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平成24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24年12月11日（水）午前10時～正午 

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、楠本委員、堀委員、松岡委員長 

【大阪市】 

中尾総務局長、上田行政部長、岩谷大学支援担当課長、橋本総務課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

桐山理事兼副学長、赤井法人運営本部企画総務課長 

 

○開会 

（上田行政部長） 

おはようございます。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24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ます。松岡委員長、議事進行よろしくお願いし

ます。 

 

（松岡委員長） 

それでは始めさせていただきます。本日は、お忙しい中お集まりいただき、

ありがとうございます。法人より桐山副学長にご出席いただいております。適

宜、ご発言いただくことになると思いますのでよろしくお願いいたします。 

本日の評価委員会でご議論いただく議題は、第二期中期目標期間における各

年度終了時の評価について、でございます。 

来年度は、第二期中期目標期間の初年度にあたる平成24年度の評価を行うこ

とになります。それに先立ちまして、第一期中期目標期間で行ってきました評

価について、少し見直しを行い、このままでいいのか、変更すべき点があるの

かどうかなど、ご議論いただきまして、第二期中期目標期間における評価方法

を決めていきたいと思います。 

議論するにあたり、事務局よりいくつか案を出していただいておりますので、

まず資料１、２についてご説明お願いたします。 

 

（岩谷大学支援課長） 

お手元の資料１ページ「第二期中期目標期間における年度評価の見直しにつ
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いて（案）」についてご説明させていただきます。 

 左側の上段に、第一期中期目標期間における課題といたしまして、年度計画

の達成水準の数値目標化をあげております。 

 法人におかれましては、客観的な評価ということで、市民への説明責任を果

たすという意味でも、計画に対する達成水準を設定しております。さらに達成

水準の数値目標化に努めてきているところです。 

平成 24 年度の年度計画は、113 項目ありましたけれども、具体的な数値目標

が掲げられているものが 83項目で約 7割、いつまでに何をするという期間的な

目標を明記しているものが、20 項目で約２割、113 項目のうち約９割につきま

してはなんらかの数値目標化ができていると認識しているところでございます。 

 このように達成水準が数値目標化されたことに対しまして、評価委員会の評

価におきましても、数値を基準とした評価ができるように、小項目評価の基準

の見直しが必要かと考えております。 

 詳しい変更内容につきましては、後ほどご説明いたしますので、先に他の変

更点につきましてご説明させていただきます。 

 右側の四角囲み、法人評価の役割としておりまして、評価委員会で行う評価

につきまして、分かりやすく社会に示していく必要性について書かせていただ

いております。 

 その方法として、現在文章で総括的に行っている大項目評価に対しまして、

段階別評価を導入してはどうかと考えております。 

 また法人の特色の明確化といたしまして、今、大阪市立大学におきましては

重点三戦略として、例えば、シンクタンク機能の強化、専門性の高い社会人の

育成、国際力の強化という、重点的に取組む項目を挙げられております。そう

いった重点的に取り組んでいる事項や前年度指摘事項について、評価委員会と

しても重きをおいた評価を行うことで、中期目標期間における取組の進捗状況

や、法人の特色を明らかにするということができるのではないかと考えており

ます。 

 以上、変更をご検討いただきたい点が３点です。 

 続きまして、資料２「項目別評価の段階別評価」をご覧ください。こちらは

小項目評価の見直しについてまとめたものでございます。評価につきましては、

項目別評価と全体的評価がございまして、項目別評価については、小項目評価

と大項目評価に分かれます。小項目評価は、年度計画の各項目について、まず

法人が自己評価を行います。その自己評価に基づき、委員会としてその評価が

妥当かどうか検証していただいております。この資料２の上段につきましては、

現在の小項目評価に対する段階別評価になっております。 

上から順番に「特に進捗している」ということで、「当該年度中に、予定より
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早期に実施した場合」、「中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場

合」、「成果の質又は量が当初の目標を上回る場合」、つぎの段階別評価について

は、「進捗している」という評価で、「当該年度中に実施した場合」、また「中期

計画期間中の予定の時期に実施が見込める場合」となっております。３番目の

評価は「おおむね進捗している」として、「実施時期が次年度の第１四半期にず

れこむが確実な実施が見込める場合」（次年度の年度計画に影響しない場合に限

る。）、また「中期計画期間中に、予定より１年度程度の遅れで実施が見込める

場合」とあります。次の評価が、「実施にあたって課題がある」という評価で、

「当該年度中に実施できなかった場合」、「中期計画期間中の実施について、計

画の設定そのものに問題がある場合」という、４段階評価になっております。 

先ほどもご説明いたしましたが、第一期より、客観的評価を行えるよう計画

に対する達成水準を設けておりますので、その評価基準につきまして見直して

はどうかと考えております。先ほどご説明したように、現在の評価基準は、「早

期に実施した」、「当該年度中に実施した」というように実施時期が中心になっ

たものとなっていますので、これを一度見直しまして、数値目標化に対応する

よう、達成度による基準の追加を考えたものが変更案でございます。 

一番良い評価というのが、「年度計画が特に進捗している」といたしまして、

「達成度が計画を大幅に上回る場合」、「当該年度中に予定より早期に実施した

場合」、次の評価が「年度計画が進捗している」といたしまして、「達成度がほ

ぼ 90％以上と認められるもの」、「当該年度中に実施した場合」、その下の３番目

の評価が、「年度計画がおおむね進捗している」といたしまして、「達成度が 60％

以上 90％未満と認められるもの」、あるいは「実施が翌年度の第 1四半期にずれ

込むが確実な実施が見込める場合」（次年度の年度計画に影響しない場合に限

る）、一番悪い評価が「年度計画の実施にあたって課題がある」で、「達成度が

60％未満と認められるもの」、「当該年度中に実施できなかった場合」、「計画設

定そのものに問題がある場合」としております。 

「特に進捗している」、「進捗している」などという表現につきましては第一

期との評価の継続性を考え、そのままにさせていただいておりますが、小項目

評価は年度計画に対する評価でございますので、「年度計画が」という言葉を頭

につけ、「中期計画期間中」という基準がありましたが削除させていただいてお

ります。 

今までの「予定より早期に実施した場合」など、時期に対するものと、「達成

度がほぼ90％以上」など達成度に対する評価基準を追加しています。先ほどご

紹介いたしましたとおり、数値化された９割の項目のうちには、いつまでにし

たかという時期に係る目標もかかげておりますので、両方あった方がいいかと

考えております。 
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別冊参考資料１の「他大学比較一覧」をご覧ください。こちらの一覧は大阪

市立大学と大阪府立大学など、大阪市立大学より先に法人化した大学と、国立

大学、また大阪市立大学と同時期に法人化した名古屋市立大学の評価について

一覧にしたものです。 

上から、教育研究に関する事項についての評価の考え方、小項目評価、大項

目評価の欄を作り、それぞれの大学でどのようなことが書かれているかを一覧

にしております。 

右から３段目の首都大学東京の欄をご覧ください。首都大学東京の小項目評

価については達成度が明記されております。明記しているパーセントを見てい

ただきますと、A評価でおおむね90％以上となっておりまして、また他の大学に

関してはそのような基準の説明がないところがほとんどです。 

また左から２番目の大阪府立大学は、小項目評価については５段階になって

おりますが、他は４段階評価を行っていまして、これも大学によって違いがで

てきているところでございます。 

さらにご覧いただきましたら、評価の評語につきましては、４段階評価のと

ころは、上二つが肯定的な表現、下二つが否定的な表現、となっておりまして、

大阪市立大学のみが上から三つまで肯定的な表現ということになっているとい

うことが見て取れます。 

４段階評価にするか５段階評価にするのか、評価の評語をどうするのか、達

成度をどうするか、ということを今回ご議論いただけたらと思っております。 

４段階評価が比較的多いのは、５段階にすると真ん中に評価が固まりやすい

ということで、できたかできないかをはっきりさせるために４段階評価を採用

している大学が多いのではないかと推測しておりまして、そのあたりにつきま

してもご議論いただけたらと思います。 

以上です。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございました。今日ご議論いただきたいのは大きく三つありまし

て、小項目評価についてと、大項目については段階別評価を入れるのかどうか、

入れるとするとどうするのか、３番目は年度計画の重点化についてということ

ですが、１番目と２番目は特に関連しておりますが、とりあえず１番目の小項

目評価からご議論いただきたいと思っております。 

説明がありましたように、変更案は、特に進捗している、進捗している、お

おむね進捗している、課題がある、というように基本的には変わっていません

が、「年度計画が」を入れた方がはっきりするのではないか、それから変更とし

て大きいのは達成度を基準として導入する、今までは達成度ではなく時期だけ
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が基準としてありましたが、達成度を導入して、達成度が計画を大幅に上回っ

ている、それが 90％以上、その次が 60％から 90％、その次がそれ未満にすると

いうものと、以前からの実施時期にかかるものも残しておくということです。 

それからもうひとつ問題になるのは、小項目は４段階評価ですけれども、大

項目で４段階評価にするか５段階評価にするか、一部小項目で５段階評価にし

ている大学もあります。また４段階評価にした時に、特に下から２段目、上か

らですと３段目の「おおむね進捗している」という評価が、上下に分けると下

の方ですが、肯定的な表現になっています。それを他大学は否定的にしていて、

例えば「十分には進捗していない」としていて、こういう点が問題なのではな

いかと思います。 

ご質問、ご意見ございましたらお願いします。 

 

（堀委員） 

評価を変えるなら、何のために今までやってきたことを変えるのかという議

論をした方がいいと思います。記述的な比較はやりにくいものですから、何ら

かの数字が出る方が他大学との比較はしやすいということで、市大は達成度が

大体 65％というざっくりした言葉で表現できる、そういうことのためにやるの

でしょうか。 

もうひとつ、評価の基準を頻回に変えると経時的な比較ができなくなります。

第一期の時と定義が違うと、第一期との比較が難しくなります。 

なにか不都合あるから変えるのですが、今起こっている不都合は何なのでし

ょうか。私は、不都合は起こっていないと思うのです。不都合が起こっている

のであれば、それを改良していくというのはいいことだとは思います。例えば

他大学が変えるから変える、世の中の一般的傾向があるから変えるというので

はなく、不都合があるというのであれば、不都合の結果起こっていることを明

らかにしないと、民意が変わったら何か変える、部長が変わったら変える、市

長が変わったら変えるというのでは、それがいいのかどうか何も分かりません。 

私は変えるのであれば、どういうニーズがあって変えるのかということを記

録に残しておいてほしいと思います。10 年経った時に、変えた事がかえって悪

いということになるかもしれません。私たちはやりながら勉強しているのです

から、何年か後に、こういう理由で変えたのが、よかった、あるいは悪かった

ということが分かるような形にしておけばいいのではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

他にいかがでしょうか。今のところに関して、事務局ご意見ありますか。 
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（岩谷大学支援担当課長） 

今回の見直しのきっかけは、法人の年度計画の達成水準のうち、約７割は数

値目標化ができ、あと２割は時期の明確化がされたということで、年度計画そ

のものが、第一期とは変っていることです。これに対して対応が必要なのでは

ないかという点が一点です。不都合があるのかということですが、もともとの

評価では、時期だけで早くできたらよしと、計画通りできたらできました、遅

れたらだめです、と年度のことが中心でした。質と量に対する評価が、達成度

的なものが明確になっていないということもあり、自己評価する時になんらか

の物差し的なものがあった方が自己評価がしやすいのではないか、ということ

もありましたので、今回見直しをご提案させていただいたところです。 

 

（中尾総務局長） 

達成水準を数値化した項目がこれまでよりも増えてきていますし、ちょうど

第二期が 24年度から始まっておりますので、今の時期がいいということで提案

させていただいております。 

 

（松岡委員長） 

第二期に入り、数値目標化が非常に強調されていますので、達成度を目安に

した評価をするというのがひとつです。今までは時期が早期にできたというこ

とでしたが、達成度がどうかを入れた方がいいのではないかということです。

昨年度の評価の時も、そこらあたりがはっきりしていなかったので、二つの項

目で、評価が下から２番目かどうか議論になり、最後まで大学から意見聴取を

行いました。例えばⅢ評価にするかⅡ評価にするかという自己評価をされる時

もやりにくい。学部の評価があってそれから大学の評価としてまとめて出す時

もいろいろ難しいところがあろうかと思います。時期よりも、達成度をある程

度数値化した方がやりやすいのではないかいうことが一番大きな見直しです。

ただ表現そのものは、「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」、これはそのまま変えないということに

なっております。何か大学側からありますか。 

   

（桐山理事兼副学長） 

達成度を中心にされるのは、大学がこの年度どれぐらい努力したかがある程

度市民にも見えるようになるということで、いいのではないかと基本的には思

っています。ひとつ危惧しているのは、例えば 90％と言った場合に、数値目標

でかかげられた数値に対して９割など、そこだけに注目されると、ちょっとし

んどいかなと思います。 
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（松岡委員長） 

やはり質的なものも含めて評価すべきだろうと思いますね。 

 

（楠本委員） 

数値目標というのは色々なところで言われていて、大体そうなってきている

のですけれど、どういう数値を挙げるのかは、なかなかトリッキーなところも

あります。質的なところも、数値をちょっと超えればよし、下やったらあかん、

という話になりがちですね。 

 

（松岡委員長） 

達成度という時には質と量の両方を含んでの評価だろうと思います。  

 

（堀委員） 

評価には３つの観点があって、今までやっていたのは時間軸、いわゆるスピ

ードで、100％できたという定義を決めておいて、それが予定通りできたか、時

間がどれだけ遅れているか、これが今までやってきた一番やりやすいやり方で

す。でも本当に大事な目的かと言うとそうではありません。達成度には、今ど

こまできているのか、半分以上きているのか、まだ出だしなのかというのが入

ります。100％完成したときは、今までもやっていたことですが、その中でもほ

とんどできているというのと、まだできてないというのではずいぶん差があり

ますよというのが達成度の考え方です。一歩進んだと思いますが、クオリティ

が全然入っていません。これは非常に難しいのでみんな避けて通っているので

す。実際はクオリティが一番大事なんです。例えば、食事に行って、おいしい

ものを食べに行っているのに、量は十分です、早く出てきました、でもとって

も不味い。そのところは評価しない。そういう一番大事なことを実は棚上げし

ています。大項目のところで、記述的な質の評価は数値では出せません。それ

と主観や価値観が入ります。本当に大事なところを避けて通っていて、これが

評価の最も悪いところです。じゃあ、いい方法はあるのか、というとないので

すが、数値目標に走れば走るほど、本当に大事な質から離れるということを申

しあげたい。 

日頃いろいろ評価について考えますが、今のところが一番大事な点で、あえ

てやっていないのが、小項目にウェイトをつけていないということです。世の

中にはつまらないことと大事なこととの達成度がありますが、これまでは項目

数で評価しています。これはナンセンスで、一番大切なことを避けて通ってい

るのではないでしょうか。 
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中期目標を出す時に、あえてウェイトを付けていないのですよね。ウェイト

を小さくすると、何もしなくていいのですかと反発がくるものですから。ただ

企業や事業、ビジネスを考えたら、ウェイト付けと言うのは大変大事で、すべ

て同じウェイトを付けているのはナンセンスです。市長が市大にこういうとこ

ろを重点的にやるべきだと言うべきだと思います。与えられたリソースが一定

なら、人、お金にウェイトをつけないといけない。逆に犠牲になる項目がでて

きますが、それは始めから覚悟しないといけません。そうでないと、限られた

リソースの中で、お金はこれだけしかない、人もいませんというのでは何もで

きません。そうすると、マイナスでもいいという項目をはっきりさせないと、

ここも大事、あそこも大事だというと物事は進みません。本来一番大事なウェ

イト付けということをやっていないのです。そこが一番の大きな問題なのです。 

私たちは今、時間軸で評価していますが、早さだけではないでしょう、とい

うことはみなさん感じているとおりだと思いますが、医療の場で行われている

リスク層別化に該当することを評価の中でしていないのです。近未来的に何に

ウェイトを置いていけば、アウトカムが、よくなるのか、もっとウェイト付け

の議論をしないといけないと思います。10 年、半世紀たてば、必ずウェイト付

けはどうなっているんだというのが、委員会で一番の議論になると、私はそう

思っています。 

 

（楠本委員） 

今回の見直しで重点的に評価する項目というものが出てきていますので、今

の話と組み合わせればいいと思います。 

 

（松岡委員長） 

今回の 3 つのテーマ、小項目、大項目、それから重点項目、なぜそれがでて

きたかというと、大学自身が第二期の中期目標で３つの重点戦略を挙げられま

した。小項目評価からは離れますが、今までの評価はちがいましたが、大学が

重点としているもの、場合によっては我々が前の年度に指摘してきたものにつ

いて、もう少しウェイトをおいた評価というのを考えようというのが、今日の

３つめです。それを言葉で表現しようとしていて、少しは今、堀委員が言われ

たことに対応しようとしています。それぞれの項目にウェイトをつけるところ

まではいっていませんが、こことここは重視したいというようなことを全体と

しての評価の中に加えていくという点では、まだ理想的ということまではいき

ませんが、今回の見直しでそれが少しできるのではないかと思っています。 

 

（楠本委員） 
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堀委員の分析は非常に分かりやすくて、おっしゃるとおりだと思います。今

回の見直しで、評価の基準に時期以外の達成度を入れたということで、何を変

えるかというのははっきりしています。よりすすんでいるということです。先

ほど話がでましたが、数値化というと、数値を上げやすい項目だけがでてきて、

その数値だけが一人歩きするということが起こりがちなのでそこをどうするか

考えないといけません。 

 

（松岡委員長） 

ここにはパーセンテージを示さないという案もありますね。数値化を避ける

というのも選択肢としてありうるかと思います。 

 

（楠本委員） 

数値があげられた項目であっても、その数値だけにとらわれないよう、評価

委員会の議論で考えればいいわけですね。 

 

（松岡委員長） 

評価に質的なものが入っているということを入れておけばいいと思います。

数値化すると、桐山先生が言われたように、いいところとしんどいところ、両

方あることになりますね。 

 

（桐山理事兼副学長） 

ひとつ加えさせていただきますと、年度計画を立てた後に、例えば文科省の

プロジェクトに応募して採択されたということがあった場合、かなり最初の計

画とは違うけれども、類似したもので進んでいくことになります。これまでだ

と、計画に書いていないから、評価の対象になりにくいということがありまし

た。達成度というところで、類似などでも評価していただくということも今後

ご考慮いただければありがたいと思っています。 

また第一四半期とありますが、なかなか大学は前期後期という半期ごとの活

動になっていますので、四半期というのはなじまないのですが。 

 

（堀委員） 

おっしゃるように、それは評価の時にフレキシブルにするべきだと思います。

例えば東日本大震災に対してどういう対応したかなどは、始めの計画には入っ

ていません。今は秋の入試をどうするか、そういう問題が出てきています。計

画で決めたことをかたくなに守っているのがいいのではなく、時代の変化に対

してはフレキシブルに対応するべきです。何を評価しているのかがよく分から
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なくなるので、評価はあまりぎちぎちにしない方がいいというのが、基本的な

私のスタンスです。 

私の病院でも、人事評価で自分の病院のプラスになることをやっていたらマ

ルで、違うとバツになります。人物評価とすり替わってしまい、その点数があ

たかも人間の評価になってしまいます。それでやる気がなくなることが起きる

のです。だからあまり評価をがちがちにしない方がいいと思います。何のため

に評価するのか、最大の目的はいわゆる市民に説明ができることではないでし

ょうか。 

 

（楠本委員） 

あまり細かい文章は読まれないでしょうから、評価の意見をどう上手に表現

できるかが大切です。 

 

（堀委員） 

私は基本的にはいいところだけをほめてあげればよいと思っています。アウ

トカムには一番よいと思います。学校の教育もそうですよね。しかることだけ

ではなく、ほめてよくなっていけばいいと思います。 

 

（音田委員） 

達成度というのはいいと思うのですが、パーセントの数字が首都大学と一緒

ですが、これがまた難しいですよね。例えば 60％以上 90％未満がおおむねで、

進捗しているというのは 90％以上ですよね。89％はどうなるのかなど、細かく

言い出したらきりがないと思うのです。結局そこは判断していくことになりま

すので、「おおむね」よりは分かりやすいということもあるのですが、数値を入

れることは一長一短で、大学側の自己評価がかえって難しくなるのではないで

しょうか。 

 

（松岡委員長） 

パーセントを出さないとすると、３番目と２番目の評価でどういう表現が考

えられますか。 

 

（楠本委員） 

数値が書いてあっても、実際には数値で出てくるのではないことが多いです

から、50％か 60％かどちらにあてはめるか判断しないといけないことが出てき

ますね。 
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（松岡委員長） 

そこを定性的に表現するとどうなるでしょうか。パーセンテージを示さない

基準も考えられると書いてありますが、何か案ありますか。一番上の評価は「大

幅に上回る」と書いてあります。一番下もこれでいいですね。問題はⅢ評価と

Ⅱ評価ですね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

達成度をパーセンテージで表しているのは首都大学だけですが、このパーセ

ンテージが本当にいいのかという議論は必要です。首都大学よりゆるいパーセ

ンテージにすると評価が甘いと思われるのではないかと考え、たたき台として

は首都大学のパーセンテージを基本に入れさせていただいております。達成度

についても首都大学もあくまでかっこ書きにしていまして、表記としては「年

度計画を予定どおり実施」と言うのが、上から２番目の評価ということですの

で、もしパーセンテージを入れることで評価が機械的になり、なじまないとい

うことであれば、かっこ書きをなくすのも一つです。また例えば 24年度の年度

計画の入試広報にかかる項目に、オープンキャンパスの参加数が 14,000人以上、

進学ガイダンスの実施回数が 40回以上という達成水準がありますが、一つの項

目に対して、一つだけ数値目標を入れているのではなく、いくつか入っていま

すし、また定性的な評価と合わせて数値目標を入れているというような項目も

ありますので、みなさんがご心配いただいている達成目標が８割だったらどう

なのか、という単純な数値だけでの話には少なくともならないのではないかと

思います。色々なことを総合したうえでの評価というのは今までどおりで、目

安として達成度という一定の基準を設けて、ただ単に数値目標ができている、

できていないということでなく、量だけでなく質的なものを含めた評価、定性

的な評価も入れながら、達成度がどうだったのか評価していただければと思い

ます。 

 

（音田委員） 

首都大学は、下二つの評価が否定的ですよね。今回の大阪市の案は肯定的で

すので、同じパーセンテージを使うのはどうかと思います。 

 

（種田委員） 

複数の評価をもっているから、一つの評価にとらわれないと言っても、逆に

複数の評価のうち一方が９割以上、もう一方が６割など、すごく極端に分かれ

ている場合難しいですね。 
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（松岡委員長） 

例えば、定性的に言うとすると、Ⅲ評価を「予定通り」、Ⅱ評価を「進捗度が

やや遅れている」として、パーセントを削るというのも一つの案だと思います。 

 

（堀委員） 

個人的な意見ですが、小項目を何のために作ったのかを考えると、小項目を

あわせたら一つの中項目ができる、その評価をしたいために小項目を作るので

はないでしょうか。中項目の塊として見た時にどうですかという評価をするた

めに、小項目を分けていると思うので、「おおむね」や、「予定どおり」という

表現でいいのではないでしょうか。 

 

（楠本委員） 

上から２番目の評価は「はほぼ予定通り認められる」として、上から３番目

の評価をどう書くかですね。 

 

（堀委員） 

肯定的にするか否定的にするかですね。 

 

（松岡委員長） 

Ⅲ評価になるかⅡ評価になるかというのは昨年度も問題になったところです

ね。自己評価の判断根拠について、「おおむね進捗している」、と言えるかとい

う点が問題になりました。「十分には進捗していない」なら問題にもしなかった

のですが。 

 

（堀委員） 

Ⅱ評価を肯定的に書くか、否定的に書くかは、結果にかなり大きな影響があ

ります。Ⅱを否定的にすると、平均がみんなⅢになります。Ⅱを肯定的に書く

とⅡによります。私はどちらでもいいと思いますが、他の大学と比較したとき

に、例えば他の大学の平均点が４で市大が３になって、議会で批判されるなら

気の毒です。よそが４になるようになっているのなら、４になるようにしてあ

げたらいいのではないかと思います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

参考資料の 23ページが、23年度の評価になっています。ご覧いただきますと

分かるように、評価は上から２番目の「進捗している」という評価にあつまっ

ています。 
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（松岡委員長） 

結果としては、Ⅱ評価も非常に少なく、一番下のⅠ評価はゼロです。 

だいぶ時間が過ぎています。関連しますので、次の大項目の段階別評価の議

論を行ってから、また戻ることにしましょう。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料４ページをご覧ください。大阪市では今まで段階別評価を行わず、例え

ば「中期計画は順調に進捗している」などの文章による評価を行ってきたとこ

ろでございます。 

先ほどの参考資料１をご覧いただきますと、上から 3 番目の大項目評価のと

ころで、他の大学では段階別評価を取り入れています。 

段階別評価で進捗状況をより明確にすることと、今までどおり特筆事項等を

文章で記載することで、大項目の評価結果が、今までより分かりやすく示すこ

とができるのではないかと、いいとこ取りをしてはどうかと考えております。 

まず、大項目について、段階別評価を行うかどうかということをご議論いた

だいた上で、もし段階別評価を行うとした場合は、４ページの資料２にありま

すように二つの案をご提示させていただいております。案１につきましては４

段階評価、案の２につきましては５段階評価としています。 

４段階評価のいいところというのは、先ほど小項目評価でもふれましたけれ

ども、評価が中心によらないことと、また小項目評価と同じ４段階ですので、

小項目評価での評価が、そのまま当てはめやすいという利点があります。 

５段階評価の案の２については、国立大学と同様に、小項目評価のⅣやⅢの

評価の数によりまして、評価が決まるという案です。  

小項目の数を基準にしておりますので、客観的な評価ができるということと、

S評価、スペシャル、特によくできたという評価や、D評価、もっと努力しなさ

いという評価が、評価委員会としての評価として出せるようになります。 

 他の大学で見ますと、横浜市立大学と首都大学東京は４段階評価で、またど

ちらも大項目評価は年度計画に対しての評価となっています。国立大学は中期

計画の達成に向けてどうなのかという評価になっており、違いが出ています。

また小項目の評価の数によって当てはめるやり方とあてはめないやり方もあり

ます。 

 事務局の案２においても「判断基準は目安であり、法人の諸事情を勘案して

総合的に判断する」というようにしておりまして、小項目の数にとらわれずに

評価委員会が判断できるということも考えていただけたらと思います。 

まず、大項目別評価に段階別評価を導入するかどうか、導入するとしたら４
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段階にするか５段階にするか、それぞれの評価に、小項目評価の数をある程度

考慮して基準を設けるのかどうか、そのあたりをご議論いただけたらと思いま

す。 

 

（松岡委員長） 

いかがでしょうか。段階別評価を今まではしていなかったけれども、他大学

ではしているということもあり、分かりやすく社会に示すという点からは、段

階別評価がある方が分かりやすいのではないかということです。入れるとする

と、他大学では５段階評価が多いようですが、４段階評価か５段階評価、どち

らにするかです。 

 

（桐山理事兼副学長） 

ひとつ問題かなと思うのは、小項目の中でも、ウェイトが大きいものと小さ

いものとがあり、少なくとも質的にいいものを提供できれば、オープンキャン

パスの人数が何人きたかは、我々にとってはあまり重要でないのですね。計画

の 10,000人が実際には 5,000人になったと、５割引きということもあり、それ

だけだと評価が低くなります。小項目の数で、大項目を評価するというのは、

ちょっと趣旨が違うかなと思います。段階別評価にして ABCDをつけるのは分か

りやすいという意味では、分かりやすいですが、自己評価でウェイト付けした

上でする方がはっきりすると思います。 

 

（堀委員） 

ご意見の結論は何でしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

小項目の数が何割以上ということでの評価は問題だと思います。 

 

（松岡委員長） 

 段階別評価についてはどうですか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

段階別評価そのものは分かりやすいと思います。 

 

（堀委員） 

他大学と比べられるというのはいい、なぜ市大だけがないのですかと言われ

ると説明がつらいということですね。他大学がやっているからと合わせるため
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にやっていると、はっきり言われたらいいと思いますが、あまりやると本質か

らずれていくかも知れない、ということを申し上げたい。時代が変り、質の評

価がウェイトを占めてくると、ナンセンスですよね、という意見が出てくると

思います。 

 

（楠本委員） 

小項目の評価の話に戻るのですが、オープンキャンパスの人数は達成しなく

ても、こういういいところがあって、オープンキャンパスに来た学生の何割が

市大に来た、そういうことを大学として主張されれば、点数だけでなく質まで

議論しようという話になってきていますので、あまりご心配されることはない

と思います。その項目に対する評価が、数が減っただけで評価が下がるという

ことにはならないのではないかと思うのです。ただ、桐山先生が言われたよう

に項目の数だけで行くと、どうしても重さ付けが入らないですね。 

 

（堀委員） 

 ですから、記述を残すのが大変大事です。記述をどう書くかというのは質を

考えますので、記述は絶対にはずさないでほしいのです。 

 

（松岡委員長） 

見直しの３番目になりますけれど、重点的に評価するということをすれば、

さらにそういうことがやりやすくなります。 

 

（楠本委員） 

段階別評価では、「特にいい」ということはありますから、一律 A評価になっ

てしまうより私は S 評価がある方がいいと思います。どれぐらい S 評価がつく

かは分かりませんが。 

 

（松岡委員長） 

前提にしているのは、大項目については、大学は自己評価をしないで、評価

委員会として、大項目についての評価を段階的にするということですので、そ

こでも評価委員会としての独自の考え方が出せます。５段階にしているのは、

一般論としての推察は、できるだけ段階が多いほうがきめ細かく評価できます

が、小項目評価はできたか、できていないか、真ん中に偏らないようにして決

断してください、ということで４段階になっていると思います。評価委員会と

して、大項目として評価するのとはちょっと違った面があります。特筆すべき

ものがあれば、４段階評価では一番上だけれど、５段階評価にして５になった
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というのを特に設けた方がいいと思いますので、私はどちらかと言うと、５段

階評価がいいのではないかと思います。 

 

（楠本委員） 

S評価はそんなにたくさんつかないですよね。それぐらいのつもりで評価すれ

ば、S評価があった方が際立ちます。 

 

（岡野委員） 

今出ている案で、４段階評価と５段階評価の違いは、４段階評価の上にスペ

シャルが入っている感じですよね。A評価の中でこれは特にというものを S評価

にする、そういう認識にしておけばいいのではないでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

文章の中で、それが分かるように書くということが大事ですね。 

今のところ、段階別評価をして、５段階評価にするということでしょうか。 

 

（堀委員） 

５段階評価の３番目の評価はポジティブです。本来は４段階で、プラスアル

ファを付けるということですね。 

 

（岡野委員） 

基本は４段階に分けて、その A 評価の中から特記すべきものを上にあげると

いう形ですね。 

 

（松岡委員長） 

それではここはこういうことでよろしいでしょうか。 

次に、評価の重点化にまいりましょう。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

それでは資料５ページをご覧ください。資料３「第二期中期目標期間におけ

る各年度終了時の評価について（案）」は第二期中期目標期間における評価の考

え方等をまとめたものです。 

第一期中期目標期間では別冊３ページ、参考資料２「各年度終了時の評価の

考え方」、別冊５ページ、参考資料３「各年度終了時の評価手順について」の二

つがありましたが、重複している部分もありましたので、第二期においては一

つにまとめることを考えております。 
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会議の冒頭でご説明しました今回の３点の変更を除き、基本的には第一期中

期目標期間の評価の考え方を継承しておりますが、今まで評価の基本方針とな

っていたものの中に、評価の目的のようなものも書かれていましたので、資料

３にありますように、目的と基本方針に分けております。 

今回、変更をご検討いただいている部分につきましては、色をつけています。 

１の評価の目的ですが、今まで基本方針に書かれていたものを、目的として区

別しました。 

「評価により、公立大学法人大阪市立大学（以下「法人」という。）の継続的

な質的向上を促進すること。」、もうひとつは「評価を通じて、法人の業務運営

状況をわかりやすく社会に示す。」このふたつを評価の目的としました。２の評

価の基本方針につきましては、「法人の自己評価を基本とした」を追加していま

す。今までも行っていることであり、評価手順には記載されていたのですが、

評価の方針としても改めて明記しておこうと考えております。 

また（１）の後半部分、教育・研究に関する事項の認証評価機関による評価

についてですが、今までも認証評価機関による評価を踏まえる、としておりま

したが、中期目標期間終了時は、というふうに明確に表しております。 

なお大阪府立大学のように、教育・研究の質の向上に関する項目については、

教育研究の特性への配慮から、段階別評価を行わず、進捗状況のみを確認して

いるところもあるのですが、大阪市では、第一期中期目標期間の評価方法を変

更せず、今まで通りの評価を行うこととしております。基本方針の（２）につ

きましては、特色を明確にするというところを追加しております。特色を明確

にするために、法人が重点的に取り組んでいる事項にかかわる取組に考慮して

評価する、ということを基本方針に明記しております。 

前年度指摘事項については、今までの評価委員会においても、指摘した内容 

について照会を行い、場合によっては法人から聴取を行うなど、取組状況を検

証して、全体的評価で記載してきました。 

指摘事項以外に、法人が第二期中期目標期間において重点三戦略として重点

的に取り組んでいる事項についても、評価委員会として、これらに重きをおい

て評価することにより、先ほどウェイト付けというお話もありましたが、中期

計画の進捗状況や法人の特色をより明確にすることができるものと考えており

ます。 

 ここはまだ具体的ではないのですが、どうやってウェイト付けをするのかと

いうことですが、重点三戦略、３つの戦略にかかわる事項につきまして、法人

から業務実績報告書を提出いただく際に、年度計画の各項目のうち、重点的に

取り組んでいる事項の項目について、何らかの印をつけてもらうことや、特筆

事項としてあげていただくことでメリハリをつけてはと考えております。評価
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委員のみなさまには、その項目については特にご検討いただきまして、大学か

らの意見聴取等もしていただきながら評価を行い、評価結果の全体的評価に反

映させていくつもりです。 

説明は以上です。 

 

（松岡委員長） 

今の点いかがでしょうか。先ほどからご議論いただいているところでもあり

ますが。 

 

（堀委員） 

今の段階ではそれでいいと思います。重点項目をクリアにして、そこを評価

する。おそらくその次に来るのが、重点項目に何点のウェイトをつけるのか、

一般項目の２倍にするのか３倍にするのか、そういう問題が必ず出てくいると

思います。ここを頑張ったら３点とか、ここを頑張ったら５倍もらえるという

ような、ウェイトをつけて総合点数を付けると頑張ります。これは世の中がそ

うなっていく可能性があるのですが、今の段階で、ウェイト付けするモデルが

ないのです。なんでそんなことをしたのですかと問われた時に、答えるだけの

エビデンスがないものですから、今は、一歩進んで、記述的な重点項目を明確

にするというのでいいのではないでしょうか。私はその意見に賛成です。 

 

（松岡委員長） 

他にいかがでしょうか。 

重点項目は第二期で非常にはっきりした形で大学が出していますので、比較

的やりやすいと思います。具体的にどう評価するのかは、今の段階で決めるの

は難しいかと思います。 

 なにか桐山先生ご意見ありますか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

重点項目について、特に評価していただけるのはいいと思います。これは個

人的な意見ですが、毎年度評価していただくときに、重点項目と改善の指摘い

ただいたことを次の年に議論していただけるというのは、我々の準備としても

やりやすいです。 

 

（松岡委員長） 

まんべんなく準備するというのは大変ですね。 

細かい表現について、何かご意見ありますか。３つめの法人の特色の明確化
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のために重点的評価をする、ということについてご意見がなければ、これでお

認めいただいたことにして、ここのところもう少し、というのがあれば、私の

方で決めさせていただきます。 

それでは最初の小項目の方に戻りますが、変更点として達成度を基準として

明確にするという点は大体ご賛同いただけたのではないかと思います。一番上

の評価はいいのですが、Ⅲ評価とⅡ評価について、パーセントをいれるのはど

うかというのが一番議論になると思います。それから肯定的表現にするか、否

定的表現にするか、その二つが論点ではないかと思います。 

 

（堀委員） 

評価の基準には、パーセントを書かずに「おおむね」や「半ば以上」など、

それに見合う表現にするのがいいと思います。もし聞かれた時のために、「おお

むね」というのはどれぐらいのウェイトを考えているのかというのを、例えば

３分の２を超えているというのを「おおむね」とすると脚注に書くのはいいの

ですが、本項目の評価の中に数字を入れると、なぜこれが 60％なのかという議

論になると説明できないという事になります。「おおむね」とか「ほぼ」とかで

評価すればいいのではないかと思います。そこを詳しくしないために小項目を

ユニットにして、我々は評価しています。ユニットを評価したいのではなくて、

それを集めたいわゆる大項目を評価したいわけで、そのエビデンスをできるだ

け集めるためにやっているわけですから、あまりそこを厳密にしない方が、事

務的にも楽だと思います。 

 

（松岡委員長） 

それでは表には出さずに、目安としてこれぐらいと考えています、に留めて

おきましょうか。 

そうすると具体的な表現ですが、ご意見あればお伺いします、「達成度が計画

を大幅に上回る場合」、次が「達成度がほぼ予定どおり」で、ここまではいいで

すね。達成度のパーセントに変わるものとして、次が難しいですね。「やや遅れ

ていると認められる」というのはどうでしょうか。 

 

（岡野委員） 

 もともとの評価が「おおむね進捗している」と肯定的ですので、否定的なの

はちょっとしんどいです。 

 

（楠本委員） 

どちらかというとポジティブに書きたいですね。 
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（種田委員） 

「やや遅れながらも」とかはどうでしょうか。 

 

（岡野委員） 

最後は肯定的に終わった方がいいと思います。 

 

（松岡委員長） 

事務局いかがでしょうか。 

 

（岩谷大学支援課長） 

達成度に対してなので、「遅れている」というよりは、「少し下回る」や「や

や下回る」などがいいのではないでしょうか。 

 

（上田行政部長） 

「やや下回るもののおおむね達成したと認められる」というのはいかがでし

ょうか。 

 

（松岡委員長） 

大学側はいかがですか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

そうしていただけるとかなり視野に入ってきます。 

 

（松岡委員長） 

事務局からもう一度変更案を確認してください。 

 

（岩谷大学支援課長） 

上から 2番目のⅢ評価は「達成度はほぼ予定どおりと認められる」、Ⅱの評価

は「達成度はやや下回るがおおむね進捗している」、一番下は「下回る」でよろ

しいでしょうか。さらに厳しくすると「大幅に下回っている」となりますが。 

 

（種田委員） 

一番下は、ここに評価されないのが普通ですし、厳しくしてもいいのではな

いでしょうか。 
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（松岡委員長） 

今まで一番下の評価になったことはないですね。 

 

（堀委員） 

ある特殊な事情で、それができないということもあります。努力しても無理

というのはあります。国のレギュレーションで、それをやってはいけないとい

うことが出た場合などは仕方がありません。 

 

（松岡委員長） 

「大幅に下回る」と言う表現でいいのではないでしょうか。 

それでは一応これで決まったということで、細かい文字修正は任せていただ

きます。 

 

（岩谷課長） 

確認させていただきます。大項目評価は５段階評価で段階別評価を入れつつ、

記述も残します。あくまで評価委員会として評価するということで、小項目の

数による評価はなしということですね。案の２の中で、かっこ書きで小項目の

目安がかかれているのですが、記述で対応するということで、これはもう取る

ということでよろしいでしょうか。 

 

（松岡委員長） 

かっこの中をとるということでよろしいですか。 

 

（堀委員） 

大項目はいくつありますか。 

 

（岩谷課長） 

５つあります。資料に記載している 5つの項目です。 

 

（堀委員） 

小項目の数で大項目を自動的に決めるというのは、どちらかというと数量的

に決めることになります。私個人的には記述を重点的にするということに賛成

ですが、外からみると後退をしたように見えるかもしれません。今の世の中、

どんどん数値化を進めるのがいいことだと、一般の人々も、市長もそういう流

れだと思います。そういう流れからすると、後退していると見られる可能性が

ありますので、そう見られないよう、あくまで目安としてですが、およその目
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途を残しておくのはどうでしょうか。 

 

（楠本委員） 

表の上のかっこ書きの中に、目安であると書かれていますね。 

 

（岡野委員） 

目安ですよね。例えば 23年度の評価結果だと、教育のところに一つだけ、「Ⅲ 

おおむね進捗している」という評価があるので、厳格にすると A 評価にならな

くなります。 

 

（堀委員） 

それはその時に、評価委員会でこれは A 評価ですよ、とすればいいと思いま

す。 

 

（松岡委員長） 

総合的に判断するというのを入れておいて、評価すればいいということです

ね。 

 

（中尾総務局長） 

脚注に書くのはどうでしょうか。 

 

（堀委員） 

個人的にはいらないと思うのですが、数値化の流れに対して後退したと批判

されないために、目途として書いておけばいいと思います。あとは、我々の見

識で評価すればいいと思います。 

 

（中尾総務局長） 

案の２の表現には、「中期計画の達成に向けて」という言葉が入っているので

すが、先ほどご説明しましたように、横浜市立大学や首都大学東京は「年度計

画を」という表現になっています。 

 

（楠本委員） 

中期計画の達成に向けて今年度どうかということを言っているというわけで

すね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 
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第一期中期計画期間中は、基本方針、中期計画の達成の中でこれはどうかと

いう視点でみていただいていました。第二期の大項目評価を年度計画に対する

評価とするとなれば、第一期の評価とは違ってくるということにはなります。 

 

（松岡委員長） 

かっこ書きの中のⅢとかⅣは年度項目に対する評価ですから、中期計画との

関係でみると、少し視点が違うのではないかと思います。 

 

（音田委員） 

「年度計画」に変更すると、達成に向けてという表現は違いますね。 

 

（楠本委員） 

年度計画は中期計画の達成に向けてやっているわけなので、どちらでも同じ

ではないでしょうか。 

 

（堀委員） 

厳密に言うと、中期計画の中には一年ずつやっていく項目もあれば、最後の

一年ですべてやる項目もあります。前半にこれをやり、後半にこれをやるとい

うプランニングをされた時には、年度計画で評価しないと、中期計画では悪い

評価になります。論理的には年度計画に対してやっているのでしょうけれど、

年度ごとに評価していって、最後には中期計画を評価するわけですよね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

小項目評価は年度計画で、自己評価されたことに対して、評価委員会で検証

して評価しますので、小項目評価で、評価委員会として年度計画に対する評価

はしているという認識はできます。堀委員が言われたように、中期計画の達成

に向けての進捗というのは、どこの分野に重点を置くのかで変わってくるので、

それを考慮して大項目を評価していただけたらいいのではないかと思います。

この一年それほど動きがないことで評価が低かったところについて、ここは逆

にそういう時期だからということで評価を変えていただく、ということもあり

得ます。そのあたりご議論いただけたらと思います。 

 

（松岡委員長） 

年度計画と言うと、表現は「年度計画の達成が」となるわけですね。 

 

（堀委員） 
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極論すると最初の２年間は何もしません、と宣言されると、理論的には評価

する時何もしていないのに、計画どおり何もしませんでした、優秀ですという

評価になります。 

 

（種田委員） 

大項目は大きなくくりですよね。それに含まれる小項目すべてを年度計画で

全然しないということにはならず、半分ぐらいはするでしょう。 

 

（堀委員） 

小項目は年度別で個々の項目を見ているのですから、大項目評価は中期計画

を念頭に置いてやったらどうですかという考え方もでてきます。もし特別にそ

ういうものがあれば、記述をすればいいと思います。 

 

（種田委員） 

中期計画に書いてなかったような特別なプロジェクトが出てくれば、それは

柔軟に加えたらいいと思います。細かい意味では書いていなかったけれど、研

究の質の向上など、大項目に関係するものであればいいと思います。 

 

（松岡委員長） 

それでは、元の「中期計画の達成に向けて」でよろしいですか。 

 

（堀委員） 

外的要因による大きな変化、大震災もそうですし、国が何か大きなプロジェ

クトの方針を変えたなど、そういうことがあった時に、年度計画では全く含ま

れていなかったけれど、中期計画でみた場合には、そういうことも含めて評価

を考えられるというのはあります。 

 

（松岡委員長） 

「中期計画の達成に向けて」とする方が、柔軟に評価できますね。 

他に何かございませんか。 

 

（種田委員） 

今日の議論で決まったことは、大学の次の評価を依頼することになってから

通知されるのでしょうか。スケジュール的には、２月とか３月とかに大学に通

知されるのですか。 
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（松岡委員長） 

これはすぐに大学に通知していただくことになります。5月末に出てくる業務

実績報告書は、これが反映されたものになります。 

 

（種田委員） 

今年度の評価委員会はこれで終わりですか。 

 

（松岡委員長） 

終わりです。次回は５月以降です。新大学構想会議の関係で中期計画の変更

がありましたら、分かりませんが。新大学構想会議の全体的な進み具合、全体

的なスケジュールなど、ご報告いただけるところがありましたらお願します。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

すみません。先に資料の４をご覧ください。各年度の業務実績報告書の作成

要領がございまして、法人から提出いただいている業務実績報告書等について

定めたものですが、今までは別冊７ページ参考資料４のように、各年度で定め

ていたものを、基本的には中期目標期間６年間のものとしております。 

 こちらも今回の変更に係る部分を色づけしていますが、先ほどご議論いただ

きました、法人の特色の明確化のために、業務実績報告書を作成する際に、重

点的に取り組んでいる事項について記載してもらうことや提出いただく資料な

どを記載しております。事務的なものですので、さきほどご議論いただいたこ

とを踏まえて、変更点を付け加えさせていただいております。７ページの記載

内容の（２）のところで、中期計画、年度計画の実施状況の総括として、前年

度までの指摘事項や法人が重点的に取り組んでいる事項の年度項目の関連項目

を記載していただくというようなことを付け加えさせていただいております。

附属資料についても追加しております。 

 

（松岡委員長） 

今ご説明いただきました実績報告書の作成要領について、何かご意見ござい

ますか。 

ないようでしたらお認めいただいたことにします。 

先ほど少し言いましたように、構想会議の関係で全体的な動きがあれば、ご

報告お願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

新大学構想会議のスケジュールにつきましては、当初は 11月の末ぐらいに新
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大学構想会議から提言をいただく予定でしたが、それがずれております。今の

ところ、年内か年明けをめざして議論していただいておるところですが、まだ

提言という形ではでてきていませんので、また提言がでましたらご説明もさせ

ていただきますし、また改めてご報告もさせていただきます。それを踏まえま

して、なにか評価委員会としてスケジュールを変更しないといけない部分があ

りましたら、それも含めてご報告させていただきますので、よろしくお願いし

ます。 

 

（松岡委員長） 

構想会議の提言は今月末か年明けになるということで、今の段階では特に何

もありませんが、それが出た段階でまたお知らせいただけるということですね。

一番の問題は、中期計画の変更が出てきたら、評価委員会としての意見を言う

ことでございます。 

 

（中尾総務局長） 

市会の関係ですが、２月の上旬ぐらいから予算市会が始まるのですが、議会

が始まれば、新大学の構想ビジョン等が、市会の場で議論の対象になってくる

と思っています。また先にはパブリックコメントを予定していますので、一般

市民の方々からも広くご意見をいただいきます。また委員のみなさまからもご

意見をおうかがいするかと思います。   

 

（松岡委員長） 

なにかそういうことがない限りは、今年度の評価委員会はこれでおしまいと

いうことですね。 

他にございませんようでしたら、これで終わらせていただきます。ありがと

うございました。 


