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平成25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25年７月29日（月）午前10時～午前12時15分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ1）階 会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、種田委員、岡野委員、喜多委員、堀委員 

     ※音田委員ご欠席 

【大 学】桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長、赤井大学改革室次長、 

羽者家大学改革担当課長  

川上医学部・附属病院事務部長兼庶務課長、 

大槻医学部・附属病院経営企画課長  

【大阪市】中村経済戦略局理事、土橋交流推進担当部長、 

岩谷大学支援担当課長 二宮大学支援担当課長代理 

 

○開会 

（土橋交流推進担当部長） 

本日は、お忙しい中、早朝よりお集まりいただき、誠にありがとうございま

す。ただいまから、平成25年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会を開催い

たしたいと存じます。それでは、楠本委員長、議事進行をよろしくお願いいた

します。 

 

（楠本委員長） 

議事に入ります前に、この委員会の前委員長である松岡委員が、ご入院中で

あったのですが、治療の甲斐なく、25日にお亡くなりになりました。 

松岡前委員長は平成19年11月に評価委員会の委員にご就任になり、21年７月

からは委員長として、幅広いご見識とソフトなお人柄で委員会をリードしてい

ただきました。ご冥福をお祈りしたいと思います。 

それでは、はじめます。 

本日は、法人より桐山理事兼副学長、宮野理事兼副学長にご臨席いただいて

おります。適宜、ご発言を頂くことになると思います。どうぞよろしくお願い

いたします。 

本日は議題が２点あります。早速、議題１公立大学法人大阪市立大学第二期

中期目標の変更について、に入ってまいります。 

前回は事務局からの案について議論いただき、事務局から再度変更案を提示

いただくことになっておりました。また法人からも意見を聴くことになってお
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り、今回の変更案は、法人の意見も踏まえた上での案になっております。本日

はその案について、我々評価委員会としての意見をまとめることになります。

それでは事務局よりご説明いただきます。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

大学支援担当課長の岩谷でございます。 

資料は、資料１－１公立大学法人大阪市立大学中期目標変更にかかる新旧対

照表、資料１－２法人からの意見書、参考資料１－１といたしまして公立大学

法人大阪市立大学に係る中期目標の３点をご用意させていただいております。 

それでは、資料１－２法人からの意見書をご覧ください。地方独立行政法人

法第78条第３項に基づきまして、中期目標の変更にあたりましては法人の意見

を聴くことになっております。こちらの意見書は市立大学から市の方に提出い

ただきました。ご覧いただきました通り、市立大学のご意見としましては、今

回の中期目標の変更の趣旨については賛同していただいておりますが、ただし

設立団体に配慮いただきたい点がいくつか述べられております。 

「新大学の実現に向けて、これまでの教育研究活動を継続することにより大

学ブランドを維持・発展させていくとともに、「よりよい大学を創る」といった

基本理念のもと、新大学にふさわしい新たな学部等のコンセプトやカリキュラ

ムの検討を進めていく必要があります。限られた時間の中で、詳細にわたる新

大学の検討や、文科省との調整、受験生等に対する十分な説明が必要である等、

その進捗にあたって設立団体の十分なご配慮と強力なご支援が必要と考えま

す。」ということです。 

もどりまして、資料１－１新旧対照表をご覧ください。前回お示しした変更

案が真ん中にあり、前回のご意見を反映させ、左端に今回の変更案をご提案さ

せていただいております。前回変更案の右に現在の中期目標がありまして、右

端にあります変更理由は、前回変更案からの変更点を太字で書いております。

まず、左端の変更案でアンダーラインをひいているところですが、「都市研究の

拠点として大阪市を核とした関西圏の発展や国際化をリードし、」という文章を、

「大阪の成長に寄与し、強い大阪を実現するための知的インフラ拠点をめざし、」

という文章に変えていたのですが、委員のみなさまから、日本語としてうまく

表現できていないのではないか、文言修正が必要ではないかというご指摘と、

「都市研究の拠点」という言葉を消してしまうことについてのご意見がありま

した。「都市研究の拠点」については、文章の前段のところに記載されておりま

すので、その文言を抜いたからといって趣旨が変わるものではない、というご

説明を前回させていただきました。変更案としましては、文言修正をさせてい

ただいておりまして、「強い大阪を実現するための知的インフラ拠点として大阪
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の成長に貢献し、」という文章に変更しています。次の段落、「理事長、学長」

のところについては、「理事長及び学長」に変更しました。一番下のところ、組

織ガバナンスの向上というところですが、前回「理事長のマネジメントのもと、

学長が教育研究部門においてリーダーシップを発揮し、効果的な運営体制を構

築する。」という文章でしたが、教育研究部門の「部門」という言葉を削除しま

した。大学では部門という言葉をあまり使わないということでしたので、「教育

研究において」と修正しました。 

裏面にまいりまして、一番下のところ、これにつきましてはみなさまからは

特にご意見がなかったところですが、大阪府が大阪府立大学に意見聴取されて、

府立大学から修正案がでておりまして、府市で調整した結果、一部文言を削除

させていただいております。読ませていただきます。「世界的な大学間競争を勝

ち抜き、より強い大阪を実現するための知的インフラ拠点として存在感を高め

るため」、その次のところに、「新大学（案）に基づき」とあったのですが、こ

こを削除し、「大阪府、大阪市及び公立大学法人大阪府立大学と緊密に連携を図

りながら、平成28年度の大阪府立大学との大学統合をめざし、設立団体が定め

るスケジュールに沿って、段階的に準備を進める。」としています。この「新大

学（案）に基づき」という言葉については、新大学（案）が８月に策定予定と

なっており、まだ策定されていませんので削除するということで、府市で調整

を行いまして修正いたしました。 

変更点は以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

前回、始めのページの前文の下のあたり、少し文章を整理してはどうか、と

いうご意見があり、そこについて修正いただきました。次のページの最後につ

いては、大阪府との調整で、「「新大学（案）」に基づき」という文言を削除され

たということです。 

 

（堀委員） 

最後の「新大学（案）」はまだできていないので削除したというご説明でした

が、８月にできますと、もう一度変更するということでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

文章中に「大阪府、大阪市、および公立大学法人大阪府立大学と緊密に連携

を図りながら」というところがありますので、「新大学（案）に基づき」という

言葉がなくても、設立団体が定めるスケジュールは「新大学（案）」を踏まえた

ものとして読み取れるということで、大阪府と調整しておりまして、今後「新
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大学（案）」が出来ましても、修正は考えておりません。 

 

（楠本委員長） 

「新大学（案）」というのは、大阪府、大阪市、大阪府立大学、大阪市立大学

の四者で策定されるものであるから、読み取れるということですね。前のペー

ジの「都市研究の拠点」については、前回喜多委員からご意見がありましたが、

いかがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

今回の変更案は非常に分かりやすく、明快になっていると思います。 

 

（楠本委員長） 

文章はかなり整理されていると思います。 

他にご意見ございませんようでしたら、評価委員会としては、中期目標の変

更については、これで結構だということにしたいと思います。 

それでは、二つ目の議題に入ります。 

平成24年度の業務実績評価についてですが、昨年度は年度評価とともに、第

一期中期目標期間、６年間の業務実績評価を行いました。今年度は平成24年度

の業務実績評価になりますが、第二期中期目標期間に入って初めての評価にな

ります。 

第二期に入り、改めて評価方法についてどうするか、昨年12月にご議論いた

しました。評価方法について、大きく変わることはなかったのですが、法人が

取り組んでいる重点三戦略について特に評価すること、大項目評価に段階別評

価を加えることなどが決まりました。これらの点を踏まえ、議論していきたい

と思います。 

 それでは事務局より、評価の流れについてご説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

評価は、参考資料２－１第二期中期目標期間における各年度終了時の評価手

順についてにそって行います。評価の流れについては、昨年度一部変更を行い

ました。評価は項目別評価と全体的評価があり、項目別評価は小項目評価と大

項目評価があり、小項目評価は法人の自己評価の妥当性を検証した上で行いま

す。大項目評価は、５つの大項目ごとに段階別評価を行うとともに、文章によ

る評価を行うこととなっております。この二つの項目別評価を踏まえ、さらに

法人が重点的に取り組んでいる事項について、全体的な評価を行うこととなり

ます。 
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 スケジュールとしては、あらかじめ委員のみなさまから頂いている意見を大

きく自己評価の妥当性に関係するものと、それ以外に分けさせていただいてお

りますので、本日はまず、自己評価が妥当かどうかを、法人の回答をご確認い

ただきたいと思います。また妥当性に関係するもの以外についても法人から回

答をいただいておりますので、あわせて確認していただきます。次回８月の評

価委員会では法人役員の意見聴取を予定しておりますので、自己評価の妥当性

について疑義が残るものや、さらに法人に聴きたいことがありましたら、再度

ご確認いただきます。ここで自己評価の妥当性についてはおおむね確定させて、

評価結果の素案のご提示と、財務諸表の説明も予定しております。また８月の

初旬には委員のみなさまから、法人への意見聴取事項についてのご意見を頂戴

する予定にしております。 

 ９月の評価委員会では、７月、８月の評価委員会のご議論をふまえた、評価

結果案および財務諸表の承認について意見具申を行っていただきたく考えてお

ります。 

 評価の流れ、スケジュールについては以上です。 

 続きまして、法人評価の妥当性について、委員のみなさまからご意見をいた

だき、それについて法人から回答をいただいておりますので、それについて説

明させていただきます。 

 資料２-１をご覧ください。まず、（１）法人の自己評価の妥当性に意見のあ

る事項についてですが、一覧表にしておりまして、年度計画の番号が左端にあ

り、その横に、平成24年度の年度計画、取組実績、法人の自己評価、委員から

のコメント、委員のコメントに対する法人の回答の順になっています。まず、

資料の３ページから５ページの上段、項目23、項目30、項目37、項目43-２、に

ついては、それぞれ法人の自己評価が妥当とのご意見をいただいている項目で

すので、詳しい説明は省略させていただきます。 

次に法人の自己評価よりも評価をあげた方がいいのではないかとの意見のも

のが５ページの下の段からありますので、説明させていただきます。５ページ

項目 25 については、「就職ガイダンス、ワークショップ実施回数ならびに参加

人数について前年度と同じレベルを維持するとともに、学内企業セミナーへの

優良企業の参加を推進しセミナーの質的充実を図る。」という計画です。これに

対して「ガイダンス・セミナーの開催が達成水準を大幅に上回っているので評

価Ⅳが妥当ではないか」という委員からのご意見ですが、法人の回答は、数量

的に上回っているが、質的内容については計画通りのレベルであるため、Ⅲ評

価としたとの回答になっております。 

６ページの項目 26は「カウンセリングルームの認知度を高め、インテークを

行う保健師を活用し、効率的にカウンセリングにつなげて、利用率の向上を図



6 

 

る」という計画に対して、「カウンセリングルームの利用が達成水準を大幅に上

回っているため評価Ⅳが妥当ではないかと」いうご意見ですが、法人の回答は、

数値設定が前年度ではなく前々年度の実績から行ったものであり、結果として

達成水準を上回ることになったためⅢ評価としている、なお今後、質的充実を

図っていくとの回答になっております。 

項目 69は「地独法等において公立大学法人の制約となっている事項について

検討を行い、連携する公立大学法人と意見交換を行う。」という計画に対して、

「本格的な議論が開始されていなくても、検討を始めていれば評価Ⅲが妥当で

はないか」というご意見ですが、法人の回答は、具体的な検討にはいたってい

ないとのことでⅡ評価としているとの回答になっております。 

説明は以上です。 

 

（楠本委員長） 

 評価の流れについてご説明いただき、続いて実績報告書で大学が自己評価さ

れたものについて、委員から自己評価が妥当である、また評価をあげてもいい

のではないかという意見のものについてご説明いただきました。 

 「妥当である」という意見があったものについて、何かご意見ありますか。 

ご意見がなければ、自己評価のままということにします。 

 資料５ページの下段からの、評価をあげた方がいいのではないかという意見

のものについてはどうでしょうか。 

25 番の就職ガイダンスについては、非常に力を入れていて、回数をかなり増

やしているので、評価をあげたらいいのではないかというご意見でしたが、法

人からは、質的なものについては計画通りであるとしてⅢ評価にしたとのご意

見でしたが、いかがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

例えば 25 番は達成水準が 300％を超えるなどとなっていますが、全体的に達

成水準と評価の基準のバランスがとれていないと思うのですが、これは質的な

ことを評価されているからなのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

それぞれ項目ごとに考えがありまして、達成水準よりも質が大事だというと

ころと、やはり達成水準の数値目標が大事だという項目がありまして、一般論

としてはなかなか言いにくいという状況です。 

就職については世の中の情勢によって数字が変わりますので、むしろ質の方

が大事だと考えています。 
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（喜多委員） 

それならば、判断根拠のところに数値だけでなく、質も考慮していることを

書いていただいた方が分かりやすいと思います。 

 

（楠本委員長） 

判断根拠のところは私も同じように感じました。 

同じく、項目 26 のカウンセリングルームについても、項目 25 と同じような

考え方での自己評価でしょうか。 

今日は法人の自己評価に基づいて、我々委員会としてⅢ評価にするのかⅣ評

価にするのかを決めるわけですが、今日のご説明では判断できず、さらに詳し

く聞きたいということでしたら、次回大学に伺ったときに意見を聞くという手

順になります。 

達成水準の数値とのバランスが難しいとは思いますが、評価の判断に質が入

ってきたのは傾向としてはいいことだと思います。項目25番、26番については、

法人はⅢ評価ということにされていますが、そのままⅢ評価ということでよろ

しいでしょうか。ご意見がないようでしたら 25、26番はⅢ評価ということにし

ます。 

それから 69番は、地独法の問題で、法人運営において具合が悪いものを変更

していきたいということです。それについて意見交換はしているけれど具体的

な検討には至っていないので、Ⅱ評価にされているということですが、これに

ついてのご意見はいかがでしょうか。 

 

（堀委員） 

平成 24年度の計画そのものが意見交換を行うということで、意見交換は実施

されているのに、あえてⅡ評価にされているというのはどうかと思いました。 

 

（楠本委員長） 

具体的な検討に至っていないからⅡ評価にしたという自己評価ですが、計画

そのものは他の公立大学法人と意見交換を行うということで、意見交換は十分

されているなら委員会としてはⅢ評価にしてはどうかということですが、いか

がでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

ありがとうございます。法人としてはⅢ評価で結構でございます。 
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（楠本委員長） 

それではこの項目はⅢ評価にします。 

 続いて、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

７ページからは、法人の自己評価が高いのではないかというご意見をいただ

いているものです。 

項目６-１については「学生の自立的・自律的なキャリアデザイン力育成をめ

ざす授業科目を提供する。」という計画に対し、「大学教育研究センターの授業

受講者は平成 21年度をピークに全般的に減少傾向にあるが、問題点は何か」と

いうご意見ですが、法人の回答は、傾向を把握するにはもう少し時間が必要だ

と考えるが、平成 24年度からいずれの科目も全般的に受講者数が減少傾向にあ

る一因としては、この年より WEB 履修制度が始まり、学生が事前に吟味して実

質的な科目登録を行うようになり、過剰に登録することを控えるようになった

ことが考えられる、との回答になっております。 

 次の８ページの項目８-２は「「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確

保するシステムの整備（リサーチ・アドミニストレーションシステムの整備）」

に申請を行う。」という計画に対し、「リサーチ・アドミニストレーターの役割、

その予算が獲得できなかったことによる問題、代替措置についてお聞きしたい」

というご意見ですが、法人の回答は、統括者としてのシニアリサーチ・アドミ

ニストレーターと実務者の２段階の職位で全学的な補助金事業への研究プログ

ラムのアレンジ、申請から研究遂行までのプロジェクト管理を期待していたが、

予算獲得ができなかった。現行の産学連携コーディネーターがその役割を担っ

ているが、全学的プロジェクト研究の組成に専担として集中することができな

い状態になっているとの回答で、Ⅱ評価の理由としては、業務実績報告書に記

載のとおり補助金の申請が達成水準となっており、補助金の申請はしたが採択

されなかったためと判断されています。 

９ページの項目 11-１は「創造都市研究科の「創造経済と都市地域再生」の研

究展開と連動した「３セクター（公共・市民・民間部門）協働の地域活性化人

材の育成プロジェクト」を推進する。」という計画に対し、「11-１の創造都市研

究科の実績として、シンポジウムの参加人数や、成果発表実績が開示されてい

るだけで、果たして何人くらいの「高度専門社会人」が養成されたのかが不明

である。創造都市研究科のプロジェクトなどへの参加によって、プロジェクト

期間内で「このくらいの人数の専門家が養成された、あるいは、されることに

なる」ということを明示するべきではないか。」というご意見です。法人の回答

は「創造都市研究科は、「高度専門社会人」の育成を目的とした社会人向け大学
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院で、ミッションそのものが「高度専門社会人」の養成であり、「高度専門社会

人」は修了生のほぼ全員ということになる。」ということで、修了生の人数を実

績として回答しております。またプロジェクト参加については、「より高度化な

いし特化した高度専門社会人養成の試みである。」との回答になっております。 

次のページの項目 21は「学術情報総合センターの図書機能の充実」にかかる

計画に対し、「学術情報総合センターの利用実績からみて、達成水準を大幅に上

回っているとは考えにくいのではないか。」というご意見ですが、法人の回答は、

「ラーニングコモンズについては、開始初年度にもかかわらず約 46,000人、１

日当たり 168 人の学生の利用があり、無線ＬＡＮ環境の設置を含むネットワー

ク環境の大幅な改善などの各種取組を積極的に実施したことが、入館者増や利

用者拡大などに結びつき、数値指標としても現れていることから、自己評価を

Ⅳ評価と判断した。」との回答となっております。 

11 ページの項目 44-２は「生活科学部における QOL プロモーター育成の理念

を活用した「指導案形式のプログラム」の大阪市教育委員会等の講習会、研修

会などにおける全市や、地域リーダーとしての自覚と地域のまちづくり意識の

醸成をめざした、地域の中学校と連携した地域貢献活動など」にかかる計画に

対し、「依頼された研修会が実施されなかった点について、代替的措置とその実

施可能性についてお聞きしたい。」というご意見ですが、法人の回答は「大阪市

主催研修会等が未実施となっているのは、大阪市の計画の見直しや連携してい

た中学校が独自活動に切り替えたことによるものである。啓発的地域活動から、

地域活性化支援など、本学の特質をより活かせる活動への展開を住吉区と大学

包括協定に基づき協議している。」との回答になっております。 

項目 47は「民間を中心とした外部資金の獲得増を図ると共に、リサーチ・ア

ドミニストレーターによる産学連携体制の再構築を図る。また、都市研究プラ

ザや複合先端研究機構などの研究拠点において、重点的な都市科学分野の共同

研究など産学連携活動の具体化に取り組む。」という計画に対し、「人工光合成

研究が大型科研費を獲得したことによって目的の金額を達成できているが、リ

サーチ・アドミニストレーター申請の不採択など、自己評価Ⅳは高すぎるので

はないか。また複合先端研究機構の活動・外部資金の獲得状況は、Ⅳ評価が妥

当であるが、都市研究プラザの活動実績はⅢ評価ではないか。」というご意見で

すが、法人の回答は「達成水準のうち、産学連携本部における「民間との共同

研究と受託研究の契約数が達成率 138％」、「技術相談件数が 143％」、複合先端

研究機構における「獲得件数が 275％、獲得金額が 179％」ということで、３項

目で達成水準を大幅に上回る成果であり、自己評価をⅣと判断している。なお、

「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保するシステムの整備」につい

ては、達成水準が申請すること自体であるため、計画どおりの進捗と判断して
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いる。」との回答になっております。 

13ページの項目 48は「現有特許管理ソフトの本格運用の開始、特許出願に関

する研修等の実施、学内論文発表における新規性喪失防止ガイドの設定」にか

かる計画に対し、「e-ラーニング参加者数が０人の理由をお聞きしたい、また特

許出願・登録の促進は好ましいことだが、件数の増加により、出願費用、維持

費用が大学にとって大きな負担となってくる。大学経営の財務状況などから、

数値によるガイドラインを定めたうえで、特許出願件数向上をめざすとともに、

知財そのものの質を高めていく努力が必要かと思うが、どう考えているか。」と

いうご意見です。法人の回答は、「e-ラーニングの参加者数については学内ポー

タルサイトそのものに課題があったことによるためであり、今後について検討

をしているところである。また特許出願については、第二期中期計画期間の早

期において計画下限の 80件を達成することを念頭においており、第１段階とし

て出願件数の確保、第２段階において出願内容の質の向上を図ることを考えて

いる。現在は第１段階である。次に、出願については、企業との共同出願と単

独出願を想定しており、共同出願は費用を企業負担としている。単独出願につ

いては、大学負担であるが、特許出願後に、企業との共同研究の成約を目指し、

契約時に当該特許を譲渡することも含め、その際に企業から受領する金額をも

って、当初の出願費用をまかなうことを想定している。また、仮に共同研究を

希望する企業が現れなかった場合については、審査請求をせず、特許を放棄し、

出願時の費用負担以上の負担を回避している。」などの回答になっております。 

14ページの項目 50は「中小企業家同友会との包括連携の拡充」にかかる計画

に対し、「ホームドクター利用会員数基準の判断でなく、利用実績で自己評価す

べきではないか。」というご意見ですが、法人の回答は、「府大市大の共同オフ

ィスではホームドクター制度の普及に重点を置いて、地域産業界からのニーズ

に対応できるように体制を作ることが重要と考えている。その結果として会員

企業からの相談件数増加に繋がると計画している。平成 24年度ホームドクター

会員企業からの技術相談は 82件であった。」との回答になっております。 

項目 59-２は「５大がん及びその他のがんについて「がん地域連携クリティカ

ルパス」の推進を図るなど、医療連携の強化を進める。」という計画に対し、「胃

がん、肺がん、肝がんの地域連携パスは、まだ運用が開始されていない。評価

はⅡが妥当ではないか。」というご意見ですが、法人の回答は、「胃がん、肺が

ん、肝がんについても、大阪府統一型がん地域連携パスに基づき、市大病院用

がん地域連携パスを作成しており、今後市大病院医療連携「Face to Faceの会」

を通じて、学習会並びに交流会の開催、また、関係医療機関へ計画的に働きか

けを行い後方支援病院の拡充を図り、パス運用に向けて進めていく。」との回答

になっております。 
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項目 61-２は「学長裁量経費」にかかる計画に対し、「学長裁量経費は年々減

少しており、評価はⅡが妥当ではないか。」というご意見ですが、法人の回答は、

「実績金額が年々減少しているのは、他の経費と同様に本経費の予算額そのも

のが縮減されている影響もある。」との回答になっております。 

15 ページの項目 63-１は「都市研究プラザ、複合先端研究機構、抗疲労研究

拠点の支援体制を整備する。」という計画に対し、「支援体制を整備すべく、人

員増加を要請していたが、組織改編を含めて本年度での人員確保ができなかっ

たという記載がある。「支援体制」というのは具体的にどのような内容なのか」

というご意見ですが、法人の回答は、「「支援体制」とは、全学的プロジェクト

として研究環境の整備と外部資金獲得のための支援を行うことであり、事務的、

技術的支援等を行うための人員の配置については平成 24年度中には達成できな

かった。平成 25年４月から複合先端研究機構では、新たに研究補佐員４名を配

置し、研究支援課では、平成 25年６月から複合先端研究機構および人工光合成

研究センターの体制整備のため、事務職員１名、技術職員２名、専任コーディ

ネーター１名を配置している。」との回答になっております。 

項目 82-２は「安全保障貿易管理体制を整備するとともに、教職員の意識高揚

を図る。」という計画に対し、「大学において安全保障貿易管理に関わる事例と

はどのようなものか。もし、大学においても当該規程に関わる案件が多いとす

れば、教員への浸透もさることながら、承認システムに組み入れた運用が必要

ではないか。」などというご意見ですが、法人の回答は、「大学における安全保

障貿易管理は大きく分けて２つあり、指定国からの留学生、研究者の受入と海

外への研究情報提供、サンプル・メールデータ・PC の持出などがこれに該当す

るということですが、海外からの留学生、研究者の受入は研究支援課にて事前

チェックできる体制になっているが、教員の海外とのメールデータの送信、PC

の持出などについては、十分に認識浸透ができていない。今後、教員の危機管

理意識を向上させるべく、説明会や研修会など、実施していく。」との回答にな

っております。以上です。 

 

（楠本委員長） 

7 ページからのそれぞれの項目についてのご意見について確認してまいりま

す。 

項目６-１について、大学教育研究センターの授業の受講者が減少傾向にある

のではないかというご意見ですが、法人の回答では、科目が変わったことや WEB

履修制度により、過剰に登録しなくなったことが一因とのことです。ただ途中

でやめてしまう学生が少なくなったので、実質的にはいい傾向になっていると

いうことですが、いかがでしょうか。また「大阪市大でどう学ぶか」というユ
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ニークな授業も、減っているのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

大学教育研究センターの提供科目の受講者については、GPAが導入されたこと

もあって、学生がかなり慎重に登録するようになったこともあると思います。

「大阪市大でどう学ぶか」については、今年度は増えています。毎年少し変動

があって、人数が多い年と少ない年があるように感じています。また「大阪市

大でどう学ぶか」は今年から内容が変わりまして、より学生が興味を持てるよ

うな内容にしております。そういうシラバスを入れるようにしていますので、

変動もあるのではないかと思っております。 

 

（楠本委員長） 

 大学教育研究センターはいろんなところで頑張って活動しておられるように

思います。受講者数が減ったけれども、見かけ上のことで、実際にはちゃんと

提供されているということですね。提供される科目数はだいたいこれで安定し

たのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

そうですね。これと初年次セミナーは、現在の教員でまかなっている数から

して適当ではないでしょうか。 

 

（堀委員） 

今のお話では、受講者数が実質的に大きく減少しているわけではないので、

Ⅲ評価でいいのではないかと思います。 

 

（楠本委員長） 

では、Ⅲ評価ということにしましょう。 

次の項目８-２は、リサーチ・アドミニストレーターの申請に応募したが、残

念ながら採択されなかったということです。採択されて、人が採用出来たらや

ろうとしていたことを、今までのコーディネーターが、なんとかこなしておら

れる。これは申請するという計画で、採択されなかったということでⅡという

評価ですが、市大で決められることではないので判断が難しいと思うのです。

大学から補足いただくことはありますか。人が採用できず、コーディネーター

がその役割を担われたけれど、大変だったということが書いてありますが、こ

れからどうされるかなどをお聞かせください。 
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（宮野理事兼副学長） 

昨年度は結果として不採択になったということが大きいのですが、それに対

する代替措置がすぐにとれていません。緊急対応として、従来からいるコーデ

ィネーターを当てているのですが、本来はリサーチアドミニストレーターとコ

ーディネーターの役割は位置付けが違いますので、将来的には、リサーチアド

ミニストレーターを措置していくということを目標にしないといけないと思っ

ております。実は今年度に入ってから COI という別の国の競争的研究資金、セ

ンターオブイノベーションというプログラムが始まり、これについて申請を行

う予定です。これが採択されますと、リサーチアドミニストレーターを雇用す

ることができますので、将来的にこの枠組みのなかで実現していくことを目標

にしているところです。 

 

（楠本委員長） 

これは申請されましたが、残念ながら採択されなかったということで、評価

はⅡでよろしいですか。どなたかがこの役割をこなして、研究をうまく回して

いかないといけないということでその努力はされている。来年度に期待したい

と思います。 

次の 11-１は重点項目ですが、これはご質問が高度専門社会人が養成されたが、

その実態がよくわからないので説明してほしいというご意見で、それについて

説明がありましたが、これについてはいかがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

在学生・修了生の１割がプロジェクトで研鑽されたということですが、この

数字は大きいと考えられるのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

評価は難しいとは思いますが、創造都市研究科は、平日の夜と土曜日にやっ

ておりまして、大部分が社会人ですので、プロジェクトに参加すること自体が

困難です。その中で１割でも参加するのは大変なことだと考えています。 

 

（楠本委員長） 

1割は多くないなと思ったのですが、大学としては高度専門社会人を養成する

ための努力は十分に行えたということですね。 

 

（堀委員） 

 これはⅢ評価でいいのでないでしょうか。 



14 

 

 

（楠本委員長） 

自己評価について十分説明していただいていると思いますので、Ⅲ評価とい

うことにしましょう。 

 次は項目 21ですが、いろんな工夫をされて、図書館の入館者数が順調に増え

ているということですが、自己評価Ⅳは高すぎるのではないかということです。

電子ジャーナルは検討委員会を立ち上げたということですが、何か成果が得ら

れたということですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

電子ジャーナルの来年度以降の取組については、委員会を設けましていろい

ろな視点から検討し、また各学部でも十分に検討いただきまして、今年度に入

ってから、最終的なまとめが出来たところです。昨年度はその過程として何度

かワーキングを開き、委員会を開催しました。 

 

（楠本委員長） 

それについても十分に活動できている、学術情報センターの活動は目標を上

回っているので、Ⅳ評価だということですね。  

 

（堀委員） 

おそらくラーニングコモンズの充実が、この項目の中での評価に大きく影響

しているのだと思います。それはそれで結構ですが、年度計画にある開館日、

時間の拡大についてはどうだったのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

図書館の開館については、平成 24年度に検討し、25年の４月から土曜日の開

館時間が延長され、日曜日も開館することになりました。 

 

（堀委員） 

計画されていることに対して、実績があるならⅣ評価でいいのではないでし

ょうか。 

 

（楠本委員長） 

24 年度に十分検討されて、図書館の充実は非常に成功されているようです。

これはⅣ評価でよろしいですか。ただ、成果が出たのは今年度なので、その実

績を先取りして評価するというのはどうでしょうか。 
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（堀委員） 

平成 24年度に成果につながった取組がなされているということですから、い

いのではないでしょうか。 

 

（岡野委員） 

計画は「充実を図る」ですから、平成 24年度に実績につながる取組をなされ

たということで、よろしいかと思います。 

 

（楠本委員長） 

次の項目44ですが、QOLの取組があまりうまくいかなかったということです。

これは相手のあることで、大阪市や中学校などとの取組が出来なかったという

ことですね 

 

（喜多委員） 

この項目については、大阪市主催の研修会等は確かに未実施ですが、この下

に書いてある QOL プロモーター育成プログラムや生活改善など他の４項目は結

構きちんと実施されていると思うのですが、これらについては評価されていな

いのですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

昨年度予定しておりましたある中学校との連携ですが、QOLプロモーター育成

事業の延長線上にかかわって行う予定でしたが、中学校の事情もありまして実

施できませんでした。ご承知のように、QOL プロモーター育成事業は現代 GP と

いう国の補助金をもらっており、補助金が終了した後も法人の自己資金で継続

をしてきておりまして、地元住吉区とはかなり深く連携して行ってきておりま

す。そういった流れの中でみますと、昨年度はⅢ評価というには少し低い状況

ということでⅡ評価にしたところです。 

 

（楠本委員長） 

具体的に中学校との連携ができなかったことが印象として強かったのかなと

いう気がしますね。大学としては連携するのは地元の住吉区に限らざるを得な

いのですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

特にそういうことではありませんが、QOLプロモーター育成事業はもともと住
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吉区と始めました。その延長線上には東住吉区と関連した事業の実績もありま

すので、住吉区に限ったことではありません。 

 

（楠本委員長） 

いかがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

今のご判断でしたら評価はⅡかなという気がしますね。 

 

（楠本委員長） 

相手があるということですから、来年度以降はまだ分からないということで

すね。これを復活するのではなく、来年はまた別のことを考えられるのですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

今年度に入りまして、別の視点でございますが、防災関連につきましては、

住吉区だけでなく、住吉区、近隣の住之江区、西成区、この３区との連携協定

を結び、地域防災に関わる協議会を立ち上げまして、そちらとの連携を始めて

おります。ちょっと視点を変えながら、広く継続していきたいと考えておりま

す。 

 

（楠本委員長） 

この項目は、昨年度は少し活動がうまくいかなかったということで、Ⅱ評価

でよろしいでしょうか。 

次の項目 47は、リサーチ・アドミニストレーターが採用できなかったという

こと、複合先端研究機構は活発にされているが、都市研究プラザの方がどうか

といったご意見です。 

これは達成水準に数値目標を設定していて、そのほとんどの項目で達成でき

ている、また民間との共同研究、技術相談などは想定していた件数を大きく上

回っているので法人の自己評価はⅣ評価としているということです。リサー

チ・アドミニストレーターが採択できなかったのはあまりマイナス点にはなら

ないと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（堀委員） 

法人の回答にありますように、多くの項目で、達成水準を超えています。リ

サーチ・アドミニストレーターの件については、８-２の重点項目はⅡ評価にし

ました。該当項目は「申請する」という計画で、申請したのに駄目だったから
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Ⅱ評価というのは辛口な評価だとは思ったのですが、その評価をこの 47の項目

に持ち越すことはないのではないかと思います。この項目では申請をされて、

結果は駄目だったのだけれど、それが特段まずいことではないので、達成水準

を５項目を達成しておられるし、Ⅳ評価でいいのではないかと思います。 

 

（楠本委員長） 

 堀委員が触れられましたが、項目８-２で申請するという計画で採択されなか

ったからⅡ評価としましたが、少し辛口でしたね。この項目では非常に活発に

活動されていて、いろんな目標を達成されておられますし、Ⅳ評価でいいので

はないでしょうか。ちなみに都市研究プラザの獲得金額は、大きいものなので

しょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

都市研究プラザは文系を中心とした分野ですので、文系の分野でこの金額は

決して少なくはないと思います。 

 

（楠本委員長） 

ではⅣ評価ということにいたしましょう。 

次は項目 48の特許関連の話ですね。e-ラーニングの実施者がゼロとなってい

ますが、実施に際して PRの仕方に問題があったということですか。 

 

（堀委員） 

ポータルサイトそのものに問題があったというのは具体的にはどういうこと

でしょうか。アクセスしにくいところにあったということでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

ポータルサイトのかなり深いところにあって、なかなかたどりつけないとい

うことで設計が悪かったと考えています。これは昨年度から継続的に解消する

ように検討しております。 

 

（楠本委員長） 

特許の出願件数は、非常にいいのかなという気がしますが、Ⅱ評価にしてい

るのは e-ラーニングの参加数が影響しているのでしょうか。また特許の出願が

多くなると、財政的な負担が大きくなるのではないかというご意見でしたが、

これは回答にありますようにいろいろ配慮されているということでよろしいで

しょうか。 
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（喜多委員） 

特許の出願についてはそれでいいと思います。ただ、e-ラーニングの参加数

だけでⅡ評価と判断していいのでしょうか。特許の出願件数とか登録とかはク

リアされていて、それ以上の実績が出ていますし、Ⅱ評価というのはちょっと

厳しいかなと思います。 

 

（宮野理事兼副学長） 

この項目でのマイナス点は、ご指摘いただきましたように e-ラーニングのと

ころで、それ以外はほぼ水準を達成しています。 

 

（楠本委員長） 

e-ラーニングについては、今年度以降きちんと対策を講じられるということ

ならⅢ評価でもいいのではないでしょうか。 

 

（堀委員） 

Ⅲ評価でいいのですが、計画は申請件数を対象にしているのではなく、特許

の管理をどうするかということですので、研修しているとか、知財のハンドリ

ングについて、大学として、適切な管理体制を作っているかというのが設問な

ので、特許件数があるからいいというわけではないと思います。 

 

（楠本委員長） 

おっしゃるとおりだと思います。そこは回答のところできちんと書いておら

れますね。それならⅢ評価ということにしたいと思います。 

次の項目 50は中小企業対象のホームドクター制度に関してですが、コメント

は会員数ではなく利用実績を評価すべきでないかということですが、回答では

会員の普及に努めていて、実際には技術相談も結構あるということですが、い

かがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

会員数に対して、利用率が 3 分の１なので結構高いのかなとは思ったのです

が、実際どういうものなのでしょうか。高いと考えていいのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

会員数は順調に増えています。ご指摘の利用率での判断はなかなか難しいの

ですが、本学の産学連携については大企業対象のものと中小企業対象のものが
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あり、これは中小企業を対象とした取組の目玉の一つです。実質的に数が増え

ているので、期待に応えられているのではないかという自己判断です。 

 

（楠本委員長） 

24年度は目標以上の会員数の獲得が出来たということで、Ⅳ評価ですね。 

うめきたのことが書いてありますが、健康科学は医学部が中心になっているの

でしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

健康科学の方は医学部だけでなく生活科学部や都市・健康スポーツ研究セン

ターなどで幅広く取り組んでおります。 

 

（楠本委員長） 

この項目はⅣ評価でよろしいでしょうか。 

次の５大がん連携クリティカルパスについてですが、胃がん、肺がん、肝が

んについての運用がまだ開始されていないということですね。 

 

（堀委員） 

５大がん連携クリティカルパスについては、もう少し努力してほしいという

思いから、少し辛口のコメントをしましたが、全く進んでいないということで

はないので、Ⅲ評価で結構です。 

 

（楠本委員長） 

次の項目は学長裁量経費についてです。学長裁量経費の金額はだんだん下が

っていっているのにⅢ評価になっているのはどうかというご意見ですが、全体

の予算の中での減少ということですが、学長裁量経費として、対象とされてい

るものが少なくなってきたのですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

項目 61-２につきましては、学長裁量経費としては減少していますが、ここで

の自己判断は、金額ではなく内容として評価しています。平成 23年度から学長

裁量経費とは別に理事長裁量経費を別立てにしました。平成 22年度までは学長

裁量経費だけだったのですが、教学的なものと運営的なものに分けて、学長裁

量経費は教学的な内容を中心に支援するということにしました。金額は下がっ

ているのですが、別に理事長裁量経費があるので、金額は問題にせずに、内容

として判断しました。例えば、昨年度は高校化学グランドコンテスト、これは
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数年前から、府大と共同で行っており、全国的に注目を集めているものでして、

こういった学長裁量経費としてふさわしいものを継続的に支援できているとい

うことで評価しました。 

 

（楠本委員長） 

理事長裁量経費を別に設けられたということですが、学長裁量経費も理事長

裁量経費も市立大学全体の予算の中から配分されているものですね。この項目

はこれでよろしいでしょうか。 

次は項目 63-１についてですが、都市研究プラザ、複合先端研究機構、抗疲労

研究拠点の支援体制を整備するという計画ですが、人工光合成センターは今年

度スタートしておりますが、Ⅱ評価としているのは、複合先端研究機構、抗疲

労研究拠点で人材を確保できなかったということでしょうか。 

 

（喜多委員） 

人員の配置が達成できなかったのですが、平成 25年度からは一応できている

のですよね。微妙なところですが、平成 24年度に人員配置の意思決定ができて

いるなら、Ⅲ評価でもいいのではないかと思うのですが。 

 

（堀委員） 

私はⅡ評価でいいのかなと思います。「支援体制の整備に努める」ではなく「支

援体制を整備する」という計画ですから、24 年度中にできなかったということ

でしたらⅡ評価ではないでしょうか。 

   

（楠本委員長） 

 平成 24年度にできなかったということで、Ⅱ評価のままにいたしましょう。 

次の安全保障についての項目ですが、安全保障貿易管理委員会の立ち上げが

出来なかった、想定よりも勉強会の規模が小さかったということです。管理の

体制整備、また説明会、研修会を通じて認識を高めるということが十分できな

かったということですね。 

 

（宮野理事兼副学長） 

安全保障貿易管理は対共産圏に対する輸出の規制ですが、大学におきまして

は知的財産、守らないといけないものを無防備に外国に、指定されている国に

流してしまうということをいかに規制するかということです。当然企業はきち

んとされていますが、大学では、留学生などが研究成果をそのまま持ち出して

しまうといったようなことをいかに管理するかなど、なかなか難しいところで
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す。教員を中心に研究担当者の意識改革といいましょうか、しっかりと何を注

意しないといけないかということを理解してもらう、そのために研修会、セミ

ナーを数多くしていかないといけないと思っておりますが、まだ十分でないと

いうことで、Ⅱ評価にしております。 

 

（楠本委員長） 

この項目については、これから充実させていくということで、Ⅱ評価という

ことにいたしましょう。教員だけでも大変ですが、そこに留学生が加わるとさ

らに大変ですね。 

 ここまでで、業務実績報告書に関する各委員のご意見・ご指摘のうち評価の

妥当性についての議論は、次回に持ち越すことなく終わりになります。 

 次に、ご意見のうち「取組実績・判断根拠について意見のある事項」に入り

たいと思います。ここでは参考資料２－１「各年度終了時の評価手順について 

３（１）項目別評価 イ 大項目評価」に基づき、それぞれについて、委員会

としての意見・指摘事項や特筆すべき事項として取り上げるかどうかなども含

めて、ご意見等を述べていただきたいと思います。 

では、事務局より説明をお願いします 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

それでは資料２-２の 17 ページをご覧ください。自己評価の妥当性以外に意

見のある項目についてですが、一番上は業務実績報告書２ページの記述に対す

る質問です。「二つの方向での産学連携の充実」の二つの方向とは何かというご

質問ですが、大学からの回答は『「新・市立大学」像』にて示された社会貢献の

取組みにおける「先端的研究分野での産学連携」と「地域にねざした産学連携」

の二つをさしている」との回答です。 

項目５は「新しい全学共通教育のカリキュラムを編成、初年次教育教材を拡

充する」という計画に対し、「大学教育センターの初年次セミナーについて 約

1,500人の新入生に対し、極めて少数しか受講していないことになる。全員の受

講を必須とし、かつ「大阪市大でこう学んでほしい」という、大学としての積

極的な姿勢を打ち出し、新入生の学ぶ意識の方向付けをするべきではないか。

また初年次セミナーは縮小傾向ではないか」というご意見ですが、法人の回答

は、「第二期中期計画期間においては初年次教育の科目を、各学部の専門教育科

目として１年生全員に受講させるとともに、より幅広い総合的な学びへの動機

づけを目的とした発展的な初年次教育科目を、全学共通教育で選択科目として

提供することになった。「大阪市大でどう学ぶか」と「初年次セミナー」は後者

の選択科目に当たる。このような位置づけであり、１年生全員に受講させる必
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要はないと考えている。また初年次セミナーは平成 24 年度と平成 25 年度には

５科目ずつ提供されており、「縮小傾向」とまでは言えないかと考える。繰り返

しになるが、大学での学びへの移行を促す初年次教育科目は、各学部の専門科

目として１年生全員に提供されている。」との回答になっております。 

次の 19 ページ項目６-２は「各学部・研究科において、インターンシップの効

果的な活用等により、キャリア支援を図る。」という計画に対し、「一般的に博

士号取得者に関して言えば、昨今のポスドクの増加に加え、企業とのミスマッ

チも増え、博士号保持者が希望する就職ができないという問題が顕在化してい

る。博士後期課程終了後のキャリアパスイメージを持って、学業に専念するこ

とが必要かと思う。そういう意味で、当該事業の対象者の幅をもっと若年層に

まで広げてはどうか。」というご意見ですが、法人の回答は、「補助金を事業に

充当できる対象はポストドクターに限定されているが、ご意見のようにキャリ

アパスの形成は早い段階から学生の成長に合わせて繰り返し行うことが必要で

あると考えている。そのため、企業経営者を講師とする「技術経営論」を、補

助事業の目的に合わせて「技術経営特論」として内容を見直して前期博士課程、

後期博士課程にも拡張するなど若年から成長段階に合わせて理解できるように

改善している。」との回答になっております。 

次のページ項目７は「大学院のあり方を全学的に検討し、大学院課程におけ

る教育・研究支援等の充実策を検討する。各研究科においても、専門性の高い

研究者等を養成する。」という計画に対し、「英語のみで終了できるコースの設

置についてどの学部に適応していくのか。工学部専門科目「技術経営論」を全

研究科に公開したことについてお聞きしたい。」というご意見ですが、法人の回

答は、「英語のみで終了できるコースについて、文系４研究科を横断する英語の

みで修了するコースの実現について検討中である。「技術経営論」の公開につい

ては、平成２５年度から工学研究科の正式科目「技術経営特論」として全研究

科に提供できるよう制度化を行った。大学院教育充実のための施策の一つとし

て今後の実質化のための第一歩を踏み出せたものと考えている。」との回答にな

っております。 

21 ページ項目８-１は「戦略的教育経費」にかかる計画に対し、「教育体制は

継続して行わなければ価値が生かされにくいかと思う。このような取り組みを

単年度限りになる恐れのある戦略的経費と位置づけるもので賄うことについて

のお考えはどうか。」というご意見ですが、法人の回答は、「御指摘のように単

年度で事業が終了することもありえるものの、実施事業への支援や実施終了後

の継続支援なども本件支援において対象としており、支援するべき事業を採択

する制度としている。また、採択されなかった事業については、必ずしも廃止

されるわけではなく、初期段階の費用を本件支援や外部資金等でまかない、そ
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の後運営費用を抑えた上、各研究科等の予算の範囲において継続することもあ

る。」との回答になっております。 

22ページ項目９は「社会人教育の充実」にかかる計画に対し、「社会人対象入

試の人数集計を学部＋院ではなく、別々に記した方が判断できることもあるよ

うに思う。また医学部社会人入学博士課程の具体的カリキュラムはどうなって

いるのか」というご意見ですが、法人の回答は、「人数の集計について、今後は

そのように表記する。」として別々にしたデータを回答に記載しております。ま

た「医学部社会人入学博士課程の具体的カリキュラムについては、大学院博士

課程は研究指導が入学者にとって最重要科目になりますので、入学希望者の受

け入れの際には、社会人入学希望者を含む全ての入学希望者に対し、必ず受入

予定教室での事前相談の場を設定しています。入学後、指導の時間帯に関して

も、朝昼の時間帯から夜間まで、フレキシブルに実施しています。修士課程に

ついては、理工系出身の方や、コメディカルの方が中心の受け入れ状況になっ

ています。薬学関係の方については、博士課程への出願が可能であり、修士課

程に出願される方は皆無の状況です。」との回答になっております。 

項目 11-２は「各研究科において、都市や地域の活性化を担う高度専門社会人

を育成する。」という計画に対し、「「医療福祉マネジメント」研究における社会

人 12人は、高度専門社会人として顕在化できるグレードを取得できるのか。ま

た法曹養成達成水準は 60 人であるが、司法試験合格は 18 人。目標達成の将来

像はどのように考えているか。」というご意見ですが、法人の回答は「社会人プ

ロジェクトに所属する社会人は医療や福祉のマネジメントの現場での課題を解

決するために参画しており、研究成果を現場に持ち帰ってもらう。資格として

は経営学の修士の資格を修得することになる。また司法試験に関しては今後と

も全国平均を上回る合格率を確保することが目標である。ただし現在法曹養成

制度について大幅な改革が政府に設置されている法曹養成検討会議において試

みられており司法試験合格者数についても見直しが計られる可能性が高いこと

から、今後の司法試験の平均合格率の数値については予想が困難である。」との

回答になっております。 

24 ページ項目 14-１「グローバル人材の育成を目的とした副専攻コースを設

置するための準備を行う。」という計画に対し、「新入生約 1,500 人に対し、当

該コースの該当者が 40人であれば、グローバル人材育成のためのプログラム参

加数として少なすぎるのではないか。またグローバルコミュニケーションクラ

スの TOEFEL80+ クラスというのはどういうものなのか」というご意見ですが、

法人の回答は「グローバルコミュニケーションコースの設置は、40 人程度を予

定しており１クラスで運営する予定である。トップアップコースとして設置す

るものであり、入学時から力がありながら入学後は噴きこぼれている学生に力
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をつけてもらうためである。ボトムアップについては、従来からのネイティブ

が全１年生を 25人の少人数クラスを教える方法を継続しながらグローバル人材

の育成を行う。」との回答になっております。 

25ページ項目 15-１、17、18-１につきましては、それぞれ教育研究センター

におけるさまざまな計画に対し、「取組実績が重複している」というご意見です

が、法人の回答は「各項目の中期計画はそれぞれ内容を異にするものである。

しかし、それぞれを各年度の計画に落とし込み、年度計画の達成に向けた取組

において、重複したものがありえる。これらは、１つの取り組みが複数の観点

で捉えることができる場合や基礎情報として共通して利用できる場合など、

様々な場合がありえると考える。しかし、ご指摘のとおり、今後さらに精査し、

中期計画の達成に向けたより優れた年度計画となるように努力していきたいと

考えている。」との回答になっております。 

29ページ項目 16は「厳正な成績評価及び学位審査」にかかる計画に対し、「各

学部における GPA の利用方針の現状、今後の具体的方針について」のご質問で

すが、法人の回答は各学部での取り組み状況を記載しています。若干それぞれ

の学部によって違いがあるようです。 

31ページ項目 28は「「都市科学」分野の研究を重点的に実施する。」という計

画に対し、「大阪市立大学の人工光合成研究は優れたもので成果が期待されるが、

これを都市科学研究と結びつける必要は無いのではないかと感じる。この研究

については複合先端研究の項でも中心として述べられている。同じものが繰り

返し述べられていることに少し抵抗感がある。都市科学研究としては都市研究

プラザを継続して維持していること、文理融合などのユニークでかつ成果の期

待される研究が始まっているように思うので、十分な内容があると思う。また

JST 研究開発公募の採択はどうなったか。」というご意見ですが、法人の回答は

「本学は大阪市にキャンパスを構える唯一の総合大学として、都市型の研究課

題を一つのテーマとしている。その中で、人工光合成研究はグリーンイノベー

ションとして、化石燃料以外の都市でのエネルギー転換の可能性を探るもので

あり、都市型スマートエネルギーの研究として位置づけしている。また JST 研

究開発公募については、応募した結果、不採択であった。」との回答になってお

ります。JST研究開発公募については、平成 24年度は不採択でしたが、平成 25

年度は審査待ちの状況とお聞きしております。 

33ページ項目 32は「中期的研究推進戦略を策定、戦略的研究経費の見直しを

行う。」という計画に対し、「戦略的研究経費による研究の成果がそろそろ出て

くることであろう。どの程度の期間で支援の対象が変わっているのか、継続し

て支援を受けている研究がどの程度あるのか、などについてもお聞きしたい。」

というご意見ですが、法人の回答は「平成 24年度に制度を見直したが、前制度
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から 15課題の継続応募があった。新たに応募のあったその他の研究課題とあわ

せ、総合評価した結果、４課題を継続支援することとなった。また、新制度で

は「新重点研究」「萌芽研究」に採択された課題を支援する期間を２年以内、「若

手研究」に採択された課題の支援期間１年とし、複数年の支援を希望する課題

については年度末の経過報告書を審査して継続支援の可否を決定することとし

た。」との回答になっております。 

項目 33は「女性研究者及び若手研究者支援のための補助金獲得、戦略的研究

経費の中で、若手研究者支援枠を整備・支援するとともに、他の研究とのマッ

チングを検討し、大型研究への発展を支援する。」という計画に対し、「若手研

究者支援の具体的な対象と予算額をお聞きしたい。」というご意見ですが、法人

の回答は「平成 25 年４月１日現在において 39 歳以下の本学教員を研究代表者

とした研究を支援対象とし、600万円、１件あたり最高配分額 100万円を予算措

置した。結果、９件 638 万円が採択された。また、支援を受けた研究者の職名

と内訳は、病院講師３名、准教授３名、助教、講師、特任講師各１名の計９名

である。」との回答になっております。 

次は項目 32 と 33 に対して「このようなチャレンジングな研究活動は一年で

は見通しが立たない場合があると思う。そのために一か年の助成でなく２、３

年の助成が必要になることもあろうかと考えられるが、このような助成を積極

的に行う意思はあるのか。」というご意見ですが、法人の回答は「戦略的研究経

費による支援を足がかりとして、科学研究費補助金や国および民間からの受託

研究、共同研究を含む外部資金へのステップアップを期待している。したがっ

て、「新重点研究」、「萌芽研究」に採択された課題を支援する期間は２年以内、

「若手研究」に採択された課題の支援期間は１年とし、チャレンジングな研究

活動へ発展させるための助走期間と位置付けて積極的に推進している。また、

支援期間終了後の継続申請も認めている。」との回答になっております。 

項目 36は「シンクタンクとしての機能をより効果的に発揮するため、各種課

題と教員の研究のマッチングや関係教員による研究プロジェクトの編成を支援

する。」という計画に対し、「シンクタンク機能を支える地域連携センターの機

能と陣容などをお聞きしたい。」というご意見ですが、法人の回答は、「地域連

携センターは、大学の教育・研究活動等を通じた「資源」と「地域ニーズ」の

マッチングを組織的に推進し、地域社会との連携、行政との連携、高等学校と

の連携、公開講座等の各事業を実施している。その構成は、地域貢献担当副学

長であるセンター所長 1 名、兼任教員の副所長２名、専任コーディネータ―１

名、各研究科より選出している運営委員会委員 16名である。また、事務体制と

しては係長１名、係員３名が当該業務を担当している。」との回答になっており

ます。 
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項目 39は「大阪市立工業研究所、大阪市立環境科学研究所等との共同研究数

増や連携大学院の取組みなど実質的連携を拡充する。」という計画に対し、「大

阪の研究機関との連携は、文系については難しいのか。」というご意見ですが、

法人の回答は「文系研究科による取組については年度計画の項目 38の記載にあ

るとおり、博物館との連携強化を図っていることに加え、以下のような様々な

取組みが実施されている。」として、回答に具体的な取組内容が記載されていま

すのでご確認ください。 

項目 49は「人工光合成研究産学連携拠点を整備し、それを中核とした共同研

究講座の開設を図る。また工学研究科においても共同研究講座を開設するため、

さまざまな研究環境の整備について検討する。」という計画に対し、「人工光合

成研究に企業の参加を勧誘したものの成約には至っていないとの記述がある。

企業の協力が得られなくても研究の進展に懸念はないのか。」というご意見です

が、法人の回答は、「平成 25 年度に入り、実際に人工光合成研究センターが開

所されてからは、既に１社の参加が決定している。今後、さらに企業との共同

研究が加速される見込みであり、研究の進展には懸念ないと確信している。」と

の回答になっております。 

項目 52は「国際化 1stアクションプランの着実な実行、国際化に関する業務

内容のうち、戦略的に集約が必要なものについて調査する。」という計画に対し、

「国際センターの陣容はどの程度のものなのか。」というご意見ですが、法人の

回答は「教員は、所長、副所長あわせて４名で、すべて兼任となっている。副

所長３名は、それぞれセンター業務全般担当、海外拠点担当、阿倍野地区担当

というような役割分担にしている。職員は、一部兼任の者を含めて７名で、う

ち２名は外部資金を活用して雇用している。」との回答になっております。 

項目 61-１は「理事長兼学長のリーダーシップが発揮できる法人運営管理体制

を構築する。」という計画に対し、「市大の大きな変革の時期に当たって多くの

組織が設置されて機能しているものと思われるが、これらの組織の役割分担は

明確に規定されているのか。」というご意見ですが、法人の回答は、「市大ＰＴ

については執行役員会で承認され、その任務について定義されている。その他

の組織の役割等については大学の規定により定められている。」との回答になっ

ております。 

項目 63-２は「教員体制やその人事制度について検討する。」という計画に対

し「人事委員会の設置と全学的な人事管理体制をとったことのメリットについ

て。また、市大 PT は府大との一体化を念頭に設置されたものか。教員組織と教

育組織の分離は統合準備に当たって議論されていたから、それを先取りするよ

うな意図で市大でも先行的に試されるのか。」というご意見ですが、法人の回答

は「教員人事については、採用等の申出を行う部局の長、それ以外の部局の長
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等で構成される人事委員会を設置し、採用等の申し出内容及び選考委員会によ

る評価報告の内容を審議し、理事長がその選考結果の報告により採用予定者を

決定している。このように、中立な立場の委員が採用に至る経緯・採用基準等

を判断し決定するという客観性・透明性が確立され、厳格なルールのもとで行

わることとなった。また、人事委員会設置により、戦略的な人事が推し進めら

れた事例として、人工光合成研究において、次世代燃料の生成に関する研究推

進体制の整備に向けて、学長発議により教員の採用人事を行ったことが挙げら

れる。市大 PTについては統合の有無に関わらず、本学が改革しなければならな

い諸課題について、改革案を学長に提案するために設置されたものである。」と

の回答になっております。 

項目 86 は「安全衛生」にかかる計画に対し、「作業環境測定によって改善す

べきとされた箇所はいずれも問題なく解決されたのか。経済的な負担について

はどのように対応されたのか。安全確保のための定期的な職場巡視は、労働安

全コンサルタントによるものだけか。緊急シャワーの点検が長年未実施であっ

たとすれば内部巡視がおろそかになっていたのではないか。やはり第三者巡視

と内部巡視の徹底が必要かと思う。」というご意見ですが、法人の回答は「後期

の作業環境測定において、第２管理区分が２か所、第３管理区分が１か所発生

した。ただちに当該研究室に改善策を求め、安全な作業手順確認、適切な取り

扱い方法の徹底、可能なものは使用薬品を変更するなどの対策も講じた。さら

に、産業医の巡視も行い、作業者の健康が守られるような使用方法について直

接指導を行った。なお、第３管理区分の結果が出た研究室は、対策後に再度作

業環境測定を実施した結果、第１管理区分であることを確認した。職場巡視は、

労働安全コンサルタントに加え、定期的に各研究科において実施している。ま

た、緊急シャワーの点検は、建物・設備の老朽化もあり点検がなかなか進まな

かった経緯があったが、今年度から、施設・設備の老朽化の状態を確認しなが

ら業者委託により実施することとした。今後とも、職場巡視は、有害物質等に

起因する健康障害を防止するとの観点から、内部巡視だけでなく、第三者の巡

視も必要と考えており、平成 25年度においても、引き続き実施したいと考えて

いる。」との回答になっております。以上です。 

 

（楠本委員長） 

みなさんからたくさんの意見をいただき、法人からも丁寧に回答いただいて

おります。これらについては、時間が定刻を過ぎそうですので、もし特にご意

見があるようでしたらおうかがいいたします。 

これまでの評価委員会で何度も話題になったのは GPAについての扱いですが、

相変わらずだと感じました。初年次セミナーについても、位置付けがはっきり
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しないように感じています。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

次の評価委員会の時にさらに詳しくお聞きされたい項目がありましたら、そ

れぞれの委員の皆様のところにご意見をお伺いに行きますので、その時にご意

見をおききしたいと思います。 

今の段階で、ご意見を言っておきたい、詳しい説明を聞いておきたいという

ことがありましたら、今、ご意見をいただければと思います。 

 

（楠本委員長） 

次の評価委員会まで、まだ１月ほどありますので、この間に事務局が皆様の

ところに伺いまして、調整いたしますが、今、何かご意見ございますか。 

グローバルコミュニケーションコースは目玉だと思いますが、これは副専攻

ですか。別の専攻があって、英語がよくできる学生を集めて教育するというも

のでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

今年度からの開始でして、まだ試行ですので、副専攻という名前にはなって

いませんが、来年度は、グローバルとグローカルの副専攻を構想して、全学部

の学生を対象にしていきます。 

 

（楠本委員長） 

優秀な学生が選ばれて、学生にとっては成果もあるでしょうが、負担もある

のではないでしょうか。４年間続くのですか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

基本的には１、２年生の間に取っていただくように設計しています。 

 

（楠本委員長） 

試行されて、これから検討されるということですね。岡野委員、GPAについて

ご意見ありませんか。 

 

（岡野委員） 

私の所属大学では、法学部ですが、トップクラスの人たちに少人数で集中的

に勉強させる特別のコースを作り、２回生になった時に、40 人を選考するよう

にしました。初年度は希望者が 40人に満たなかったので選考はなかったのです
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が、その時の選考基準に１回生の時の GPAを使うようにしました。GPAは学内お

いてもこういう形で使えますし、留学には必ず必要なものです。市立大学では、

各学部特色があって一律に GPA を導入するのは難しいでしょうが、例えば各学

部の中で、成績上位者を選考するようなニーズはないのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

成績優秀者の選考には各学部、GPAを使っております。ただ商学部は GPAが卒

業基準になっておりますが、それ以外の学部はちがいます。また GPA が悪い学

生については、個別に相談のるというようなことには利用しています。 

 

（岡野委員） 

私の大学では、MDS、いわゆる副専攻のプログラムがあって、全学部ではない

のですが、社会学部に行きながら法学部の単位を取ることができます。さらに

いくとダブルディグリーになり、だんだん増えてきていまして、10 人くらいに

なっています。その学生たちは学部の卒業式でも壇上に上げて、両方の学部の

卒業行証書を与えていますが、前提として MDS プログラムがあります。今はそ

んなに多くないので、希望者全員を受け入れていますが、去年人数が増えかけ

た時に、場合によっては選考しないといけないとなった時に、本学は GPA を全

学部に採用していますので、GPAを見ながら選考することが検討されました。た

だ入った学部ではモチベーションが上がらず GPA が低いけれども、法学部だっ

たら勉強が進むという学生もいるかもしれないので、一概に GPA できってしま

うということにも課題はあるかも知れませんが、何かの形で選考しないといけ

ない時に GPA は使える指標だという認識はありますので、各学部の特色がある

かと思いますが、こういった面でのニーズはあるのではないかということでコ

メントとして申し上げます。 

 

（桐山理事兼副学長） 

ありがとうございます。GPAについては誤解されている教員もいますので、そ

のあたり、啓発しながら工夫していきたいと思います。 

 

（楠本委員長） 

他にご意見がなければ、本日はこのあたりで終わりたいと思います。評価の

妥当性は本日で確認できましたので、次回は法人への意見聴取が中心になると

思います。事務局がみなさまのところに伺いますのでよろしくお願いします。

また次回は評価結果の素案が提示される予定です。重点項目を特に評価すると

いうことになりましたので、評価結果にどう反映させるかということや、委員
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会としての意見、指摘事項も事務局が伺ったときに伝えていただければと思い

ます。 

事務局から何かありませんか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

次の評価委員会は８月 30日に阿倍野の医学部学舎で開催します。次回は財務

諸表の議論もさせていただきます。本日、法人が新たに作成されたファイナン

シャルレポートを配布させていただいておりますので、次回ご説明させていた

だきます。 

 

（宮野理事兼副学長） 

地域連携センターのパンフレットを配布させていただきました。このたびよ

うやく本学の中に開設いたしました。シンクタンクや高大連携、公開講座など

の窓口機能を果たしていきます。参考までにご覧いただきたいと思います。 

 

（楠本委員長） 

それでは、終了いたします。長時間ありがとうございました。 

 


