学としてそのあと支援していくのか、どのような形で支援して

いかれるのかということをお聞かせください。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 G－COE が今年度で終わります。実はそれ以前から国が２０％削減など、予定より削減

されてきている状況です。削減の決定はぎりぎりで、予算編成に間に合わないので、学長

裁量経費などの形で補ってきております。来年度以降についての対策は当然必要だと考え

ており、そのつもりで都市研究プラザの組織も動いていただいていると理解しています。 

 

（松岡委員長） 

 ありがとうございます。それでは次にまいりたいと思います。 

 これまでの議論とも関連してまいりますが、続いては、「平成22年度業務実績に関する

評価結果」の原案の検討でございます。今までの議論を踏まえて、事務局より本日までの

検討内容を基に調整いただいた原案を説明いただいたうえで、先ほどまでの議論を踏まえ

まして内容の検討を行ってまいりたいと思います。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

 それでは、本体資料７ページをお開きください。 

資料１－２（２）「平成 22 年度業務実績に関する評価結果（原案）」でございます。 

これまでの委員の皆様の議論を踏まえまして、原案としてとりまとめたものでございま

す。内容を簡潔にご説明いたします。 

 

 本体資料の１０ページをご覧頂きたいと思います。 

 まず、全体的評価でございますが、全体の評価・項目ごとの評価につきましては、本日

の議論を踏まえて記載いたしますので、現在では空欄としております。 

 平成 21 年度の全体評価において、指摘事項として５つの項目を記載しております。そ

れらにおいて、第 2 期中期目標策定に向け、全学的に検討しているとともに、産学連携本

部の設置による組織ガバナンスの向上、大学情報の集中と戦略的な広報を推進しているこ

とについて、当委員会として評価しています。 
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 それから、22 年度における取組事項としまして、医療・福祉イノベーション経営につ

いての高度専門教育の取組みや、８事業が大阪市経済成長戦略に盛り込まれたこと、また、

東日本大震災においての市立大学の各種取組みを特筆したらどうかと考えております。平

成 22 年度評価結果における全体的な指摘事項、第 2 期中期目標・中期計画に向けた点に

つきましては、本日の議論を踏まえまして、記載したいと考えております。 

 次に資料１２ページをご覧いただきたいと思います。 

 項目別評価でございますが、教育に関する措置の主な取組事項としまして、オープンキ

ャンパス等の充実、教育の質的向上の推進、キャリア形成支援等の充実、看護学研究科の

新設を記載しております。意見・指摘事項としまして、社会が求める人材育成の強化とし

て、広い視野と高い専門性を持った人材の育成について記載しております。 

 研究に関する措置の取組事項としましては、戦略的研究の推進として、戦略的研究経費

の重点配分などの取組み、複合先端研究機構において、人工光合成による次世代エネルギ

ー研究の成果、国際水準の研究の推進として国際ジャーナルの発行・国際シンポジウムの

開催を記載しております。意見・指摘事項としまして、女性研究者支援の強化、市立大学

の特徴づける研究の推進、研究シーズ集の充実を求めております。 

 社会貢献に関する措置の取組事項としましては、地域社会との連携の推進として、創立

130 周年を記念した中之島講座を大阪市会特別委員会室にて開催し、研究成果を広く市民

に発信し、生活科学部における市の重点政策予算として地域人材育成プログラムを活用し、

また、高大連携の具体的連携の検討を記載しております。意見・指摘事項として、生涯学

習支援の再構築、市政のシンクタンク機能の強化を求めております。 

 次に附属病院に関する措置の取組事項としましては、医療体制等の整備として、救命救

急センターの開設、医療ソーシャルワーカーの専任配置、病院長補佐の任命、管理会計シ

ステムの整備などを図ったこと。また、東日本大震災に係る医療支援の実施を記載してお

ります。意見・指摘事項としましては、管理会計システムの活用、施設の計画的整備によ

る経営改善を求めております。 

 資料１５ページ、業務運営の改善及び効率化に関する措置の取組みについては、学生サ

ポートセンターの開設準備の取組み、教員のサバティカル制度の導入、大学院の定員の変

更を記載しております。意見・指摘事項としまして、法人運営を支える職員の育成として、

様々な分野において専門性を高めていく人材育成を求めております。 

 財務内容の改善に関する措置の取組みとしまして、外部資金の確保の取組み、施設の有

効活用を記載しております。意見・指摘事項としましては、はばたけ夢基金の確保を求め

ております。 

 自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項の取組みについては、事前評価に向

けた自己点検・評価の実施、教員の業務評価制度確立に向けた取組みを記載しております。

意見・指摘事項としましては、業務実績報告書の記載内容について、分かりやすい記述に

するとともに、評価の判断根拠を明確になるよう記述することを求めております。 

 その他業務運営に関する重要事項の取組みについては、研究者情報公表の推進、広報体

制等の強化、安全確保に係る取組みを記載しております。意見・指摘事項としましては、

新設の大学広報室を中心に多様なステークホルダーに向けてよりわかりやすく効果的に発

信し、広報強化によるプレゼンスの向上を求めております。 
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 以上が、「平成 22 年度業務実績に関する評価結果（原案）」の概要でございます。 

 繰り返しになりますが、評価結果の原案につきましては、あくまでも、法人から提出の

ありました業務実績報告書、及び本日までの議論と各委員からのご意見に沿った形で作成

したものでありまして、本日の議論により適宜変更等を加えていく必要があると考えてお

ります。 

 

 続きまして、本体資料 19 ページからの資料１－３「平成 21 年度評価結果における委員

会からの意見・指摘事項への対応一覧」につきましては、昨年度実施しました、平成 21

年度業務実績評価における委員会からの意見・指摘事項に関する、大学の取組みをまとめ

たものでございます。内容のご説明は、時間の関係もありますので省略させていただきま

すが、大学においては、ご指摘をふまえまして、第 2 期中期計画期間においても評価業務

が大学を活性化させるより良い仕組みとなるよう、中期計画や年度計画において「実施す

る」ことを目標とした表記にこころがけ、より成果が明確で効果的に PDCA サイクルを回

せるような計画作成に取り組むなどしております。 

 

 説明は以上でございます。よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

ただいま、事務局より資料の説明がありました。事前にお送りしておりましたが、先

ほどの大学からの意見聴取なども踏まえまして、この場でご指摘いただけるお気づきの点

がございましたら、お願いします。 

 

（堀委員） 

 尐し、評価委員会で議論になったことについて、もしご意見をいただけるのでしたら、

お願いしたいことを3点申し上げます。 

 一つは社会貢献の中で、市民講座について、参加者が減っているということですが、こ

れに対してどのようにお考えになっているかということです。 

 それから大阪市のシンクタンク機能ということを市大には期待したいのですが、積極的

に意見を市に聞いていただくようなシステムを今後、進めて行かれるような取組みがある

のかどうかということが二つ目です。 

 三つ目は病院についてですが、これは古いデータなのですが稼働率もあまり高くなかっ

たかと思います。管理会計システムを入れられたという記載があったと思うのですが、こ

れが収益や診療活動にプラスの面が出てきているのかどうかということ、以上、すべて各

論で恐縮なのですが、3点についてお願いしたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

 次の議題の中期計画に関係する部分については、そちらでお答えいただいても結構です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 後ほど中期計画でお答えするつもりでしたが、簡単に申し上げますと、市民講座につき

ましては、大阪駅前にある文化交流センターで開催していますが、ご指摘のようにニーズ
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が減ってきておりますので、市民大学構想ということを新たに考えておりまして、見直し

を図っていきたいと思っております。 

 それからシンクタンク機能につきましても、後ほどご説明差し上げますが、大阪市から

これまで教員が個々に審議会委員だけでなく研究についても相談を受けておりましたので、

大学として全体把握ができておりませんでしたので、地域貢献センター、これは仮称です

が、開設し、窓口機能を強化したいと思います。 

 

（藤五医学部・附属病院運営本部事務部長） 

 病院の利用率と管理会計システムの関係ですが、正直申し上げまして、管理会計システ

ムを立ち上げたのですが、どういうデータをつくっていくと効果的かということはまだ研

究中でして、実際の利用率の向上につないでいくというところまでいっておりません。 

 ただ、昨年の委員会でも病院長から説明させていただきましたが、私どもどうしても手

術室が尐ないということで、利用率の向上につなげられなかったということがありました

ので、大学のご理解も頂戴しまして、全身麻酔用の手術室を2室増室するということで、

ただいま工事中でありまして、今年度には間に合わないのですが、今後、利用率の向上に

努めてまいりたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

それでは22年度の評価結果の特に意見指摘事項にどういうふうに取り上げるかはちょっ

と考えさせていただきたいと思います。 

事務局には、本日の議論を踏まえて、原案の修正を行っていただきます。その上で、

改めて事務局から案をお送りしまして、各委員からご意見を伺い、次回の委員会で修正案

を示していただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

 

それでは、本日２つ目の議題に入ります。 

２つ目の議題は、中期計画に関する検討でございます。 

前回の評価委員会の後半で、法人より『「新・市立大学」の使命と行動』と題しまして、

第二期中期目標期間においてめざす大学像をお示しいただきました。昨年度の意見聴取の

場で、『中長期的にめざす大阪市立大学像を３つぐらいのキャッチフレーズで。』とお伺

いしましたが、その３点が第二期中期計画における重点戦略として位置づけられ、市立大

学の特色を出そうとされていることが伝わって参りました。 

本日は、まず、前半の意見聴取と同様に、第二期中期目標・中期計画における法人の考

え方について、あらかじめ委員からの質問事項をまとめまして、法人から回答を頂いてお

ります。まず、それについて、補足的なご説明を頂いたうえで、各委員との意見交換を行

って参りたいと考えております。 

また、前回『「新・市立大学」の使命と行動』についての意見を我々から申し上げまし

たが、今回は第二期中期計画の中で、法人として重点的に取り組んでいかれる具体的なプ

ロジェクトについて、別途の資料によりご説明いただき、前半と同様の形式で意見交換を

実施いたします。 

それでは、資料のご説明をお願いいたします。 
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（西澤理事長兼学長） 

それでは、第二期中期計画の検討状況についてご説明いたします。まず最初に資料2-2

「第二期中期計画重点プロジェクト」をご覧ください。前回の評価委員会で本学の方から

「新・市立大学の使命と役割」と題して、第二期の中期目標を大阪市の方で作っていただ

くにあたっての大学としての基本的意見、また中期計画を策定していくにあたってのグラ

ンドデザインとして、今後の使命、重点戦略をご説明いたしました。 

本日配付いたしました資料は、その資料の骨子と重点3戦略を担っていく具体的なプロ

ジェクトについて記載しております。また、前回の評価委員会でご意見がありました、使

命や戦略を進めていくうえでの、現在の計画での到達点、検証・課題についても記載して

おります。 

 

最初に、「今求められる市立大学の使命」についてでございますが、私は、本学の使命

を、大学としての普遍の使命であります人材育成に加えて、大阪市が設置する大学として

の公立大学としての役割を踏まえていく必要があると考えており、 

「広く社会が求める人材や、地域社会で活躍する人材育成」 

「大阪市を核とした都市の発展に貢献する」といった2つの使命を掲げております。 

さらにその一方で、公立大学として他の施策と競合して財源を確保していく制約があり、

大学の必要性を市民に説明していく責任がございます。 

 

２ページでは、こういった使命に対して、本学がこれまで取り組んできた状況を検証し

ております。人材育成に関しては、特に英語教育開発センターを中心とした外国語教育充

実の成果、また本学の特徴であるゼミを中心とした学生の顔が見える尐人数教育に取り組

んできました。大阪市の経済成長戦略においても高度専門的な人材育成などの内容を取り

入れていただきました。 

都市研究、地域貢献に関しましても、都市研究プラザや複合先端研究機構の取り組みな

ど大きな成果をあげてきました。 

しかしこういった活動の全容を把握できてこなかったこと、また成果を十分発信できて

いなかったことが大きな課題であると認識しております。 

 

今後ともこういった、大きな使命を果たしていくために、 

「コンパクトな総合大学」 

「尐人数教育」 

「都市を学問創造の場ととらえる」といった本学の特徴は極めて効果的であります。例

えば、人材育成にあたっては尐人数教育によるきめ細かい教育や様々な分野の学生が常に

交流できる利点、また研究や地域貢献に関しては、複合的な都市問題に迅速に総合的に取

り組める利点がございます。こういった利点を最大限生かして、求められる使命を果たし

て参りたいと考えております。 

 

次にこういった二つの大きな使命（ミッション）に対して、具体的な行動（アクショ

ン）として、私は３つの重点戦略を掲げております。昨年のこの委員会でも申し上げまし

たが 
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「大阪市のシンクタンク、”都市科学”分野の教育・研究」 

「専門性の高い社会人の育成」 

「国際力の強化」をあげております。 

また、より効果的に重点戦略を進めていくために踏まえなければならない視点として、 

「総合大学のメリット」 

「選択と集中」 

「大学としての一体感」 

「発信力の強化」を考えております。 

 

５ページでは、特に「都市科学」分野の重点研究として、現在精力的に進めております

研究を3項目あげております。 

１つ目の「人工光合成研究」であります。 

エネルギー問題が大きな社会問題となり、新たな次世代エネルギーの登場が求められて

おりますが、人工光合成による循環型エネルギーの実用化は、無尽蔵な資源を利用するま

さに夢のエネルギーであります。そのような中で、本学の神谷信夫教授らが光合成を担う

蛋白複合体の構造決定を世界に先駆けて解明したことにより、この夢の実現に一歩近づい

たことは本学としても大きな誇りであり、今後の展開に大いに期待しております。 

２つ目の「都市防災研究」ですが、大震災を機に、複合的な研究として、震災直後の短

期的視点から復興・まちづくりまでの長期的視点などさまざまな側面から都市防災のあり

方を研究するプロジェクトを全学あげて開始いたしました。この成果を、大阪市や周辺地

域、被災地への提言として還元してまいりたいと考えております。 

３つ目の「健康科学研究」ですが、これまでの抗疲労研究に代表される健康科学の研究

をすすめ、その拠点を「うめきた」に設置いたしたいと考えております。今後、市民の健

康支援への活用や、企業との共同研究、製品開発の拠点として期待しております。 

 

６ページと７ページに今後の取組みの全体像を記載しております。 

先ほどご説明いたしましたように、今、社会が求める人材の育成や、今大阪市や関西の

発展にとって必要な知的基盤として、本学がこれまで蓄積してきたさまざまな特徴はたい

へん有効な財産であります。こういった利点をフルに活用し、（6ページ）にもあります

ように、10年後には、 

「積極的に入学したい大学として人材育成の成果が見える大学」 

「大阪市を核とした関西圏の発展や国際化をリードする大学」をめざしていく決意でご

ざいます。 

 

さらに私は、将来、こういった本学の大阪や関西に根ざした諸活動を進めていく先に、

次のステップとして、より大きくはばたく大学の将来像をイメージしております。3つの

大きなビジョンを掲げておりますが、 

「国際社会で活躍する人材を育成する大学」 

「最先端研究による関西・日本の発展に大きく寄与できる大学」 

「知識基盤社会を牽引する開かれた大学」 

これは私どもの大きな理想であり、強い信念のもと理想の実現へ向けて邁進して参りた
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いと考えております。 

 

以上のような考えのもと中期計画を検討しておりますが、９ページ以降が各分野の重点

プロジェクトを記載しております。各事項とも現計画での達成状況と課題、そして今後の

使命の実現へ向けた具体的充実方針を記載しております。これにつきましては、それぞれ

担当理事からご説明いたします。 

 

（桐山理事兼副学長） 

９ページをご覧頂きたいと思います。教育分野で３点ございます。 

まず１つ目は、これまでも繰り返し出てきておりますが、「グローバル人材の育成」で

ございます。現状でございますが、本学は平成19年度に、College Englishとしまして、

ネイティブスピーカーによる尐人数、能力別英語教育を実施して参りました。第二期中期

計画期間では、このCollege Englishを検証しつつ、より内容を充実させて参りたいと考

えておりますが、外国語でのコミュニケーション能力や異文化理解・活用力を高めるため

に、初年次、また２年次における英語教育の充実を図っていきたいと考えております。具

体的には、グローバル人材を育成するコースを設けて参りたいと考えておりますが、全学

生に課すということではなく、全学生を対象としますが意欲のある学生を対象に、いわゆ

る「副専攻」的なコースを設けて、留学支援などによるグローバル人材の育成を支援した

いと考えております。 

留学生につきましても、受け入れる側の計画を策定して対応したいと考えております。 

 

10ページ、２つ目は、地域貢献とも関係して参りますが、市立中学・高校との連携を強

化するということで、質的な充実に焦点を当てたいと考えております。これまでも、本学

では文学部、理学部を中心に、状況をお伺いすると頭の下がる思いがいたしますが、出張

授業など広範に様々な取組を実施しておりますが、数量的な充実ではなく、質の充実を図

りたいと考えております。社会貢献という視点ではなく、一貫した人材育成の視点でもっ

て考えていきたいと思います。具体的には、学習の動機付けやカリキュラム編成の支援な

どについて、中学・高校との間で考えてまいります。合わせて、連携窓口を一元化してま

いります。 

 

11ページ、大学院教育の充実でございますが、これまで定員につきまして様々変更して

きましたが、時代の要請を受けまして、適正な定員について考えていきたいと思います。

同時に、中央教育審議会の答申にもございますように、博士号の取得者が、研究機関だけ

でなく、企業経営やジャーナリズム、行政、国際機関など多様な場で中核的な人材となる、

ということをめざしまして、大学院課程の機能を明確化し、教育内容の充実を検討実施し

て参りたいと考えております。具体的には、研究費の使途をはじめとする研究者倫理、ま

た、大学論といった、広い視野を養うような全学的な共通教育を、大学院でも展開できれ

ばと考えております。また、他研究科での授業を取りやすくするなど、分野横断型の教育

研究体制を構築できればと考えております。 

若手研究者支援については、別途のご説明になりますが、社会人教育につきましては、

その中心が大学院に移ってきておりますので、地域貢献の側面からも、今後は大学院で社
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会人を多く受け入れるということも検討課題としております。 

 

（宮野理事兼副学長） 

私から、研究、地域貢献、国際交流関連につきまして、ご説明いたします。 

まず12ページをご覧ください。理系と文系の垣根を越えた「都市科学」研究でございま

すが、現状では先ほどご説明しましたように、都市研究プラザ、あるいは複合先端研究機

構が、杉本における重点研究拠点として機能してきております。他には、医学系として、

疲労研究を中心とした取組が進んできております。また、今年３月11日発生の東日本大震

災を契機としまして、都市防災研究が立ち上がっております。 

これらにつきまして、今後どのように充実させていくかということでございますが、基

本的には、これまで育ってきている研究拠点における研究成果を一層深化させていくこと

になります。複合先端研究機構では光合成の研究がクローズアップされて注目されており

ますので、研究をさらに進めて実用化を目指していくことになりますし、都市研究プラザ

でも、グローバルCOEが今年度で終了いたしますが、今後も大学として、拠点への支援を

続けて参りたいと考えております。さらに、疲労研究につきましては、疲労だけでなく健

康科学研究という視点で、さらに発展させて参ります。 

都市防災研究につきましては、13ページに研究の枠組みを示してございます。この研究

につきましては、特別研究の中の重点研究の１テーマに採択されまして、理系文系の枠を

超えた全学的な研究として、22名の教員がこの研究に参画しております。具体的には、大

きく３つのグループに分かれまして、まさに研究を開始したところ、という状況でござい

ます。 

 

次に14ページ、戦略的研究経費の再構築でございます。 

これまで本学では、研究費を重点的に配分するために、特別研究として、重点研究、都

市問題研究、新産業創生研究、さらに平成20年度からは若手研究者を支援するという枠組

みを設けてきております。今年度につきましては、これらの総額が１億２千万円ほどでご

ざいますが、研究を公募して採択する、ということをやってきております。これらを第二

期中期計画では見直しをしつつ充実させたいと考えております。充実内容としまして、特

に重点研究につきましては、大学の方向性に沿った研究をより先鋭化し重点化する、とい

うことを目標としております。また、若手研究者支援につきましても、これまでやってき

ておりますが、さらに効率的な形にできればと考えております。また、こういった重点的

に支援した研究の成果を、第三者的に評価する制度を設けることによって、次の応募への

インセンティブとし、さらなる充実を図って参りたいと考えております。 

 

15ページ、国際研究交流ネットワークの拠点化でございます。 

現在、都市研究プラザでは、海外サブセンターを８ヵ所設けまして、海外からの研究者

を受け入れたり、あるいは本学の研究者が海外に出て行くための拠点を形成しております。

他に文学研究科、理学研究科、それに資料にはございませんが、都市研究プラザが、国の

若手研究者を支援するプログラムに採択されまして、そういった枠組みを使いながら国際

交流を進めてきております。 

こういった流れの中で、今後どのように充実させていくかと申しますと、都市研究プラ
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ザ、文学研究科の中にある都市文化研究センター、複合先端研究機構、そして、理学研究

科の中にある数学研究所、これらの拠点は、従来から国の外部資金を獲得する中で、個性

的な研究拠点として発展してきておりますので、さらなる発展を目指していくということ

と、特に若手研究者への支援ということが、昨今の外部資金におけるひとつの題目となっ

ておりますので、そういった資金を獲得しつつ、若手研究者の支援に繋げていきたいと考

えております。 

このような活動を通じて、本学が国際的な交流拠点として育っていくことを狙いたいと

考えておりまして、交流拠点の整備を進めて参ります。また特に、海外へ出て行く際の安

全確保の問題についても、重要な課題と考えております。 

 

次に16ページでございます。まだ仮称ですが「地域連携センター」とシンクタンク窓口

の設置でございます。 

先ほどご質問もございましたが、本学が大阪市などの審議会に多数参加するということ

で、個人的なシンクタンク機能は担ってきているわけでございます。他にも、先生方個人

に対して研究協力依頼、指導依頼などがあり、それを通じた貢献も行ってきております。

ただ、それが大学として一本化されていないという反省がございまして、その点を今後改

善していきたいと思っております。具体的には、行政施策や地域貢献を一本化すると共に

システム化して、大学の貢献を効果的に発信して「見える」化をはかって参りたいと考え

ております。そのためのシンクタンク窓口の一本化を考えております。 

 

17ページでございますが、公開講座の一元化による「市民大学」構想、これもまだ仮称

でございますが、これも先ほどご質問のあったものでございます。 

現状では、文化交流センターを中心としまして、一般市民に対する講座を多数開講して

おります。しかし、こういった講座自体の数も増えてきているということもございまして、

受講者が減ってきている状況でございます。第二期中期計画においては、これを見直して

充実させていきたいと考えております。 

具体的には、市民が大学の存在を実感できる取組を目指して、としておりますが、これ

までの各教員に対する講座の負担も大きくなってございますので、重複を避けつつ、社会

に対して有効に提供していきたい、そういったことができるシステムを作っていきたいと

考えております。講座が目指すところとしましては、生涯学習支援ということもございま

すが、社会人のキャリアアップを目指していくという視点など、いくつかの視点を織り込

みながら、今後の提供講座の見直しを進めていきたいと考えております。 

 

私からご説明いたしました、シンクタンク機能であったり、公開講座であったり、ある

いは社会貢献のひとつとしての高大連携といった多数の機能を、18ページにございます図

のような、これもまだ仮のイメージでございますが、「地域連携センター」の中で窓口機

能を一本化することと、効果的な広報として発信していくことで、本学の地域全体に対す

る貢献の「見える化」をはかっていきたいと考えております。 

 

（安本理事） 

19ページをご覧ください。二つの方向での産学連携の充実でございます。 
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本学の産学連携につきましては、かなり遅れておりましたが、平成20年度から、文部科

学省の補助をいただきまして、大阪府立大学と「産学官連携共同オフィス」を設置してキ

ャッチアップをはかってまいりました。 

共同オフィスのメインの事業としましては、平成21年度から実施しております大阪府中

小企業家同友会との共同事業である「ホームドクター制度」がございます。これは中小企

業からするとやや高い大学の敷居を低くして、気軽に技術相談に応じるというような制度

でございます。本年は、和歌山の同様の組織とも協定を結んでおります。さらに、昨年度

の10月から産学連携推進本部を設置しまして、数値目標を定めた外部資金の獲得、あるい

は、目標件数を決めた特許の出願を実施して参りました。 

今後につきましては、２つの視点で進めて参ります。 

ひとつめは、先ほど説明のありました、都市研究の分野での産学連携ということで、健

康科学や人工光合成の実用化、都市研究プラザでのクリエイティブ産業の育成など、先端

的な研究分野を中心として産学連携を充実させて参ります。中でも、企業と大学で特定の

研究テーマを設定しました、共同研究講座も設置したいと考えております。 

もうひとつは、地域に根ざした産学連携としまして、特に中小企業との連携を強化して、

地域活性化に貢献したい、そのためには、金融機関とも連携して中小企業・ベンチャー等

への支援を行っていきたい、と考えております。 

 

（西澤理事長兼学長） 

それでは、20ページからの資料２－３公立大学法人大阪市立大学中期計画骨子（案）に

ついてご説明します。 

現在、全学的な会議を設置しまして、精力的に作業を進めてございます。本資料は、７

月末時点での各部局からの意見をまとめた案でございます。前回の評価委員会でお示しし

た案からの変更点は下線で示しております。また、先ほどご説明いたしました重点プロジ

ェクトに関する部分は太字で示しております。 

本学では、今後も継続して評価委員会からのご意見をお伺いしながら検討を進め、学内

合意を経て、11月末には計画案として市へ提出して参りたいと考えております。 

 

次に、資料２－１に記載しておりますが、事前にいただきました７項目の事項につきま

して、それぞれ簡潔に法人の見解を、私なりそれぞれ担当理事の方からご説明申し上げま

す。 

私の方からは、１、４及び７についてご説明いたします。 

 

１番の「現中期計画の取組みや課題分析と第二期計画への関連性」についてでございま

す。現中期計画に関しては第3段階であり、計画のすべての項目につきまして、昨年度と

それまでの4年間の取組み実績の検証とともに評価を行ないました。 

また、第二期の中期計画策定へ向けては、高校へのヒアリングやアンケート調査、企業

へのアンケートによる本学の入試や就職等の現状分析、学生の本学に関する意識調査、さ

らには大学教育研究センターや経済学研究科に依頼しまして近い将来の社会経済状況や高

等教育を取り巻く状況等の情勢分析も行ってまいりました。 

そういった分析も踏まえて、今求められる使命やその使命を果たしていくための重点戦
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略を検討し、中期目標にも反映されるよう大阪市に対しても意見表明してまいりました。 

 

第二期中期計画におきましては、この重点戦略に沿ったプロジェクトを重点項目として

織り込み、計画の具体化を図っていくこととしております。各重点プロジェクトの現状と

課題そして今後の充実方針については先ほど各理事からご説明いたしましたので省略いた

します。 

 

次に、４番の「大学院生の減尐、教員の削減への対応」といった事項でございます。 

はじめに後期博士課程の学生の減尐につきましては全国的な傾向が示されております。

これは不況の影響での学費等の負担が増していることや、将来の就職への不安が増大して

いることが原因であると考えられております。国の政策で大学院生が大幅に増え、研究者

をめざす学生にとってポスドク制度は充実しましたが、反面、ポスドク後のキャリア・パ

スが整備されていないのが現状であります。本学ではこれに加えて教員削減により若手教

員の採用が尐なく、大学院生にとって親しみやすい若手研究者が尐なくなり、教員構成の

空洞化が生じていることも将来不安として博士課程進学減尐の原因となっていると考えら

れます。 

 

学生数の減尐は、研究者養成の機能の根幹に関わるものであり、日本の将来にとっても、

大学にとっても深刻な影響が懸念されます。出口での採用が充実しないままむやみに後期

博士課程の学生数を増やすということには困難を伴いますが、研究者志望の優秀な学生を

如何にしてひきつけるかという課題は整理が必要であり、前期博士課程を含めて、大学院

が全体としてより魅力のあるものになるための方策・努力が必要であります。 

このため、第二期中期計画におきましては、現在の大学院教育のあり方全体を見直し改

善を図っていくこととしております。特に若手研究者育成の視点から学位取得後のキャリ

ア・パスの整備などの環境整備も図っていかなければならないと考えております。 

 

次に教員数につきましては、これまで全学的に取り組んできた教員20%削減方針に基づ

き、退職不補充を原則としてきたため大幅に減尐しております。こういった削減に対応す

るために特任教員や非常勤教員などを活用し、授業の科目数を維持してきております。 

しかしながら専任教員の減尐によりさまざまな課題が生じていることも事実であります。

本務教員の負担増がさまざまな側面で見られますが、特に本学の特徴であります学生個々

への指導、すなわちオフィスアワーや学習相談室などによる学習指導等きめ細かい授業時

間外の教育支援について教員一人ひとりの負担が増えております。 

その他にも職員が大幅に削減されるとともに経験年数が減尐している状況の中で、外部

資金獲得のための教員の事務負担、管理運営業務など教育研究以外の負担などが増加して

おります。 

第二期中期計画においては、こういった事態を改善するために、現行の特任制度の改善

や、若手研究者の確保など組織の活性化を図っていく改革に取り組んでいく所存でありま

す。 

 

最後、７番の「研究科の枠を超えた教育研究体制」についてでございます。 
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研究科の枠を超えた研究組織としては、これまでも都市問題を国際的に展開する「都市

研究プラザ」や理系横断的に都市環境問題を研究する「複合先端研究機構」を設置し、本

学の特徴である複合的な都市課題の研究を進めてまいりました。この二つの組織は本学の

特徴であります都市研究の中核拠点として今後の発展も大いに期待しております。 

今後は、こういった新たな研究組織を設置するだけでなく、現在着手しております「都

市防災研究」のように、関係する教員が結集し、連携することでさまざまなアプローチか

ら研究を進めるプロジェクト型の研究体制も効果的であると考えております。 

そして地域連携の中核を担う機関として、「(仮称)地域連携センター」を設置し、シン

クタンク機能を強化し、大阪市等からの政策の研究・分析課題と本学研究者のマッチング

を図り、求められる複合的な研究プロジェクト体制を柔軟に構築するなど、総合大学のメ

リットを活かした効果的な対応を行なっていきたいと考えております。 

 

また教育につきましては、従前より「大学教育研究センター」を設置し、大学教育を分

析・研究し各学部の教育方針に対し助言を行なってまいりました。さらに全学的に入学者

の追跡調査やFD活動の充実などに取り組むなど、本学教育推進の中心機関となっておりま

す。 

今後も、このセンターと各学部研究科の教育が有機的な連携を図ることにより、大学が

めざす人材育成を効果的に実施できるものと考えております。 

 

また、高等教育は、国において方向付けがされますが、国際的な日本の大学評価が懸念

され、国際水準の教育の質の保障が求められている状況があります。さらに、尐子高齢社

会でこれからを支える国民一人ひとりに力強さが求められている時代でもあり、国の高等

教育政策は改革が重ねられていきます。こういった状況に本学としても的確に対応し、本

学の教育が常に「社会が求める」人材育成の拠点として発展していく必要があります。 

今後はこういった状況に柔軟に対応するために、情報の迅速な収集とともに、教育推進

本部と法人の経営戦略部門との連携を強化していく必要があると考えております。また、

こういった連携がより効果的に機能するような組織のあり方についても検討していく必要

があると考えております。 

 

（桐山理事兼副学長） 

私から３、５、６番についてご説明いたします。 

３番、国際力の強化を図るための留学生に関する現状でございますが、本学では、単に

留学生数を増やすことを目的としているわけではなく、より多くの「優秀な」留学生を確

保する、そのための留学生受入計画を策定したいと考えております。具体的な数値につき

ましては、資料をご確認願いたいと思います。 

昨年度の留学生の卒業者数は78名、在籍者もほぼ300名を超える程度、退学者等もそれ

ほど多くはないと認識しております。 

就職の状況につきましては、母国に戻られる方もおられますが、国内で勉学を続けられ

たり、日本の企業に就職する方もかなり増えてきております。「その他」につきましては、

調査が及ばず不明というものと、留年する留学生が含まれております。 

留学生の受入人数を増やした際の対応策につきましては、国際化戦略本部を中心に検討
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を進めております。 

それから、（４）英語だけですべて履修できるコースを設けるなど、教育に関する取組、

に関する回答として資料にございますのは、日本人学生向けの取組を記載してしまってお

ります。 

英語だけで全て履修できるコースの設定につきましては、人員の関係もございまして、

非常に難しいものがございますが、今後10年を見すえまして、取り組んでいく必要がある

と考えておりますので、国際化戦略本部で検討して参ります。 

 

５番ですが、私も学習指導要領を見ておりまして、確かに「脱ゆとり教育」ということ

でございますが、基本的には「生きる力」を育成するということは、2002年の学習指導要

領と共通しております。ただ、2002年の時は「生きる力」に重点を置くということで、基

本的な知識の習得に止めていたものが、生きるため、あるいは考えるためには、それなり

の知識の蓄積量が必要である、ということで改定したのではないかと理解しております。

「初年次教育」につきましては、高校から大学への学びの転換をコンセプトにしておりま

すので、基本的には、現状でも対応できると考えております。 

それから、高大連携につきましては、先ほどもご説明しましたが、質の向上、つまり人

材育成の視点を踏まえた高大連携を考えていくうえで、押さえるべきであると考えており

ます。 

 

６番でございますが、企業や官公庁との連携について計画を設定した場合、相手の状況

の変化によって、計画が充分達成できないものが見受けられますので、その目標設定や成

果がわかりにくい、ということかと思いますが、本学では、年度計画をより具体的な形で

策定することにしておりますので、年度計画の策定時点で、充分に情勢調査を行うと共に、

結果については、当初の計画内容のみに拘らず、その趣旨に関連する実績についても集約

して、実績報告書に記載していくことで、総合的に計画の趣旨に照らした評価判断を行っ

ていきたいと考えております。 

 

（宮野理事兼副学長） 

最後に私から２番についてご説明します。 

シンクタンク機能に関するご質問と、都市科学に関するご質問とございますが、シンク

タンク機能につきましては、これまでご説明してきておりますので、若干繰り返しになっ

てしまいますが、従来は、教員個々に対して行政や産業界から申し込みがあったわけでご

ざいます。 

それを外部から見ると、そういった依頼をどこに対してすればいいのかが見えにくかっ

た。それを、教員個々に直接当っていただくのではなく、窓口として見える物をまず作っ

ていこう、ということでございます。それが、「（仮称）地域連携センター」の機能のひ

とつとして設けられていくということでございます。これは、第二期中期計画期間のなる

べく早い段階に設置して参りたいと考えておりますので、ワーキングチームを作って基礎

的な検討を進めておりまして、他大学などへのヒアリングも実施してきております。そう

いったことを経て、具体的なイメージが構築できるのではないかと考えております。 

都市科学についてでございますが、都市の課題は非常に広範囲でございます。市民生活、
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経済、まちづくりなどから、今回のような災害からの防災など、広範囲の課題に対応する

ためには、理系だけ、あるいは文系だけではなかなか対応できないということがございま

すので、本学の８学部10研究科の態勢をうまく生かす形で、文理融合、あるいはそれらの

枠を超えた複合的なアプローチをしていく、というイメージで「都市科学」を捉えており

ます。 

以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

どうもありがとうございます。 

我々からお示ししました７点につきまして、大学からご回答いただきました。 

中期計画骨子（案）につきましては、大学としても７月末の段階というお話がありまし

たが、これから修正等があるかと思いますので、本日は頂いたご説明を踏まえて、重点プ

ロジェクトと中期計画骨子（案）、それから前回に「新・市立大学」の使命と行動という

資料もございましたが、特に内容を限定せずに、ご意見・ご質問をさせていただきたいと

思います。 

委員の皆様から、ご意見・ご質問いかがでしょうか。 

 

（片山委員） 

「中期計画重点プロジェクト」において、教育・研究活動でこういうことをしていきた

い、というメッセージが明確に出ていますので、この点は評価できると思います。 

一方、質問事項の６番ですが、ストレートに申し上げますと、相手がどうしたいか云々

ではなく、大学として連携を通じて何をしたいのか、が明確になっていないのではないか、

と感じました。そのあたりはいかがでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

確かに、大学としては明確になっていない部分もあると思います。 

第一期の中期計画を策定した際に、ある学部ではその取組に対して明確なものを持って

いたけれども、他学部にまでそれが十分浸透しきれなかったのではないか、ということも

感じております。第二期中期計画ではそういったことの無いようにしてまいります。 

 

（楠本委員） 

教員の定員が減っているという指摘をしておりますが、当初の削減目標は達成して、今

は退職者を補充できているのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

当初５年間の計画については完遂できておりまして、学部によって若干の違いはござい

ますが、一応、不補充の発生はございません。が、経済情勢を見ておりますと、先がなか

なか見えない部分もございます。ただ、現時点では、不補充という状況は無くなっており

ます。 

 

（楠本委員） 
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その点、先生方が大変苦労されていることはよく分りますし、我々としても大変懸念す

るところでございますが、先ほどのご説明でも、たくさん本部を作られて、そこでのご負

担もあろうかと思いますが、具体的な取組をご担当される教員の方々の負担もあると思い

ますので、そのあたりをどうクリアされていこうとされているのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

現場の教員の方々は本当に忙しい状況になっているだろうと思いますし、実際にそうい

った声も出ております。ただ、ある程度臨時的な要員を入れられるとしても、専任を雇用

するというところまではなかなかまいりませんので、どうしてもこれで乗り切っていくし

かないのではないか、と感じております。ですので、できるだけ仕事の内容をシンプルに

していく必要があると思いますし、かなりの工夫が必要かと思います。 

 

（楠本委員） 

それから、グローバルCOEも終わりになりますね。しかし、都市研究プラザは継続され

るとなると、その費用は全額大学が負担していくということですか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

基本的にはそう考えておりますが、外部資金の獲得についても相当頑張っていただかな

いといけないと思います。 

 

（種田委員） 

ちょっとわかりにくかったのですが、質問事項３番、留学生支援の（４）英語だけです

べて履修できるコースを設けるなど、教育に関する取組の所ですが、留学生に沢山来てい

ただくために英語だけのコースを設けるのではなくて、日本人学生の教育のためにという

話でしたが・・・。 

 

（桐山理事兼副学長） 

法人からの回答部分ですが、重点プロジェクトでご説明いたしました、日本人の学生に

対するグローバル人材育成の取組の内容を、こちらに回答として記載してしまっておりま

す。その後、このご質問の流れを改めて見ておりますと、留学生を増やすために英語だけ

で全て履修できるコースが必要ではないか、という趣旨であったと思い至りまして、先ほ

どの説明の中で訂正させていただいた次第です。 

 

（種田委員） 

実際に、日本人学生に対しても、学部教育ではなかなか難しいのかも知れませんが、大

学院教育では、例えば他大学でも英語だけのコースがあると思うのですが。 

 

（桐山理事兼副学長） 

理系の学部ですと、研究発表は英語で行うのが当たり前になっておりますので、そうい

う点では、理系で大学院教育においてそういった設計をしていただくというのは、文系と

比べると比較的やりやすいのではないかと感じております。 
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（片山委員） 

質問事項の７番、資料では４点回答がございまして、前半は比較的イメージしやすいの

ですが、後半について、大学教育研究センターの教育調査の成果を、学部へフィードバッ

クするということと、国の政策動向や社会情勢に柔軟に対応するために、教育推進本部と

法人経営戦略部門との連携を強化する、という意味について、私は、法人経営戦略部門の

中に、国の政策動向や社会情勢等の収集機能があって、得られた情報を教育推進本部にフ

ィードバックすることによって、教育・人材育成に役立てていく、という理解をしたので

すが、大学教育研究センターで行った調査成果を、教育推進本部や法人経営戦略部門にフ

ィードバックする機能もあるとしたら、大学教育研究センターと教育推進本部が別組織で

あれば、双方が教育・人材育成を担っていくという整理が分りやすいのではないかと感じ

ましたが。 

 

（西澤理事長兼学長） 

大学教育研究センターのメンバーは教育推進本部に入っておりますので、そういう点で

は、共同して、連携してやっていく形になると思います。 

また、この７月からですが、大阪市の東京事務所にスペースをお借りして、大学から人

を１人常駐させまして、情報収集にあたる態勢を作りました。今までそういったことが全

くできていなかったのですから、法人自身がそういった情報を早く入手して、各学部と連

携するということもしたいと考えております。 

 

（松岡委員長） 

それでは、私からもご質問させていただきます。 

前回「新・市立大学」の使命と行動が出て参りまして、本日、重点プロジェクトが出て

きまして、具体的な計画が89項目、となっております。 

中期計画の89項目に、使命と行動や重点プロジェクトの中身をどういった形で表現して

いくか、織り込んでいくか、ということですが、個々の取組に反映されるというのはお考

えになっておられますが、全体として、例えば付属資料として、あるいは総論部分を設け

るのか、そういう風にしていただくのが非常に分りやすいですし、中期計画の全体像が非

常にはっきりとしてくると思いますので、ぜひとも、骨子の中に盛り込まれるような工夫

をしていただきたいと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

ありがとうございます。尐し工夫してみます。 

 

（松岡委員長） 

それから、前回も申し上げておりますが「コンパクトな総合大学」という言葉が出てき

ておりまして、それについてご説明もお伺いしておりますが、コンパクトと言いますと、

規模のようなものだけが出てきてしまうようなことになってしまいます。 

（会議室の）前の展示を見ておりますと、大阪市立大学の概要の所で、「都市型総合大

学」をめざす、とございまして、關一市長の「都市は大学と共に、大学は都市と共に」と
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いうことが書いてありまして、総合大学に何か付けるときに、「コンパクト」ではなく元

の「都市型総合大学」の方が、コンセプトが非常にはっきりとしているのではないでしょ

うか。それは「都市科学」研究に含まれている、ということかも知れませんが、本日お伺

いした内容には、「都市型総合大学」という言葉が出てきておりませんので、それなりの

理由があるのかも知れませんが、私としては、メッセージが非常に分りやすい言葉である

と感じておりますが、大学としては一歩下げておこうというお考えなのか、コンセプトと

いう点で、ご意見をいただければと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

「都市型総合大学」というのは、我々のコンセプトでございます。 

ただ、以前から使用しておりますが、初めてこの言葉を聞かれた際に、『「都市型」以

外に何があるのか、大学はみな都市にあるものではないのか』と簡単に片付けられてしま

うこともございまして、また一方でやや使い古してきたということもございます。 

コンパクトな総合大学というのは、あくまで説明に使っているだけでございまして、こ

れを前面に打ち出していって、ということは考えておりません。ただ、非常に大きな大学

では、総合大学がいくつもございますけれども、そういった人数や規模ではなく、中の垣

根が無くできているという観点で「コンパクト」を使用しているつもりでございます。従

いまして、「コンパクトな総合大学」というのは、説明に際して使っているだけです。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

それから、都市科学とは何か、ということもお聴きしておりますが、以前は都市防災が

例に挙がっておりますが、都市防災も分りやすいですが、新たに２つをご説明に加えられ

ましたので、「都市科学」がよりわかりやすくなったのではないかと感じます。 

あと、各論的なところになりますが、ひとつは、先ほど特任教員制度を改善したいとい

うお話がありましたが、難しい点が色々あると思いますが、何が一番ポイントとなるので

しょうか。 

また、中期計画の69番で「公立大学法人の制約緩和」で、地方独立行政法人の制約撤廃

のために東京拠点を作る、とありますが、今の法律で大学から見て、制約を撤廃してもら

わないといけない点はどういう所か、ということもご説明いただきたいと思います。 

それから、国際化に関しまして、以前は、アジアはもちろんのこと世界に、という話が

ございましたが、どこか重点となる地域というものを考えながら取り組んでいくのか、あ

るいは総花的にやるのか、という点について、お考えがございましたら、教えていただき

たいと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

まずはじめの特任制度についてですが、今の条件というものが１年契約で、かつ教育だ

けに関与するという任務となっております。やはりリサーチができるような、そして学生

に対してそういったことを教えられるポジションを設けられないか、また、１年でなくも

う尐し時間のあるようにできないか、今色々試行しているところでございます。内容とし

ては、教員とかなりコンセンサスを得る必要がございますので、ディスカッションしてい
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る段階でございます。 

それから、国際化については、フォーカスを設けないと難しいだろうと考えております。

それはやはり中国だろうと考えております。私どものＯＢの組織が上海にございまして、

その組織をネットワーク化していきたいと考えております。そうしますと、台湾ですとか

香港ですとか、あるいはタイなど、いくつか芽のあるところがございますので、まず、上

海である程度の組織を作って、それを広げていくようにしたいと考えております。まだ不

確定な要素が沢山ある段階ですが。 

 

（柏木副理事長） 

公立大学法人の制約につきましてですが、その前に昨年度、松岡委員長が市長へ評価結

果を報告いただく際に、運営費交付金をできるだけ重厚にというお願いをしていただきま

して、そのおかげと総務局の協力も頂きまして、今年度の運営費交付金の予算を、昨年度

と同額にしていただきました。 

先ほど、楠本委員がおっしゃった特任教員という制度がなぜ出てきているかと申します

と、大学の運営費交付金も、他の一般行政と聖域化しないということで、市政改革におけ

る削減率に合わせて落としていく、ということで、20％程度削減しないといけないとうこ

とになりまして、人件費の高い本務教員の退任に応じて、非常勤講師や特任教授で補充し

ていくことを行っております。そういった方々は、基本的に学生指導等はなさりませんの

で、本務教員の先生方に負担がかかっているということになります。 

市立大学は60％くらいを運営費交付金としていただいているのですが、市におけるライ

バルは誰かと申しますと、生活保護か、道路か、大学か、という競争になります。国立大

学は、京都大学は大阪大学と、あるいは神戸大学と、大学間競争で運営費交付金をどう取

るかですから、公立大学は異質の分野と運営費の競争をしなければならないという仕組み

になっております。 

そういう仕組みですので、例えば市の東京事務所に人を派遣することで、いち早く関係

省庁の情報が掴めるとか、外部資金の情報が取れる、あるいは、東京における同窓会組織

とのコミットが取れる、また、行政情報をどういう風に学問に取り入れられるかというこ

とも含めて、今後は、市と市立大学が車の両輪のようにできる仕組みができないかと考え

ております。 

そういったことを考えていく中で、国立大学は国立大学法人法という大学教育に合った

法律に依拠しておりますが、公立大学は、地方独立行政法人法に依拠しておりますので、

大学教育に合った法律ではございません。例えば、自分たちで借金ができない、校舎が古

くなっても、銀行からお金を借りて大学の責任においてするということは、法律上できな

いということになっておりますので、建前上、市が建てて出資するという仕組みになりま

す。従いまして、市で大学の学舎より小学校の学舎を先に建てたいとなりますと、我々の

経営としては、タイミングがずれることになります。また、授業料についても、議会の議

決がないと上げられない、決められないという仕組みもございますので、制約を撤廃した

いというのは、教育上、あるいは経営上いいタイミングであったとしても、法人独自の判

断でできないという法的仕組みになっているので、それをなんとか撤廃したい。 

我々が一所懸命申し上げてもなかなか難しいところでございますが、魅力ある大学を作

っていくためにはぜひともなすべきであると考えております。 
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（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

 

他にいかがでしょうか。 

 

それでは、この件につきましては、今後も評価委員会として検討する機会がございます

ので、このあたりにいたしまして、事務局の方で、本日の議論を参考に、法人と資料の整

理をお願いします。 

  

 それでは、議題３「平成 22 年度財務諸表について」に移ります。 

 財務諸表につきましては、市長が承認するにあたり、市長に対し本委員会が意見を述べ

ることとなっておりますが、本日は、事務局から簡潔に説明を受けることといたしまして、

詳細については次回の委員会において検討をいたしたいと思います。 

 

 では、事務局から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。 

６月２９日に大阪市長あて法人から提出のあった財務諸表等を、資料３－１（別冊１）

としてお配りいたしております。 

公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し財政状態や運営状況に関する説明責任

を果たし、自己の状況を客観的に把握するという観点から、財務諸表といたしまして、貸

借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、利益の処分に関する書類、行政サービ

ス実施コスト計算書の作成が義務付けられています。 

公立大学法人は、事業年度の終了後３月以内に財務諸表を市長に提出することとされて

おり、市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴いたうえで、承認を行うこととされて

います。 

なお、財務諸表の提出にあたって、監事の監査と会計監査人の監査を受けることが義務

付けられており、財務諸表は適正に表示されており、法令に適合している旨、意見をいた

だいているところでございます。 

平成 22 年度財務諸表の概要につきまして、本体資料、32 ページの平成 22 年度財務諸

表相関図を中心に説明させていただきます。 

まず、表の左から２番目、貸借対照表からご説明申し上げます。資産の部ですが、資産

の総額は、1,163 億円、うち、土地、建物などの固定資産が 1,015 億円、未収附属病院収

入、現金及び預金などの流動資産が 148 億円ございます。 

負債の部でございますが、負債の総額は、306 億円であり、 

うち、公立大学法人の会計独特の処理ですが、固定負債として償却資産を承継・取得し

た場合に当該資産の見返として同額を計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、

取り崩して収益化する取り扱いとされる資産見返負債が 170 億円ございます。 

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

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

純資産の部にまいりまして、純資産の部の総額は、857 億円であり、市からの出資であ

る資本金、資本剰余金のほか、利益剰余金が 67 億円ございまして、このうち、当期総利



 

- 36 - 

益は 18 億円となっております。 

次に、表の左から３番目、損益計算書をご説明申し上げます。 

経常費用の総額は、464 億円であり、教育経費、研究経費、病院の診療経費、人件費な

どがございます。 

経常収益の総額は、481 億円であり、大阪市からの運営費交付金収益、減価償却処理に

より費用が発生する都度、負債から取り崩して収益化する取り扱いにより、発生する収益

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

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

研究、共同研究に関する収益がございます。 

以上から、経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、17 億円となっており、目

的積立金取崩を含めた当期総利益は 18 億円となっています。 

経常利益の 17 億円の内訳といたしまして、別冊の１、資料３－１、財務諸表をご覧い

ただきたいと存じます。 

財務諸表の 16 ページに、開示すべきセグメント情報というのがあります。ここで大学

と附属病院とを分けた形の表現になっておりまして、それぞれ表の下から２段目に、業務

損益、いわゆる経常利益にあたる金額がありまして、大学については 4 億 8,000 万円、附

属病院は 12 億 3,900 万円となっております。 

大学における主な要因といたしましては、昨年度のような大型の補助金はありませんで

したが、人件費やその他の経費削減に努めた結果、４億８千万円の黒字になっております。 

附属病院につきましては、新規補助金の獲得や診療単価の増（入院・外来）などにより

診療収益が大きく増加する一方で、人件費などの増加を極力抑えた結果、12 億 3,900 万

円の黒字となっております。 

なお、財務諸表５ページでございますが、利益の処分に関する書類（案）といたしまし

て、法人としてはこの 18 億円を次年度以降の事業に充てたいと考えておられます。 

本体資料の最後の 32 ページに戻りまして、財務諸表相関図の一番左、法人の資金の出

入りを示すキャッシュフロー計算書ですが、当期の法人支出が 716 億円、収入が 674 億円

であり、資金増減額は△42 億円となり、期首残高が 91 億円ですので、期末資金残高は 49

億円となります。 

次に、表の一番右、行政サービス実施コスト計算書をご説明申し上げます。 

企業会計にはない主要表として、行政サービス実施コスト計算書があります。公立大学

法人の業務運営に関しての市民の負担に帰せられる現在及び将来のコストを表示するもの

であり、法人の実質的な業務実施コストは、179 億円となっています。 

財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

最後に、平成 22 年度の当期総利益 18 億円についてでございますが、平成 19 年にご確

認いただいた、各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方では、口頭で申し上げ

るのみになりますが、 

運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益から生じ

た利益については、経営努力により生じたものとする。 

中期計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的に行ったために費用が減尐した

場合には、その結果発生したものについては、原則として経営努力によるものとする。 

その他、法人は行うべき事業を行ったことを立証し、剰余金につきましては原則として

経営努力として認定するということになっております。 

財務諸表及び剰余金の繰越に関するご議論につきましては、次回の委員会でお願いした

いと思っております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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（松岡委員長） 

ただいま、事務局から資料の説明がありました。 

 内容の詳細につきましての審議は、次回の評価委員会で行いたいと思います。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が、

事務局、何かございませんか？ 

 

（山内大学支援担当課長） 

 この間の大学の取組について、資料を机上に配布しておりますので、この場を借りまし

て大学より説明をさせていただければと存じます。 

 

（西澤理事長兼学長） 

 最後のビラのまとめでございますが、「キャンパスのこれから」という展示がござい

まして、本学では、様々な施設整備を行っておりまして、その内容を学術総合センターの

ロビーに展示しております。10 月から旧図書館を改築して開設する学生サポートセンタ

ーを皮切りに、JR 杉本町駅東口設置に伴う本学北側の新たな学内通学経路の整備、そし

て最も大きなプロジェクトとして共同実験施設を伴う理系学舎の整備を進めております。 

こういった新たな施設整備に加え、懸案となっております学舎の耐震工事も計画的に実

施し、安全快適なキャンパスづくりを進めてまいりたいと考えております。 

 

また、このＪＲ杉本町駅東口設置に伴う学内通学路につきましては、まだ仮称ですが

｢南部ストリート｣と名付けたいと考えております。これは、本学で 2008 年にノーベル物

理学賞を受賞された、元本学教授の南部陽一郎先生に対しまして、特別栄誉教授の第１号

として称号を授与させていただきましたが、その贈呈式において、お名前を頂くことを快

く了承して頂いたことによるものでございます。 

 「キャンパスのこれから」の展示は、この建物、学情センター1 階のロビーでおこなっ

ておりますので、お帰りの際ご覧いただきますようご案内いたします。 

 

次に、震災後の取組みであります。３月１１日に未曽有の東日本大震災が発生しました。

本学ではいち早く被災地が出身地である学生の被災状況を確認するとともに、全学的な支

援体制を作り、DMAT 派遣、義援金募集や被災学生への支援策や、さらには学生のボラン

ティア派遣につきましても積極的に全学をあげて取り組んでおり、既に第１次の学生ボラ

ンティア派遣が終了し、先日第２次の派遣を行ない今朝無事帰着したところでございます。

今後、９月に第３次の学生ボランティアの派遣を予定しております。 

また、震災を機に「震災を考える日」の取組みを継続して実施しております。6 月 2 日、

第 1 回「震災を考える日」として、杉本キャンパスにおいて、全教職員および学生、また

学術情報総合センターに来られた市民の方なども含め約 4,000 人が参加した大規模な防

火・防災総合訓練を実施いたしました。この訓練終了後には、地域防災フォーラムを住吉

区と共催で開催し、本学教員や学生がパネラーとして参画し、防災に関して地域の方々と

意見交換を行いました。 

第 2 回は、8 月 5 日に理学研究科教員により「超巨大地震、東日本大震災緊急報告」と

して詳細な現地調査に基づく津波の被害報告等の講演を行ないました。また、第 3 回とし
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て 8 月 24 日にはこれも理学部教員により、放射能汚染の問題に着目し「シーベルトやベ

クレルをどう読むか」というテーマで講演を行なうこととしております。さらに 9 月には

第４回を「市大中之島講座」として岩手県立大学から講師をお招きし、「いのち・すま

い・まちを守るために」という内容で講演やパネルディスカッションを計画しております。 

今後とも、震災を考える取り組みを継続して実施していくことにより、学内において高

まりつつある防災意識を、より前向きに根付かせるように努めてまいりたいと考えており

ます。 

 

最後に、大阪市立の博物館等との連携についてでございますが、本学は、今年３月に大

阪市博物館協会と包括連携協定を締結いたしました。それを記念いたしまして「近代大阪

のまち・ひと・くらし」をテーマに連続講座を予定しております。 

同協会とは、こういった講座等の共同実施や、研究者の交流だけでなく、学生や教員が

学生証などを提示するだけで博物館等を利用できる「キャンパスメンバーズ制度」など、

様々な形で連携を深めてまいりたいと考えております。 

最近の取組みについては以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

 どうもありがとうございました。 

 長時間にわたりありがとうございました。これで終わりたいと思います。 


