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平成23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11月１日（火）午後１時～午後３時 

場 所：大阪市役所 Ｐ１階 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、松岡委員長 

【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】 

宮野理事兼副学長、浅井大学運営本部長、 

赤井経営戦略担当課長、川上医学部・附属病院運営本部庶務課長 ほか 

 

○開会 

（上田部長） 

本日はお忙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４回大阪市公立大学法人評価委員会を開催させて

いただきたいと思います。 

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） 

 それでは始めます。 

 本日はお忙しいところお集まり頂き、ありがとうございます。本日は、法人

から宮野副学長にご臨席頂いております。よろしくお願いします。 

本日ご議論いただく議題は、公立大学法人大阪市立大学第二期中期計画（素

案）について、でございます。 

 また、開催案内では「その他」としておりましたが、来年度の評価業務につ

きまして、後ほど事務局から説明をお願いします。 

 第二期中期計画（素案）の検討について90分程度、残り30分程度で来年度の

評価業務などについて取り扱う予定です。 

それでは議題に入る前に、第二期中期目標につきまして、９月６日開催の評

価委員会以降の経過について、事務局からご説明をお願いします。 

 

（山内課長） 

それではご説明いたします。 
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資料33ページ、参考資料１としております資料をご覧ください。 

公立大学法人大阪市立大学第二期中期目標につきましては、去る９月６日開

催の評価委員会におきまして、若干の修正を行ったうえで、それを原案とし、

「原案どおり定めることが適当である」とのご意見を頂きました。 

まず、その修正部分をご報告いたします。 

評価委員会でご指摘いただいておりました箇所は、次の３点でございます。 

１点目は、資料36ページ“（３）研究の推進体制”の“イ 研究活動の公表”

でございますが、当初、今の文言に加え、『研究の推進に資する外部資金獲得

を推進する』ことも記載しておりましたが、これを削除しております。外部資

金獲得につきましては、39ページの“第４ 財務内容の改善に関する目標”に

おきまして、“１ 外部資金の確保”において取り組むこととしていることと

重複するためです。 

２点目は、資料36ページ“（１）地域貢献”の“ア シンクタンク機能の発

揮等”におきまして、当初『地域住民のニーズに応じた活動を行うための、地

域と大学との橋渡しとなる人材を配置し』としておりましたが、地域と大学と

の橋渡しとなる人材の配置について、削除しております。これにつきましては、

委員会において、より具体的な取組が混在していることについて指摘を頂いた

ことを受けての修正でございます。 

３点目は、資料38ページ“第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標”

の“１ 組織運営”の“（２）組織の一体的運営の推進”におきまして、修正

前の文章では、項目タイトルの「一体的運営」が明確に表現されていませんで

したので、『一体感のある』という文言を加えております。 

これらの修正を踏まえたうえで、委員長にもご確認いただき、議会上程に際

しての「原案」といたしました。 

次に、議案として上程する際に、文章表現をより分かりやすくした点や可読

性の向上のため主語を加えるなど、文章自体の修正は広範囲に実施しておりま

すが、基本的には、原案における各項目の趣旨や考え方を変更する部分はござ

いません。 

本中期目標は、去る10月25日の市会本会議におきまして、可決いただき、地

方独立行政法人法の規定に基づき、10月27日付けで法人へ指示いたしておりま

す。 

公立大学法人大阪市立大学第二期中期目標の説明は、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。 

第二期中期目標については、若干の文章表現の修正はあったようでござい

ますが、原案どおり議決いただいたとのことです。 
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法人へも、第二期中期目標を正式に指示したということですが、これを踏

まえて策定されることになる、第二期中期計画につきまして、本日は（素案）

として、附属説明資料と共に法人から提出いただいておりますので、その議

論に入ってまいります。 

事務局からは、あらかじめ資料の送付を頂いておりますが、まずは、資料

１－１の素案と、資料１－２の付属資料につきまして、法人よりご説明をお

願いし、その後、ある程度項目を区切って、議論してまいりたいと思います。 

それでは、資料の説明をお願いします。 

 

（赤井課長） 

 それでは、私のほうからご説明させて頂きます。 

 まず、資料のご説明に入ります前に、中期計画の策定の経過について尐し説

明させていただきます。 

 中期目標を受けてから計画を作るというのが、本来の流れでありますが、一

体感のある目標の計画ということで、私どもとしましては、昨年７月に教育・

研究・社会貢献・附属病院・業務運営の分野に分けまして、検討ワーキングを

設置して、特に重点事項を中心に検討を始めてまいりました。 

 また、近未来の本学を取り巻く社会・経済情勢を社会情勢分析プロジェクト

あるいは、高校・学生に意見を求めるアンケート等により、本学の姿を多面的

に分析する市大分析プロジェクトといったものを並行して行ってまいりました。 

 今年４月には、そういったことを踏まえまして、学長以下、役員、各研究課

科長、課長級以上の職員による、中期計画検討会議を設置いたしまして、月１

回の会議を開催し、中期計画（案）の検討や中期目標（案）への意見集約を行

ってまいりました。 

 中期計画（案）につきましては、７月にたたき台を各部局に示して以降、各

学部・教授会の意見集約や、反映等その過程を繰り返しまして、10 月の検討会

議で大学素案としてまとめたものが現在お示ししたものでございます。 

 そういったことを踏まえまして、項目について主な項目のみ簡単に説明させ

て頂きます。 

 資料１ページから始まっていますが、まず教育についてですが、番号の１番

をご覧ください。入試広報の項目ですが、優秀な学生を確保する為の入試広報

を展開していく体制のことを触れております。 

 ３番では、留学生像の調査分析による留学生受け入れ計画の策定を記入して

おります。 

 ４番では、教育成果の見える化を促進する為に、ポリシーの策定を掲げてお

ります。 

 ７番では、社会人教育の中心を担っていきます大学院の在り方を全学的視野
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から検討していくことを記載しております。 

 次のページにいきまして 11番でございます。 

 11 番では、創造都市研究科を始めとした各研究科における地域の活性化を担

う高度専門社会人の育成を記載しております。 

 次に 12番では、特に高大連携の促進ということで、入試戦略だけでなく、教

育、一貫した人材育成の視点からの連携の充実を掲げております。 

 14 番では、主要戦略でありますグローバル人材を育成するコースの設定を記

載しております。 

 ３ページに移って頂きまして、20 番では、社会が求める人材育成に対し、本

学の教育を変革に対応していく観点から、教育推進本部と法人の経営部門との

連携強化について記載しております。 

 次に 22 番ですが、今年 10 月に新たに設置いたしました学生サポートセンタ

ーの検証と学生支援の充実について記載しております。 

 23 番では、国際化の拠点として、留学相談窓口の設置等、学生の海外留学へ

の支援の実施を記載しております。 

 24 番では、学生の経済的支援制度を見直しまして、本学の設置理念や人材育

成の目標に即した学生の経済的支援の充実を記載しております。 

 26 番では、本学でもいろいろ問題になっていますが、学生のメンタルヘルス

対策ということで、特に学生だけでなく教員の対応方法等への支援も含めた総

合的なメンタルヘルス対策の充実を記載しております。 

 次のページに移りまして、27 番でございますが、学部におけるきめ細かな学

習支援等を行い、現在進めております「ＯＣＵキャリア・デザイン・システム」

の教育指導の活用を記載しております。 

 以上が、教育に関する主な事項でございます。 

 次に研究分野に移りまして、28番でございます。 

 これは、本学の特に集中して取り組む都市科学研究ということで、重点的な

研究項目をあげておりまして、都市防災・次世代エネルギー・健康科学など具

体的な名称を掲げて、それを重点的に取り組むことを記載しております。 

 31 番では、国際化戦略の一環として、内外の研究者が日々集う国際研究交流

拠点の形成や、国際交流を円滑に行う為の環境整備を記載しております。 

 32 番では、戦略的研究経費これは既に大学でもありますが、さらなる活性化

を目指しまして、新たな再活用を目指し記載しております。 

 33 番では、若手研究者の支援や男女共同参画の理念により、働きやすい環境

改善の実施や、女性研究者の充実も含めてここの項目で記載しております。 

 続いて社会貢献の項目ですが、36 番では、シンクタンク機能の充実というこ

とで、拠点を作り、シンクタンク窓口を一本化することで明確な発信力をもっ

て、大学のプレゼンスを高めていきたいと考えております。 
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 40 番では、現在各部署で実施しております公開講座につきまして、集約と整

理を行い、重複している部分は整理し、市民大学として効果的な情報発信をし

ていきたいと考えております。 

 次に 43番ですが、東日本大震災を機に、災害時における地域での役割が大学

にも求められていますので、災害時等における区役所・地域との連携強化を記

載しております。 

 次のページに移りまして、46 番でございますが、ここでは、地域連携センタ

ーと書いてありますが、シンクタンク拠点や公開講座の集約、あるいは高大連

携の集約化を図る為、新たに「（仮称）地域連携センター」を考えております。 

 続いて産学連携の項目ですが、47 番では、次世代エネルギー等の光合成の関

係ですが、こういった先端的な分野での産学連携の充実による産業の発展に貢

献することを記載しております。 

 50 番では、大阪の特徴である第三次産業を中心とした中小企業との産学連携

による地域の活性化について記載しております。 

 続きまして、52 番では、国際化につきましては、中期目標でも再掲されてお

りますけども、ここでは特に国際センターによる総合的な取り組みを推進する

ことを改めて記載しております。 

 次に附属病院の関連項目ですが、56 番では、高度専門的な国際性豊かな医療

人の育成について記載しております。 

 57 番では、これも大震災を機に着目されております危機対応能力を備えた医

師の育成について記載しております。 

 58 番では、病院の資源を活用した健康相談等、新たな市民へのヘルスケアサ

ービスの展開を考えております。 

 60 番では、病院経営の安定化・効率化を図る為に、病床利用率の向上等数値

目標を掲げて記載しております。 

 次に業務運営の分野ですが、62 番では、学内情報の集約や各部局との情報共

有や、運営方針の共通理解を踏まえた大学の一体的運営ということを記載して

おります。 

 63 番では、総合大学としての垣根の越えた横断的な教育・研究体制、あるい

はそういった体制の支援について記載しております。 

 67 番では、人事制度の関係でございますが、特に教員制度やキャリアスタッ

フ制度の改善によって職員力を高めていく取り組みを記載しております。 

 69 番では、公立大学法人は法によって様々な制約がございますが、設立団体

の大阪市や他の公立大学法人と連携した取り組みを推進するといったことを記

載しております。 

 次のページに移りまして、ここからは外部資金の話になりますが、70番では、

研究系の外部資金や運営補助資金等の獲得について目標数値を掲げて記載して
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おります。 

 73 番では、設備の改善による継続した省エネの取り組み、あるいは再生可能

エネルギーの活用について記載しております。 

 75 番では、教員活動評価の定期的な実施や内容の検証、あるいは活用の促進

といったことを記載しております。 

 78 番では、広報戦略の充実についてですが、学長記者懇談会等による戦略的

な活動について記載しております。 

 79 番では、ホームページの大幅な改善についてですが、特に多様なステーク

ホルダーに応じたコンテンツの充実等を記載しております。 

 最後のページになりますが、83 番では耐震化の推進ということで、本学は耐

震化が遅れているというご指摘もありますので、計画的な耐震改修の実施につ

いて記載しております。 

 安全対策の関連が続いておりますが、84 番では、国際化の一環として、外国

人研究者や留学生向けのマニュアルの作成や、国際交流にかかる危機管理体制

の構築について記載しております。 

 86 番では、学生や指導責任者である教職員を含めた総合的な安全衛生管理の

再構築について記載しております。 

 88番では、大学をとりまく保護者、卒業生といったところと連携し、「（仮称）

市大サポーター制度」作っていくことを記載しております。 

 最後に 89番では、特に中国を中心とした留学生のネットワーク化を推進する

ことを記載しております。 

 以上が、現在検討しております中期計画の素案でございます。 

 以前もお話させて頂いておりました通り、計画の項目数は、現在 216 項目で

すが 89項目に大幅に減らしております。 

 これは、他大学の先例等を踏まえて、特に重点事項を中心に記載させて頂い

たところであります。  

 また、先般の平成 22年度業務実績にかかる評価結果においても述べられてお

りますように、大阪市の市政改革に基づく、運営費交付金の削減の対応により、

今後教員が減尐すると共に、教員の負担が増加している状況もありまして、第

二期においてもさらに厳しい状況も想定される中で、現在の教育・研究の質の

維持、向上していくことが想定されます。様々な分野で、充実・強化を図って

いくのは困難な状況ではありますが、選択と集中という理念により、重点的な

取り組みを中心に大学運営を進めていかないといけないと考えております。 

 こういった観点から、中期計画におきましても、特に重点的に取り組む事項

を具体的に細かく記載に努めており、一方で、その他の平準的に進めていく事

項につきましては、現在の多くの項目を一つの項目に集約して、年度に応じて

具体的な年度計画を立てられるように、比較的抽象的な記載となっており、メ
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リハリのある濃淡のある計画になっているとご理解頂ければと思います。 

 次に資料の１－２でございますが、これまでにも評価委員会の中で説明させ

て頂いてきました「大阪市立大学の使命と行動」「第二期中期計画重点プロジェ

クト」を簡潔に取りまとめたものでございます。 

 中期計画を越えて６年から 10年間の本学の方向性を示した資料でございます。 

 ここに示したことが、中期計画に反映されていることで、中期計画の補足資

料として、中期計画と合わせて公表していきたいと思います。 

 先ほど尐し説明が漏れていましたが、資料１－１の表の中に評価指標等（例）

の欄がありますが、この考え方について説明させて頂きます。 

 評価指標等というのは、今後年度計画を作るにあたって、本学がその年度の

達成水準を数値化できないかということで、ここに例として示しております評

価指標を年度評価の中で出来るだけ記載するようにし、評価の参考にして頂け

ればと思います。 

それでは、資料１－２について説明させて頂きます。 

まず、最初のページは中期計画について簡単に説明を記載させて頂き、続い

て目次を記載させて頂いております。 

初めに、市立大学の使命と戦略ということで、使命と戦略について記載させ

て頂いております。 

資料の 14ページに「市大の使命とは」とありますが、これまでもご説明させ

て頂いておりましたが、市大の使命は２つの観点から触れております。 

１つ目は、人材育成ということで、広く社会が求める人材を育成していき、

特に市立大学という所を活かしまして、大阪市や関西の社会をリードし、地域

で活躍する人材を育てるということ、具体的にはグローバル人材の育成であっ

たり、専攻分野の専門性だけでなく、幅広い教養を身につけ、積極的に社会を

支え、改善していく資質を有する 21世紀型市民を育成していくことが１つ目の

使命としております。 

２つ目は、研究や地域貢献の分野につきまして、「大阪市」を核とした「関西

圏」を視野に入れ、都市の施策や地域の活性化に貢献していくといった、シン

クタンク機能、あるいは都市科学研究の推進が市大の使命と考えております。 

一方でそういったことを進めるにあたり、大学としての特徴を出していく必

要があることを 15ページに記載させて頂いております。 

現在の市大の特徴を３つあげております。１つ目は、密に連携し総合力の高

いコンパクトユニバーシティであり、杉本地区の比較的小さなエリアに８学部

10 研究科の研究者・学生が密集しており、他の研究者同志の交流・学生同士の

交流が活発でありそういった特徴がございます。 

２つ目は、尐人数教育であり、非常に教育と学生の近い関係であり、学生の

顔が見える教育を進めているのが特徴であります。 
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３つ目は、都市を学問創造の場ととらえると記載がありますが、これは大学

の原点でもありまして、都市の様々な課題を研究しているということが特徴で

あります。 

そういった３つの特徴が今求められている人材育成、あるいは地域貢献に関

して非常に有効であることを触れております。 

そのような使命を果たす為に３つの重点戦略を掲げております。 

１つ目は大阪市のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究であったり、

２つ目は専門性の高い社会人の育成、現在社会人の方をさらにスキルアップさ

せる考えと、専門性の高い社会人を育成していく考えと２つの視点から育成す

るということです。３つ目の国際力の強化につきましては、大阪市が国際都市

として発展していく為に、大阪市立大学がその拠点として発展していくことを

目指して戦略に掲げております。こういった２つの使命に対して、３つの戦略

を掲げ、その３つの戦略を担う主な取り組みを次のページから記載しておりま

す。 

具体的には、９つの戦略を掲げております。教育・研究・社会貢献の分野に

おいて、それぞれ３つずつの具体戦略を掲げております。 

教育においては、グローバル人材の育成、市立中学・高校との教育の連携強

化、大学院教育の充実を掲げており、これがそれぞれ国際化の強化や社会人の

育成に関連した形で重点的に取り組みたい課題と考えております。 

研究においては、特に、理系と文系の垣根を越えた「都市科学」研究で、重

点的に取り組む「都市科学」研究のテーマとして、先ほどご説明いたしました

「都市型次世代エネルギー研究」「都市防災研究」「都市の健康科学研究」を掲

げております。 

次のページに移りまして、研究分野の他の２つの戦略ですが、戦略的研究経

費の再構築では、現在制度的にございますが、それをより大学の方向性に沿っ

た形で重点的に予算配分することで、大学の方針と一体的な研究を推進を図っ

ていきたいと考えております。また、国際研究交流ネットワークの拠点化では、

現在あります「都市研究プラザ」「都市文化研究センター」等を拠点としてさら

に充実、あるいは若手研究者の国際交流の活性化を図っていきたいと考えてお

ります。 

社会貢献につきましては、こちらも先ほどご説明いたしましたが、地域連携

センターとシンクタンク窓口の設置、公開講座の一元化による「市民大学」の

設置、先端的研究分野での産学連携・地域にねざした産学連携等の二つの方向

での産学連携の充実といった３つの戦略を掲げております。 

以上のことを進めていくにあたり、22 ページにありますようにそういった戦

略を分かりやすく、また効果的に進めていく為に２つの点を挙げております。 

ひとつは、戦略に沿った一体的な大学運営、もうひとつは、大学情報を集約
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しステークホルダーに応じた的確な発信を行い、大学広報室を中心とした戦略

的広報により、大学の見える化を図ると言うことです。 

 次に 23ページ、24ページにはそういった戦略を支えていくバックヤード業務

として、６つの経営改革を掲げ、安定して業務を進めていく為にも改革を掲げ

ております。 

 ６つの経営改革を掲げておりますが、より一体感のある効率的な運営推進で

あったり、組織を支え活性化させる大学人の育成では特に、現在多くの職員が

大阪市に戻り、職員力が低下している状況を尐しでも改善して専門性の高い職

員を育成していきたいと考えております。 

 総合大学のメリットを活かした効果的な教育研究体制では、各研究分野の枠

を超えた、新たな教育体制の構築を表しております。 

 教育研究の質を維持する安定的な財政基盤では、特にこの夏から東京に拠点

を設け、それを活用し外部資金を獲得していくこと。また、管理経費の継続的

な節減を図っていくことを考えております。 

 自律した法人としての運営力強化では、公立大学法人の制約撤廃への取組み

や、保護者・卒業生等との連携強化について掲げております。 

 「安心」して教育研究活動を推進できる「安全」な大学づくりでは、耐震改

修の実施や、防災組織の構築を掲げております。 

 以上のような、経営改革を進めることによって、次のページの 10年後の市大

の姿となっていますが、26ページ 27ページにその流れをまとめたものを記載し

ております。ご参考にしていただきたいのですが、安定的で自律した経営基盤

の形成をしながら、ミッションを果たす為にアクションを起こし、プロジェク

トを推進することによって、10年後の市大の姿として２つの項目を 27ページの

下に記載しております。ここに記載している内容は、中期目標の前文に記載さ

れている内容となっております。 

 それを踏まえまして、28 ページですが、第二期をステップとして、更なる高

みへとして、さらに市立大学が目指す姿を理想像として掲げております。日本・

アジアはもとより世界に広がる大阪市立大学であったり、日本の経済発展を支

え、人類の幸福を追求する大阪市立大学であったり、新しい「知識基盤社会」

を牽引する開かれた大阪市立大学であるように目指していきたいと考えており

ます。 

 以上でございますが、本日の意見、あるいは来週学内で経営審議会を開催す

る予定となっており、そこでの意見等を踏まえまして、出来れば 11月中には取

りまとめて大学案として、大阪市へ提出していきたいと考えております。 

 また、計画には６年間の資金計画を添付することになっていますが、予算の

関係でありますので、大阪市において財政局との調整を重ねており、11 月の提

出の際には、大学案として添付させて頂く予定です。 
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 説明については、以上でございます。よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

はい。どうもありがとうございました。 

資料１－１，１－２に基づいてご説明頂きました。 

計画については、全体で89項目ございますので、区切って議論してまいりた

いと思います。 

議論するポイントとしましては、中期目標を達成するための計画として、内

容や項目が十分かどうかという点と、計画の達成状況を表す指標として選択さ

れているもので十分かどうかという点を中心に、おおまかに、１番から35番が

教育・研究、36番から60番が地域貢献・産学連携・附属病院、61番から89番が

法人運営関係（最後まで）の、３のカテゴリーに区切って、議論したいと思い

ます。 

次の委員会は２月を予定しておりますが、その際にこの点についての意見を

委員会として言うということですね。 

 

（山内課長） 

 はい。最終的に中期計画として妥当かどうかをご判断頂く形になります。 

 

（松岡委員長） 

 委員会としては、２月に意見を述べる形となり、そこに至るまでに本日ご意

見・ご質問等を頂きたいと思います。 

それでは、まず、項目数ですが、216項目から89項目に減らされていますが、

どういった点を減らされているかご説明お願いします。 

 

（赤井課長） 

 どの分野を圧縮したという事ではなく、各分野をそれぞれ同じように圧縮し

ている形になっております。 

 

（松岡委員長） 

それではまず、教育・研究についていかがでしょうか。 

 

（堀委員） 

 28 番の人工光合成の関係ですが、人工光合成のキーワードが上がっており、

人工光合成のメカニズムを発見しそれを発展していくということですが、光を

当てないで生体エネルギー産物を造ろうという様な試みなのか、太陽電池を改

良する様なものを考えておられるのか、人工光合成のキーワードだけで、実態
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が分からないです。本当にこれを中期計画の中に書かれて進めていくのであれ

ば、何をどこまでどう進めていくか教えて頂きたいです。 

 

（楠本委員） 

 前回の記載からは尐し薄くなっている気がします。前回は３本柱の１つのよ

うに記載されていた気がしますが、具体的に成果が出るのか懸念しておりまし

た。どういったものをイメージされておられるのかお聞きしたいです。実際研

究をされている方にお聞きしないと分からないかもしれませんが。 

 

（松岡委員長） 

 どなたか分かる方、分かる範囲でご説明お願いします。 

 

（宮野副学長） 

 私も直接専門分野ではありませんので、具体的に説明するのは難しいですが、

今ご指摘頂きましたように、比較的短期に成果が出るテーマではありませんが、 

今般の東日本大震災において原子力エネルギーの問題が出ている中で、それに

代わるひとつの新しいエネルギー資源として、ソーラーパネルを作るというこ

とではなく、太陽エネルギーを有効利用し、メタノール生成や食糧難にも対応

できるような、やや幅広い視野を持った新しい研究テーマといった形で位置づ

けをしております。  

 「Nature」に論文が掲載され、世界的トップの業績を持って進めているとい

うことで、大阪市からも設備等に対するご支援を頂いておりまして、重点項目

の中でも力を入れて今後進めていきたいと考えております。 

  

（堀委員） 

 今後チャンスがあればどういう計画か聞かせて欲しいです。５年間の計画で

はなくても構いませんが、大略の方向性と達成スケジュールをお示し頂きたい

と思います。尐し言葉だけが先行している気がします。 

 評価となった時に、どこまでいったら計画が達成できたのか判断が困る可能

性があります。 

 

（楠本委員） 

 私も全く同じ感じを持ちました。 

 

（山内課長） 

 尐し大阪市側からご説明させて頂きます。 

 ９月の補正予算の際に、人工光合成の研究開発拠点整備費として約９億近い
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予算で産学連携施設の建設支援をさせて頂くこととなりました。 

 平成 25年度に稼働することを目指して、今現在設計準備に入っております。 

 研究としましては、尐しスパンが長いですが、2030 年度を目指して、メタノ

ール系のアルコール燃料を開発する目途となっております。 

 大学だけで出来るものではございませんので、パナソニック、日立造船等の

大企業と産学連携協定を結ぶ準備をしているところでございます。その研究機

関や、その他いくつかの企業と連携協定を結びまして、最終的にはメタノール

燃料を開発する予定です。目途としましては、平成 27年度に一定の人工光合成

の装置を開発することとし、この中期計画期間中ではこの研究開発が行われま

す。 

 それに対しまして、大阪市がエネルギー問題を解決する為に有効な研究だと

いうことで、支援を決定した経過がございます。 

 

（楠本委員） 

 大体イメージが分かりました。工学的な応用により、二酸化炭素からメタノ

ールを作り燃料を作るということで、具体的に企業も入られて実施することで

あれば安心しました。 

 最初にきっかけとなった、「Nature」に掲載されたのは、たんぱく質の構造に

ついてですので、植物の中で何が起こっているかを明白にされたことで、そこ

から具体的にどう進めていくかを堀先生と心配していました。 

 そういった綿密に練られた計画であれば、安心いたしました。 

 

（松岡委員長） 

 そうしますと、今言ったようなことが、評価指標や達成水準として年度計画

に入ってきそうですか。どこまで書くかどうかはあると思いますが。 

 

（赤井課長） 

 今出していますのは、中期計画の素案でありますので、今の中期計画には達

成水準の欄がありますが、これは当初はなかったのですが、３年後くらいから

評価をする際の指標としまして、達成水準を記載させて頂いております。 

 今回他の項目もすべてそうですが、中期計画としてどこまでの達成水準にす

るといった点がありますが、それが全部書けるかというとそれは難しい項目が

ありますので、書ける分野、特に重点項目については、６年間でしようとする

ゴールまで明確にしたうえで示す必要があると思います。 

重点事項につきましては、そういった中期計画の中で達成水準を何らかの形

で、この評価委員会でお示しさせて頂くことになります。 

 重点項目以外の項目については、年度計画の中でそれぞれの年度で達成水準
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を決めてそれぞれ記載することになります。その際参考となるのは、ひとつ定

量化という意味では、数値化できる指標等を活用することが有効ではないかと

考えております。 

 

（松岡委員長） 

 はい。ありがとうございます。 

 他に教育・研究のところで何かありませんでしょうか。 

 

（片山委員） 

 事項というところを見ていて、事項の数が多い尐ないということよりも、ど

ういったレベル感を持って書いておられるのかが気になりました。機能・取組

みについて書かれている事項もあれば、具体的な組織の名前が挙げられている

事項もありまして、例えばシンクタンクであれば機能ですよね、学生の経済的

な支援は取組みですよね。一方、学生サポートセンター、都市研究プラザ等は

組織名が記載されていたり、どういった基準でこの事項の記載を決められてい

るかを教えて頂きたいです。 

 

（赤井課長） 

 事項が先に作られたのではなく、まず文案を作りそれに沿った事項を記載し

ております。項目の中には、施設名が書かれたものもあれば、取組み名が書か

れたものもありますが、施設名が書かれたものにつきましては、それぞれの施

設においての充実や今後６年間でどこまで進んでいくか等、具体的な取組みを

挙げたものであり、それ以外の事業名で書かれたものにつきましては、全学的

に検討した内容として書いたもので、そういった意味では事項だけを見ますと

混在している状況になっています。 

 

（松岡委員長） 

 キーワードで書かれたということであれば、イメージが湧きやすいですね。 

 

（岡野委員） 

 尐し教えて頂きたいのですが、34番 35番の項目で、中期目標の欄に研究活動

の公表を積極的に促進し、活動内容について外部評価を受けると記載がありま

すが、これは大学組織の評価以外に研究活動内容について外部評価を受けられ

ることですか。 

 それから、７番の大学院教育・８番の若手研究者養成等についてですが、中

期計画素案のところに大学院教育の環境整備として学位取得後のキャリアパス

形成支援の記載がありますが、評価指標のところに学位を取得した人数を参考
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指標として記載してはどうでしょうか。あるいは、別の所で公表されていらっ

しゃるのか教えて頂きたいです。 

 

（宮野副学長） 

 最初のご質問で、34 番 35 番関連の外部評価ですが、直接的には 35 番に関連

しますが、戦略的研究経費といった学内での競争研究経費の配分システムがご

ざいます。これまで内部での審査はやってきておりまして、例えば５年間の継

続であれば始めから５年間認めるのではなく、毎年評価を行い、継続を認めて

きております。その評価をより公平にするということと、第二期の中期計画で

は戦略的研究経費のあり方そのものも検討し直そうということで、より学長の

リーダーシップのもとで大学全体として有効な研究テーマを育てていくという

視点で、再構築をしたいと考えています。その場合、学内の評価だけではなく、

外部の評価も受けるべきではないかといった考え方のもとで、この方針を立て

ております。 

 ７番８番のところで、キャリアパス形成支援とはこの項目にもあります通り、 

若手研究者の支援の充実の方向として、国などもオーバードクターが正規の教

員になるまでの過程について色々な支援プログラムを用意しておりまして、そ

ういった流れの中で本学としても、キャリアパス形成支援の為の外部資金を取

得してきております。若手研究者支援というのもありますし、特に海外展開で

言いますと、今年度も２件獲得しました若手研究者を海外へ派遣する外部資金

等、そういった外部資金を獲得しつつ、学内での若手研究者の支援のシステム

を根付かせて行きたいということをここでは狙っています。 

 

（岡野委員） 

 そうしますと、学位取得者数というのはここで公表してはどうかと思います。

どこかで既に出しておられるのではなければ、出されてもいいのかなと思いま

す。 

 

（宮野副学長）  

 大学評価では、そのような資料はございます。 

 

（楠本委員） 

 先ほどもお話に出ましたが、34番 35番の活動内容の外部評価を受けるとなっ

ていますが、よくいろいろな部局でやっておりますが、委員会を開催して活動

を評価してもらう、そういった活動のことを記載されているのかと思いました。 

今までたくさんの部署でやっておられなかったから、それを広めようという

ような意図があるのかと拝見しておりました。それは、そうではないのですか。 
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（宮野副学長） 

 ここで記載しておりますのは、そういったことではございませんで、本学の

場合、法人化する前後頃から各部局毎にグループ評価を受けておりますので、

それを新たに次の目標として記載しているわけではありません。 

 基本的には、学内での戦略的研究経費の公平な配分を狙ったものであります。 

 

（楠本委員） 

研究活動をまとめて積極的に公表すると、必然的に外部から評価はされます

ので、それでもいいのかと思います。ただ、部局毎に評価委員会を開催すると

なれば負担が大きいので、あまり頻繁にやるものではないと思います。 

これは、外部評価委員会を毎年開催するといったことは記載されていません

ので、積極的に全てやりましょうということではないのですね。 

 

（音田委員） 

 尐し質問ですが、社会人教育の強化のところで、文化人材の育成というのは、

どういった人材を育成していくのですか。大阪の文化資源開発に関わる人材育

成プログラムの実施と履修証明制度の関係が分かりにくかったです。広く言え

ば高度専門社会人に含まれるのかと思うのですが、何か特徴があって特出しさ

れているのでしょうか。  

 また、社会人教育の強化と社会貢献に関する目標の中で、例えば市民への研

究成果の発信、公開講座の実施の使い分けや考え方をお聞きしたいです。 

 もうひとつは 14番で、グローバル人材の育成とありますが、この文章の書き

方が尐し分かりにくくて、全学共通教育、専門教育、大学院教育の各分野にお

いて英語等を使用した授業を拡大とありますが、これを読んでいると、グロー

バル人材を育成するコースが学部それぞれにあるのかとも読み取れます。 

 もし「各学部等にすべてにおいて」が前半部分にかかるのであれば、グロー

バル人材育成コースというのは、一体どういう形でどのように設けているのか

疑問に思いました。 

 

（赤井課長） 

 まず１点目でございますが、10 番に書かせて頂いております文化人材の育成

については、大阪市の成長戦略にも大学からこういったことを反映して頂くよ

う依頼したところ、反映頂いている内容でして、観光都市大阪を引っ張ってい

く、そういう人材を育成するといったことで、平たく言えば大阪のツアーコン

ダクターの様な、特に外国語のできるツアーコンダクターを養成していく様な

コースを作っていくことをベースに、現計画からは懸案事項になっています履



16 

 

修証明制度へ発展させていくことが 10番の考え方です。成長戦略に掲載されて

いる事項でありますので、ひとつの項目として記載しております。 

 

（松岡委員長） 

 大学院の教育の過程としてされるのですか。 

 

（赤井課長） 

 学部で行います。 

 それから、もうひとつの公開講座との関係でございますが、40 番に示してお

ります公開講座につきましては、これは新たに何かをしていくといった観点で

はなく、現在いろいろな部署でされている講座、例えば医学部であれば市民医

学講座、理学部であれば理学部植物園で講座を開催していますが、そういった

情報が集約化されていない、つまり大学として全体把握ができていない点があ

りますので、まずそういった情報を一元化することにより重複した講座の整理

を図ってスリム化し、市民大学として効果的な情報発信を行うことにより、大

学として市民に分かりやすい様に発信していきたいと考えております。 

 もう１点のグローバル人材の育成ですが、ご指摘通り前半と後半で分けた内

容となっておりまして、前半部分では、現在大学で行っていますそれぞれの教

育場面、全学共通教育・大学院教育等様々な場面において英語等を使用した授

業の拡充を図ることを目的としています。後半部分では、グローバル人材を育

成する専門のコースを全学的にひとつ設けることにより、どの学部の学生もそ

のコースを選択できるような形にして、グローバル人材の育成の為の専門コー

スを設定していくことで現在検討しています。 

 

（松岡委員長） 

 それでは、次に社会貢献・地域貢献・附属病院等についてご議論頂きたいと

思います。 

 いかがでしょうか。 

 附属病院については、尐し抽象的であり、評価指標等の欄もブランクが多い

感じがします。その点については、いかがでしょうか。 

 

（川上課長） 

 病院にかかる中期計画については、第一期の中期計画では 14項目あり今回８

項目となりました。他大学においては、阪大・神戸大学では６項目、東大では

３項目となっており、非常に項目が限られている中で、どれくらいメリハリを

出していくかということになります。 

 本院の場合、30 を超える診療科がございまして、看護部や薬剤部等病院の中
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枢部門と言われる部署が 20 部署あり、合計 50 を超える組織がございます。そ

の中で、すべての組織が中期計画をもとに病院の運営に関わっていける様な形

で、今回８つの中期計画を挙げた中では、全組織が取り組むべき項目と市大病

院の特性を出しての取組み項目を分けて考えていこうということで、作成しま

した。全組織が取り組めることが可能な計画としては、53番の医療機能の充実、

55番の患者サービスの向上、56番の高度専門的な医療人の育成、59番の医療連

携を想定しています。これは、全組織に共通する事項でありますので、表現が

若干包括的にならざるを得ないことがあります。 

 市大病院の特色を出す部分として、具体的に踏み込んだ項目として、54 番の

専門医療ですが、市大病院の場合、国や地方公共団体から連携拠点病院の指定

等様々な指定を受けていますが、がん診療拠点病院としても指定を受けており、

市民のがんに対する意識も高まってきており、第二期中期計画の中では、がん

診療拠点病院としての体制強化に力を入れていくということで、がん診療につ

いて特筆しております。 

 57 番の危機対応能力を備えた医師の育成についてですが、こちらについては

大きく２点あり、１点目は東日本大震災に伴って、災害での救急医療で本院も

大阪府において災害拠点病院として定められており、これに積極的に寄与でき

る様に危機対応能力を備えた医師を育成するということです。また、患者の予

期しない病態の悪化や状態の急変に迅速かつ的確に対応するということで、患

者の急変に対して、現在であれば救急の医師の協力を得て対応していますが、

医療事故等を考えた時に多くの医師が危機対応能力を備える必要があると考え

られる為、特筆して記載しております。 

 58番の市民の健康支援では、市民には高度専門医療を主に提供していますが、

予防医学の観点から大学病院として市民の健康づくりに積極的に寄与していく

ために、第二期中期計画の期間中に検診や医療相談など多角的なヘルスケアサ

ービスを提供し、予防医療に踏み込んでいくことで市大病院の特性を活かした

形となっています。 

 病院の全体の組織的な項目と市大病院の特性を活かした項目とメリハリを付

けた計画の策定に努めております。 

 以上でございます。 

 

（堀委員） 

 項目数を減らしておられるということで、特に 53、54、55の中ではがん診療

拠点病院に視点を置いたことは評価できますが、後は全て一般的なことが書か

れているだけで、目標が達成できたかどうかが評価できるような内容がないで

す。 

 実際そこに中期計画として、「何か具体的にやっている」というよりむしろ、
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総論的に薄まってしまったので、項目数を減らすことにより、厳しい言い方を

しますと、「昨日やっていたことをただ今日やっていればよい」という様な形に

なってしまっています。この期間に何を達成するというのが記載されていない

と思います。 

 尐し物足りないと感じます。 

 

（種田委員） 

 経営指標でメリハリを出すという方法もあります。 

 

（川上課長） 

 冒頭に申し上げましたが、54番の専門医療も 53番の医療機能の充実に入って

しまいますが、数多くの診療科が中期計画に基づいてやっていきましょうとい

う部分で、現実は限られた診療科になってくるので、全診療科が中期計画に基

づいていろんな取組みをやっていくという部分で共通的項目や包括的表現にな

らざるを得ないと考えております。 

 

（松岡委員長） 

 いかがでしょうか。 

 

（種田委員） 

 52番の国際センターの項目の表現が尐し分かりにくいと思います。 

 研究等の分野でグローバルといった言葉が入っていく中で、ここは国際セン

ターの組織のことを絞っているのか、この表現だと、どういうイメージか分か

りにくく、評価がしにくいと思います。 

 

（赤井課長） 

 先ほどの病院のところもそうですが、具体的かつ明確な計画もあれば、日々

の業務を書いている計画が混在しているのが実態であります。 

 日々の業務を書いている計画については、これから６年間進めていくうえで、

いろんな具体的な取組みが計画され実行されることが想定されていますので、

そういったことをそれぞれの年度計画に記載し、毎年その判断を頂きたいと考

えております。 

 52 番の国際センターについては、国際センターはひとつの組織でありますの

で、全学的な国際化を集約する部署であります。国際センターは、アクション

プランの様な物を中期計画とは別に作ってそれに沿った形で、全学の国際化を

進めていくＰＤＣＡサイクルを持っておりますので、その辺の進捗をここで見

ながら進めていきたいと思っております。書き方はこういった形になっていま
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すが、内容的にはアクションプランを策定しましたら、それに沿った形のＰＤ

ＣＡサイクルを回す中身をここに記載して、それができているかで評価頂けれ

ばと思います。 

 

（松岡委員長） 

 いかがでしょうか。 

 それでは、次に 61番から 89番の組織運営からご意見ありますでしょうか。 

 

（種田委員） 

 評価指標等を現在空欄になっていますが、今後練り上げていく中で、もっと

記載されるのでしょうか。 

 

（赤井課長） 

 この欄はあくまで、年度計画の中でこういった項目を使って、年度計画の達

成水準を明示する為に使っていきたいという思いで掲載しております。 

 ここが空欄であっても、いい指標があれば記載していきたいですし、指標と

なって数値的なものですが、当然達成水準の中では数値的なものだけではなく、

ひとつのイベントものであったり、事業ものであったり、そういったことが達

成水準となってきます。達成水準のひとつの要素として、評価指標等があると

ご理解頂ければと思います。 

 

（松岡委員長） 

 評価指標等となっていますね。 

 

（赤井課長） 

 はい。そういった意味も含まれます。ここには、現在数値的なものだけ記載

していますが、評価指標等と共に具体的に何をするかという事項を合わせて達

成水準としていくイメージです。 

 

（松岡委員長） 

達成水準を測る為の具体的な視点ということですね。 

 

（赤井課長） 

 はい。そういうことです。 

 何ができれば一定評価出来るといったものを、尐なくとも年度計画にはそれ

ぞれ作りますし、中期計画でも出来るものについては、作っていきたいと思い

ます。 
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（松岡委員長） 

 指標ということだけにこだわると、書けないものもあると思いますので、視

点のようなものを入れて書いて頂くのと、年度計画で具体化するということで

すね。 

 

（赤井課長） 

 はい。年度計画は具体的な数値も入れてイメージ出来るようにしたいと思い

ます。 

 ただ数値的なものは、毎年同じくらいのレベルでやっていても一定評価でき

るものもございますので、その辺は個別に精査する必要があるかと思います。 

 

（松岡委員長） 

 ある程度高い数値までいくと、それが続くことがいいこともあります。 

 

（赤井課長） 

 それと、大学の努力で達成できる数値と、自然に増減するような数値もあり、

そういったものまで評価指標等に入れるのは難しいと思います。 

 ここは、今後検討して行きたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

 今日は、資料１－２についてもご説明頂きましたが、これは補足資料として

用いられるとご説明がありました。その辺についてもう尐しご説明頂ければと

思います。 

 

（赤井課長） 

 どこかの段階で大学として、こういった中期計画を策定しましたということ

で、公表・広報していく予定をしていますが、その時に、中期計画の内容につ

いて、６年間大学がどういったことを目指しているのを分かりやすく説明した

ものが資料１－２の「新・市立大学」像として作成していますので、これを合

わせて附属資料といった形で公表していくことで、より明確な発信ができると

考えております。 

 

（松岡委員長） 

イメージがわきやすくて、非常に良いと思います。 

 

（堀委員） 
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 先ほどの資料１－２の中で、「グローバル人材」は分かるのですが、14ページ

に「21 世紀型市民」という言葉がありますが、どういった意味か教えて頂きた

いです。 

 

（赤井課長） 

 ここでは、これ以上の説明は記載していませんが、「21世紀型市民」という表

現は国が平成 17 年に示しました「我が国の高等教育の長期的な指針」の中で、

これから育成していく人材として「21 世紀型市民」という表現が使われていま

して、定義が「専攻分野の専門性でなく、幅広い教養を身につけ、積極的に社

会を支え、改善していく資質を有する人材」となっています。 

国が平成 30年までを目途としたビジョンとしていますので、それに沿った形

で記載しています。 

具体的には、尐子高齢化社会の中で支えられる人間が非常に多くなり、支え

る人間が尐なくなっていく社会ですので、一人ひとりの人材が力強い人材でな

ければならないといった考えから出てきていると聞いております。 

そういった人材を「21 世紀型市民」と表現し、それが社会が求める人材と考

えております。 

 

（松岡委員長） 

 この中で、「21世紀型市民」の説明にあたる部分はどこになりますか。 

 

（赤井課長） 

 例えば、教育が中心となってきますが、３番の大学院教育の充実の中で、こ

れまで大学院教育は専門性を持った高度化を中心としていましたが、これから

本学は大学院での共通教育を充実させることにより広い視野を持った専門人材

を育成していきたいと考えております。 

 教育全体に関わりますので、こういった方針に沿って教育を進めていきたい

と思います。例えば、中期計画におきましては、他学部履修の充実や副専攻の

検討等実施していきたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

 他によろしいでしょうか。 

それでは、今までの議論を踏まえまして、素案の修正をしていきたいと思い

ます。それから、今日ご意見されなかった内容においても、適宜事務局の方に

ご意見頂けたらと思います。 

それでは、次の議題に移ります。 

開催案内では「その他」としておりましたが、来年度の評価業務についての
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議題としたいと思います。 

来年度、平成24年度は、毎年実施しております、年度評価に加えまして、第

一期中期目標について、つまり、平成18年度から23年度までの６年間の業務実

績についても、評価を行う必要がございます。 

そのために、法人からどういう内容の業務実績報告書を提出していただくか、

来年度の評価スケジュールも含めまして、事務局から資料の説明をお願いしま

す。 

 

（山内課長） 

それではご説明いたします。 

資料29ページ以降の資料２－１、資料２－２、及び参考資料２についてご説

明いたします。 

それでは、資料29ページ、資料２－１をご覧ください。 

地方独立行政法人法では、毎年実施しています「年度評価」に加えて、中期

目標の期間における業務実績評価を実施することとしております。 

今年度末で、第一期中期目標期間が終了しますので、来年度は、23年度計画

の業務実績評価と、第一期中期目標に係る業務実績評価を実施する必要がござ

います。 

実際の評価につきましては、事前評価の際に策定しました、作成要領や評価

要綱を、中期目標期間の終了後に行う評価、という観点から修正を加えること

とし、基本的な考え方や手法については、変えずに実施したいと考えておりま

す。 

また、第一期中期目標の最初の４年間、18年度から21年度分は「事前評価」

として、22年度は今年度に、既に評価を実施しておりますので、これらの評価

結果についても活用してまいりたいと考えております。 

法人から提出される業務実績報告の様式につきましては、事前評価の際の様

式をベースに、左側に中期計画６年間の実績と自己評価、その判断根拠を、右

側に23年度の実績と自己評価、その判断根拠を記載することとしております。 

なお、右側の中期計画６年間の自己評価欄には、平成22年度に実施した事前

評価で確定した評価と、今年度実施しました22年度評価で確定した評価をそれ

ぞれ併記することにしております。 

次のページに移りまして、第一期中期目標終了時の評価における法人自己評

価の判断基準の修正案を示しております。 

事前評価では、中期目標期間の途中ということもあり、残る期間に法人が解

決すべき課題等の明確化を図ること、また、第二期期中期目標等の策定にも活

用する観点から、法人の組織・業務等に関する見直し検討に資する内容とする

こと、について意識した構成としておりましたが、そのままでは法人自己評価
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の判断基準が、中期目標終了後の作業にそぐわない部分がございます。 

ただ、全く判断基準を変えてしまいますと、事前評価を参考にしづらくなる

恐れもございますので、その点に留意したうえで、評価Ⅳは、水準を上回って

達成している状態、評価Ⅲは、ほぼ水準通りに達成している状態、評価Ⅱは、

事前評価では該当項目はございませんでしたが、事前評価後に何らかの課題が

発生した等により、事前評価で示した平成22年度、23年度の取組予定どおりに

進捗しなかった状態、評価Ⅰは、これも事前評価では該当項目はございません

でしたが、計画を実施していない状態、という修正案にしております。 

次に、来年度の評価スケジュールを簡単に記載しております。来年度は、23

年度評価と第一期中期目標終了時の評価を並行して実施したいと考えておりま

す。 

例年、年度評価だけを実施していた年には、法人への意見聴取を含めて２回

開催しておりますが、事前評価を実施した22年度を参考に、最低１回は追加で

開催する必要があると考えております。 

今回は、事前評価や22年度評価を参考にできますので、事前評価を実施した

際に開催しておりました“作業部会”につきましては、来年度は開催しない予

定としております。 

続きまして、資料11ページ、資料１－２をご覧ください。 

年度評価は、「各年度終了時の評価の考え方」や「各年度終了時の評価手順に

ついて」に基づき実施しております。平成23年度評価につきましても、年度評

価の考え方や手順の変更はございませんが、中期計画の最終年度ということで、

法人自己評価の判断基準の一部に、最終年度にそぐわない点がございますので、

最終年度だけ資料の波線下線部分を削除して判断基準とする、という修正案に

しております。 

以上の内容につきまして、ご議論いただき、その結果を資料 41ページに参考

資料２として添付しております、「公立大学法人大阪市立大学平成 21 年度業務

実績報告書及び中期目標期間に係る業務実績報告書作成要領」や「各年度終了

時の評価の考え方」等を修正し、各委員にご確認いただいたうえで、法人へ通

知してまいりたいと考えております。 

資料の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。 

昨年度に、事前評価としまして、平成18年度から21年度までと、残り２年間

の見込みについて、法人から業務実績報告書を提出いただき、平成21年度評価

とあわせて評価業務を行いました。 

基本的には、この時の様式や実施要領に準じて、６年間の中期目標評価も行
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いたいと思いますが、自己評価基準については、中期目標評価も年度評価も若

干修正を行う必要がある、ということで、修正案を出して頂いています。 

評価作業自体は来年度の６月以降になりますが、法人内部の作業指示やとり

まとめ、自己評価作業などに必要な部分ですので、今回評価委員会でご検討い

ただきたい、というものです。 

この点について、ご意見やご質問はございますか。 

 

（松岡委員長） 

よろしいでしょうか。 

それでは、今後のスケジュールについてですが、基本的には来年は３回評価

委員会を開催するということですか。 

 

（山内課長） 

 はい。中期計画の終了時の分もございますので、３回はお願いしたいと考え

ております。 

 

（松岡委員長） 

 あと、ご意見・ご質問はありますでしょうか。 

ないようでしたら、この案をベースに作成要領などを修正して、事務局から

各委員あてにご確認いただき、法人へ通知することとします。 

最後に「その他」として、事務局から何かございますか。 

 

（山内課長） 

はい。 

次の評価委員会でご議論いただきたいことがございますので、今回、事前に

概要をご説明させていただきたいと思います。 

資料49ページ、参考資料３をご覧ください。 

地方独立行政法人法における中期目標期間が終了する前後の手続きとして、

「中期目標期間の終了時の検討」がございます。資料の上段に条文を記載して

おりますが、中期目標期間の終了時に、法人の業務を継続させる必要性、組織

の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づ

き、所要の措置を講ずることとされており、この検討を行うに当たっては、評

価委員会の意見を聴かなければならないとされています。 

この検討につきましては、法人が実施する業務を、引き続き法人が実施すべ

きかどうか、ということも含めた検討を行うことになっておりますので、検討

自体は、中期目標期間が終了する前に実施すべきものと考えております。 

ただし、組織のあり方も含めた法人の業務全般にわたる検討を行う必要があ
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りますので、現中期目標の実績や進捗状況をできるだけ正確に把握したうえで、

検討を行うこととし、時期としましては、事前評価や22年度評価を元に検討を

始め、法人が23年度計画の進捗状況の概要を把握する１月末前後に、適宜法人

と進捗状況の確認や意見交換を行ったうえで、検討案について２月開催の評価

委員会にてご説明のうえ、ご意見をいただき、最終的に３月末までに、地独法

の求める所要の措置について、市として確定させたうえで、法人へ伝えてまい

りたいと考えております。 

記載内容につきましては、まだ作業中という段階でございますので、御示し

できるものが無く恐縮ですが、資料最終段落にございますように、第二期中期

計画を法人が取り組むに際して、考慮いただきたい事項をまとめる予定として

ございます。 

また、参考資料４でございますが、本日以降のスケジュールを参考に添付し

てございます。 

第二期中期目標（素案）につきまして、本日いただきましたご意見を元に、

法人と市とで調整のうえ、法人は経営審議会などを経て中期計画（案）として、

12月頭までには市に提出する予定としております。市では、中期計画（案）に

ついて、市内部の関連部署との調整や、只今ご説明しました「中期目標期間の

終了時の検討」の作業を並行して進め、２月の評価委員会にて、ご意見を頂い

たのち、中期計画（案）については、３月末までに認可手続きを終え、「中期目

標期間の終了時の検討」結果とあわせて法人に通知してまいりたいと考えてお

ります。 

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。 

次の評価委員会につきましては、中期計画（案）についての意見と地方独立

行政法人法の31条の終了時の検討について議論頂く予定です。 

法人は１月末に２月３月の見込みを含めて自己評価を頂き、２月の委員会に

おいて終了時の検討を行いたいと思います。 

 

（楠本委員） 

 ２月の委員会で結論を出すということですか。 

 

（松岡委員長） 

 はい。そのような予定です。 

 よろしいでしょうか。それでは、本日以上で終了いたします。 

 お疲れ様でした。 


