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平成 25年度第３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８月 30日（金）午後２時～午後３時 45分 

場 所：大阪市立大学医学部学舎 18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 

【法 人】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、石河理事兼病院長 ほか 

【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 ほか 

 

○開会 

（土橋交流推進担当部長） 

本日は、残暑厳しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成 25年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いた

したいと存じます。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。 

[委員会] 

楠本委員長、種田委員、岡野委員、喜多委員、堀委員 

なお、音田委員におかれましてはご欠席となっております。 

[法人] 

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、石河理事兼病院長 

[事務局] 

中村経済戦略局理事、土橋交流推進担当部長 

 

それでは、早速ですが、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） 

それでは始めさせていただきます。第３回評価委員会は、医学部学舎にお邪

魔いたしまして開催の運びとなりました。開催にあたり、法人の皆様にはご準

備等ご配慮いただきましてありがとうございます。 

本日は、西澤理事長ほか、役員のみなさんにご出席いただいております。そ

の他の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ので忌憚ない議
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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。 

それでは議事に入ります。本日は議題が２つございます。１つ目が平成 24年

度業務実績評価について、２つ目が、平成 24年度財務諸表についてです。 

１つ目の議題、平成 24年度業務実績評価につきましては、前回の評価委員会

で小項目評価の妥当性について検討を行ってまいりました。本日は、事務局か

ら各委員に事前に確認いたしました意見聴取事項について、法人から意見聴取

を行い、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。続いて、大項目評価の確定も行ってまいります。 

また、「業務実績評価結果」の原案を作成しています。本日の意見交換等を踏

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。 

次の議題、平成 24年度財務諸表についてですが、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頂戴しております。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まして、次回

の委員会において検討を行いたいと思います。 

それでは、１つ目の議題「平成 24年度業務実績評価について」にはいります。 

資料１－１「法人への意見聴取事項」ですが、意見聴取の内容は、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、あらかじめ法人から回答

をいただいたものです。回答についてだいたい 30 分ぐらいでご説明いただき、

その後、各委員それぞれからコメントをいただきたいと考えております。 

それでは、法人の方からご説明、よろしくお願いします。 

 

（西澤理事長兼学長） 

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兼学長の西澤

でございます。はじめに法人を代表いたしまして、過日、松岡委員長がご逝去

されましたが、長年にわたり本学の評価にご尽力いただきましたことに感謝の

意を表すとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

 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。 

 本学は平成 23 年度に第一期中期目標期間が終了し、平成 24 年 4 月から第二

期中期目標期間が始まっております。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おります。今後も、法人としての
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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、第二期中期計画の二年目となっており、昨年度の年度計画

の成果を評価検証しつつ、ＰＤＣＡサイクルに沿った、より一層の取組強化を

進めるとともに、検討段階の項目についても早急に具体化を図っていかなけれ

ばなりません。さらに現在、積極的に取組んでいるガバナンス改革を中心とし

た市大改革を進めるとともに、新大学ビジョン(案)に沿って新大学案(素案)を策

定したところであり、大阪府立大学との新大学の実現へ向けて具体的な案件の

整理・検討をすすめていかなければならないと考えております。新大学案につ

いては追って設立団体の方から説明があろうかと存じますので、よろしくお願

いいたします。 

 委員の皆様方には、忌憚のないご意見を賜り、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、平成 24年度業務実績の評価についての意見聴取ということで、資

料１-１に記載しておりますことを、６項目の事項について、それぞれ簡単に法

人の見解を、私、またはそれぞれ担当理事からご説明申し上げます。 

はじめに私の方からは①と⑥についてご説明いたします。 

一つ目の①「国際力の強化」の項目では、まず、欧米に向かう対応と協定締

結の推進及び戦略について、本学では従前よりハンブルグ大学、リヨン第３大

学、セルジーポントワーズ大学、オックスフォード大学ハートフォードカレッ

ジ、ビクトリア大学、サンクト・ペテルブルク大学などと大学間交流を図って

おります。これに加えて部局間ではサンフランシスコ州立大学エスニックスタ

ディーズ学部、トーマスジェファーソン大学などとも学術交流協定を結び、研

究者及び学生交流を図っています。また、初めての試みとしては米国ウィーバ

ー州立大学と国際センターが協定を締結し、米国人の短期留学生を受入れ、日

本語・日本文化研修を実施いたしましたが、この研修は本学の学生にも好影響

を与えたため、現在、双方向型の交流について協議中となっております。これ

らの内容にあわせ、今後、本学学生の留学ニーズに対応するためにも国際化ア

クションプランに基づき、欧米の大学間協定の締結に積極的に取組む所存であ

ります。 

次にグローバルコミュニケーションコースついては、本コースは入学時点か

ら能力の高い学生にさらに力を付けてもらうトップアップコースとして設置し

ており、30 名の学生が履修登録を行っております。今後については副専攻制度

の導入の可能性と課題を探るため、検証を行い、より効果的なものとするため、

コースの充実についても検討していきます。 
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以上のような取組みを通じ、新大学案（素案）においても、研究戦略として

「グローバル研究拠点の形成」、教育戦略として「グローバル人材の育成」を挙

げており、外国語力の強化や国際的な学生交流の活性化等により、グローバル

人材の育成を図ることとしております。現在の方向性をさらに進展させること

ができるのではないかと考えておるところです。 

次に⑥「組織体制」の項目で、人事委員会設置による効果と新たに設置した

組織等の位置付けについてですが、まず、人事委員会設置による効果としては、

理事及び副学長に加えて、採用等の申し出を行う部局の長並びに他の部局の長

の５名で構成されます。その選考結果の報告に基づき、学長が採用予定者を決

定し理事長に内申することで、全学的な立場で、委員が採用に至る経緯・採用

基準等を決定する客観性と透明性が確立されてきたのではないかと考えており

ます。また、従前の規程に無かった「学長の発議」を条文に盛り込んだことで、

戦略的な人事を推し進めることが可能となり、具体的には人工光合成研究セン

ターの教員人事を実施いたしました。これらは新大学案（素案）においても、

トップマネジメントを支える仕組みづくりとして重要であると考えており、ガ

バナンス強化による迅速で戦略的な運営力の強化と共に持続的に改革を推進で

きる組織風土の確立を理念として掲げておりますので、そういったことにも合

致するのではないかと考えております。 

新組織の位置付けと役割については、まず学長特別補佐は学長が専任教員の

中から指名し、理事長が任命することとなっており、任務としては新大学ビジ

ョン(案)に沿った新しい大学像の実現と、大学改革を実施するにあたり、研究

科の立場ではなく、全学的な立場で課題を整理することであります。 

次に新大学検討本部は学長を本部長、学長特別補佐も同委員として組織され

る学内の検討組織であります。この間、大阪府立大学との検討機関として新大

学推進会議を設置し、新大学ビジョン(案)の基本方針をふまえた教育組織の再

編等、新しい大学像の実現に向けて現在、新大学案(素案)としてとりまとめを

行ってきたところであります。 

最後に大学改革室は学長が指名する特命副学長が室長となり、学長特別補佐

が参画し、学長ガバナンスの強化、教員組織と教育組織の分離、各推進本部の

強化、組織の見直し、教員評価制度の活用とＰＤＣＡサイクルの確立などによ

り、大学改革の実現を図るため、学長直轄組織として設置しております。 

以上、私の方からの説明を終わらせていただきます。続きまして各担当理事

よりご説明させていただきます。 

 

（桐山理事兼副学長） 

教育担当の桐山です。②初年次教育について説明させていただきます。ご質
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問は初年次教育について、各学部での専門教育科目と全学共通科目の違いにつ

いて、また「初年次セミナー」「大阪市大でどう学ぶか」は選択科目になってい

るけれども全員受講させるのは難しいのかということについて、お答えいたし

ます。 

現在の本学における初年次教育科目の全学的な方針は、２本立てで考えてお

ります。ひとつは、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年生全員に対して提供しております。もうひとつは、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として、

全学共通科目で「初年次セミナー」や「大阪市大でどう学ぶか」を提供してお

ります。特に疑念があるかと思いますのが、各学部が専門教育科目の中でどう

いう初年次教育を実施しているのかということだと思いますが、これにつきま

しては資料１－１の別添、2013年の１月に本学の学士課程教育の現状に関する

調査報告書というものをまとめました。これは大学教育センターが中心になり

まして、私も参加いたしました。各学部の教務担当、学部長にインタビューを

させていただいて、それぞれの学部でどういう初年次教育に取り組まれている

かということをインタビューしました報告書ということになっております。 

まとめていいますと、すべての学部において導入教育科目として、専門科目

の一つないしは二つが位置付けられているということで、その中では各学位プ

ログラムでの学びの全体像を学生に理解させ、基本的なスキル等を身につけさ

せる内容で授業科目が開講されているということが分かりました。さらに「担

任」「学習相談員」などの呼び名は各学部でさまざまですが、学生への相談窓口

として体制を整備して、初年次の学生に対応しているところです。 

また、全学教育共通科目の「初年次セミナー」については、各学部の初年次

教育科目の受講を原則として、さらにより発展的な学習を希望する学生を対象

として、初年次セミナーを５科目、５クラス開講しています。 

それから「大阪市大でどう学ぶか」については、確かに非常に重要な科目だ

とは思いますが、学部長等によるオムニバス形式での講義内容で、今年から少

し内容が変わりまして、柏木副理事長も講師になっています。より現実的な「大

阪市大でどう学ぶか」という科目になっております。受講生には毎回レポート

の提出を義務付けて、講師が採点しているのですが、講師の側も非常に大変な

作業だということもあり、本当は全学生対象にしたいのですが、教室の規模で

すとか、講師が忙しいという状況もありまして、現時点では必修化には踏みき

れていないという状況です。先程、新大学案のところでグローバル人材育成の

話がありましたが、初年次教育については、新たに基幹教育機構を設置して、

教養教育、外国語教育について重点的に強化するという戦略を立てて、現在府

大と協議を重ねております。 
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私からは以上です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

研究、地域貢献を担当しています宮野でございます。私から③④⑤の３項目

について説明させていただきます。 

まず③の都市科学分野における教育・研究について、ご質問では、現在の取

組状況や中期計画の中での進捗具合、また教育における都市科学分野の取組に

ついてもお聞きしたいというものですが、右側の回答に沿ってご説明させてい

ただきます。 

 都市科学分野においては、本学としてここに掲げている３つのプロジェクト

を推進しています。第一に、複合先端研究機構では、光合成の研究分野におい

て、学長発議人事により新たに専任教員 2名を採用するとともに、平成 25年 6

月に開設した人工光合成研究センターとの強い連携のもとでの研究がスタート

し、進捗しています。また、この複合先端研究機構における人工光合成研究に

ついては、マスコミを通じて研究内容を分かり易く発信しているところです。 

 教育における都市科学分野における取組といたしましては、博士課程教育リ

ーディングプログラム、オンリーワン型という分野で、人工光合成の研究教育

を核とする博士課程の一貫教育プログラム「光合成ライフイノベーションを起

動するリーディング大学院」というものを複合先端研究機構が中心となって申

請しており、現在、書類審査を通過し、来週ヒアリング審査を受けることにな

っています。 

 次に、健康科学分野の研究としては、平成 25年 7月に「健康科学イノベーシ

ョンセンター」を設置いたしました。「抗疲労研究」の第一人者である渡辺セン

ター所長を中心とした全学体制で「アンチエイジング」や「安全・安心」とい

った見地からの健康科学全般の研究も行う予定でございます。この項目につき

ましては、新大学での地域貢献での重点項目の一つとして、大阪における健康

科学の拠点づくりというものを構想しております。 

また最後に、都市防災分野の研究では、東日本大震災の後、全学部、全研究

科が参画している「大阪市立大学都市防災研究プロジェクト」を立ち上げ、そ

の中に三部会を設置し研究を推進しています。それぞれの研究成果は地域防災

ワークショップや協議会、地域防災フォーラムの開催により、広く地域に還元

しているところでございます。 

また防災研究に関しては、大阪府立大学と共同で申請しました COCプログラ

ムというものがありますが、これが採択されまして、この中で地域実践教育科

目として位置付け、研究成果を教育に反映させるという方向で現在進めており

ます。 
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また新大学構想におきましても、新エネルギーあるいは医工連携による医療

工学、また防災研究による安心安全といったテーマを、地球未来理工学部、あ

るいは同研究科を新しく設立しまして、こちらで取り組むということで現在検

討されています。 

続きまして④女性研究者支援についてですが、女性研究者のネットワーク構

築などの取組やその取組の推進体制はどのようなものか、また今後、女性研究

者をどれぐらい増やして、どのように活用していくかなどの「行動計画」の策

定が必要ではないか、というご指摘でございます。 

この項目につきましては「女性研究者支援室」を平成 24 年 11 月に設置し、

私自身が室長になり、他にコーディネーターを雇用し、事務職員によるバック

アップ、また教員による運営委員会を組織し、その運営にあたっているところ

でございます。昨年は残念ながら採択されなかったのですが、今年度も国の女

性研究者支援のプログラムに応募しておりまして、その中でも行動計画を記載

しておりますが、平成 25 年度以降の 3 年間で、平成 24 年度の女性研究者の在

籍者の割合 13.1％に対し、最終的に 3割増の 17％を目標とした計画を策定して

います。具体的な数字でいいますと、平成 24 年度の段階で 93 名である女性研

究者数を 121 名まで増やすという行動計画を策定しているところです。今年度

は書類審査がとおりまして、ヒアリング審査が終わりました。まだ最終的な結

果報告が来ていないのですが、採択されましたら、女性教員を支援する代替要

員人材バンクの構築や、ロールモデルの構築によってさらに女性研究者支援を

推進していきたいと思っております。 

⑤のシンクタンク拠点についてですが、地域連携センターにおける取組につ

いて、また市大シーズのデータベースについて、分かりやすく公開できている

かということですが、平成 25年 2月に地域連携センターを設置し、大学の地域

貢献活動の「見える化」を推進しております。平成 26年 1月に地域連携実績デ

ータベースの公開に向けまして、学内データの収集整理や関係教員への聞き取

り調査等を行っているところであります。また「見える化」については、ニュ

ーズレターを平成 25年 7月に創刊いたしました。シーズ集につきましては、本

学のホームページの上でも公開しているのですが、大阪府立大学の形式に倣い

まして、産学連携推進本部が中心となり、教員の写真入りのシーズ集を作成し

ました。 

以上が私からのご報告です。 

 

（楠本委員長） 

全体について分かりやすく、ご説明いただきました。委員の側からそれぞれ  

コメントをお願いいたします。堀委員、いかがでしょうか。 
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（堀委員） 

ご説明ありがとうございます。まず国際力の強化についてですが、海外の多

くの大学と連携協定を結ばれているというお話で、先程もご説明いただいたの

ですが、具体的に、どういう活動をしておられるのかをご説明いただきたいと

思います。人事交流なのか、共同のシンポジウムという形なのか、場合によっ

ては単位の互換まで含んだ学生の交流のようなものがあるのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

学生の交流、研究者の交流、人事交流については、ほぼ行われていますが、

ただ単位互換がまだできていません。至急にやりたい部分ですが、一つのネッ

クになっております。それができれば、ダブルディグリーが可能になるのでは

ないかと考えております。  

 

（堀委員） 

学生交流についてはどの程度の規模で行われていますか。例えば短期滞在型

の研究促進というようなプログラムがあるのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

それぞれの大学によって様々ですが、例えばビクトリア大学はだいたい 1 カ

月ほどの語学研修が中心です。欧米というご質問だったのですが、欧の方は、

交流はかなり古くからありまして、サンクトペテルブルグ大学ですと、短期の

ものもありますし、長期の 1 年のものもございます。フランスのセルジーポン

トワーズは語学研修で府立大学と共同でやっておりまして、リヨンは本学の学

生と教員の交流も行っております。大学によってかなりばらつきがあります。 

 

（堀委員） 

次に初年次セミナーの件ですが、ご説明いただいて、よく分かったのですが、

量的なものが書かれていません。先程５クラスと言われましたが、各学部で初

年次セミナーを受けておられる学生のパーセンテージはどれぐらいなのでしょ

うか。ごく一部の学生が受講しているのか、それとも大部分の学生が受講され

ているのでしょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

全学共通教育科目の受講者のことでしょうか。 
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（堀委員） 

初年次セミナーについては、以前に鳴り物入りで出てきた気がするのですが、

少しトーンダウンしているのかなというイメージがありますので、どうなって

いるのかお聞きしたいのです。 

 

（桐山理事兼副学長） 

おっしゃられるように、以前は、10 数クラスありました。一クラス 15 名が

上限でして、現在ですと 70 名～80 名になっています。全学生が 1,500 名なの

で、そういう意味ではかなり少数になります。ただ教員の削減もあり、なかな

か全学共通科目で提供できないという中で、各学部で基礎演習や基本的な概論

の科目を、学部学生向けに提供することで、ある意味代替をしていると我々は

考えおります。 

 

（楠本委員長） 

今回資料に出していただきました「本学の学士課程に教育の現状に関する調

査報告書」を拝見すると、各学部できちんとされているのは分かりました。我々

委員には「初年次セミナー」や「市大でどう学ぶか」など非常に魅力的なタイ

トルですから、これらが全体に向けられているものなのかなという印象があっ

たので、質問しました。これらは発展的な内容とおっしゃいましたが、高等学

校から大学に入って、つなぎの教育はそれぞれの学部できちんとされていると

いうことですね。やはり初年次セミナーは、大学教育研究センターの先生でや

っておられるので、教員の人数が少なくてあまりできないということですね。

講座の中身の説明を拝見すると、できたらみなさん受講できたらと思いました

ので、そういうことで何度も質問させていただきましたが、先程の説明と資料

でだいたい状況は分かったと思います。 

 

（喜多委員） 

一番目の国際力の強化についてですが、ホームページを見ますと、東アジア、

東南アジアを中心に記載されているイメージでしたので、この質問をさせてい

ただきました。特に気にしているのが、日本の学生が将来主役になった時、そ

の競争相手は欧米だと思いますので、比較的早く欧米とのコネクションをもち、

欧米の文化に接して育っていくことが大事だと思っています。短期留学も長期

留学もありますが、学生の何パーセントぐらいが欧米へ留学しているのでしょ

うか。 

 

（桐山理事兼副学長） 
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記憶している限りでは、ここに記載されている大学への派遣は年間 160 人ぐ

らいです。あまり上級生は行きませんので、１年生だけと考えると１割ぐらい

は行っていることになります。 

 

（喜多委員） 

それをもっと増やしていくということは考えていますか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

先程、学長からもありましたが、単位互換ができる仕組みを作って、どんど

ん増やしていきたいと考えております。 

 

（楠本委員長） 

語学研修はもちろん大事で、その率をあげるというのも大切ですが、理系に

ついて、大学院生を交換するということも、この協定には含まれているのでし

ょうか。 

 

（桐山理事兼副学長） 

この中には大学院の協定というのはありませんが、例えばインドネシアのガ

ジャマダ大学との間で、工学研究科で大学院生の交換というのを行っておりま

す。 

 

（岡野委員） 

国際力の強化についてですが、現在は学生の交流は夏休み、冬休み等を利用

しての語学研修が中心ということで、どちらかというと出ていく学生の方の数

が多いということですね。教員、研究者の交流はどういう形でされているので

しょうか。共同での研究なのか、それとも夏季休暇などを利用して、協定先に

行って研究しておられるのでしょうか。 

 

（西澤学長兼理事長） 

研究科単位で行っておりまして、ほとんどの場合プロジェクトにそった交換

と学会関係のルートから行ったものになります。 

 

（岡野委員） 

情報提供をさせていただきますと、私の所属大学では、交換留学がかなり多

くて、市大とは全体の学生の数も違いますが、短期、中期、長期の種類があり、

語学研修も合わせると 800 人ぐらい行っておりまして、一番重いのは、単位交
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換ができる交換留学です。ダブルディグリーまではいきませんが、向こうで取

った科目をこちらの科目に読み替えますので、１年間行っていたとしても留年

せずに、４年間で卒業できるということで、国際的な関心のある学生には人気

があります。ただ、それぞれの大学ごとに交換留学協定を結び、学生は追加の

授業料を払わずに行けるのですが、人数のバランスがありまして、こちらが行

きたくても、向こうから来てもらえないと交流がストップしてしまうケースが

あり、そのあたりの調整が難しいこともあります。学生は留学することによっ

て４年で卒業できなくなるということの懸念がありますので、ダブルディグリ

ーまでいかなくても、単位互換制でされると学生にはいいモチベーションを与

えられるのではないかと思います。 

 

（西澤理事長兼学長） 

ご意見ありがとうございます。ともかく単位互換できないと長期で行くとい

うことが難しいので、私共も、これができないと話にならないと思っておりま

す。 

 

（種田委員） 

国の補助を受けておられることなど新聞に掲載されていたりして関心があり、

また④の女性研究者支援については、これまでもよく質問がでていて、私も興

味があるところです。以前から指摘しているということもあって、女性研究者

支援室の話を具体的にお聞きしたいというご意見があったのだと思います。推

進室を 11月に作られて、運営委員会を作られたというこということですが、そ

の運営をどういう形でされているのか、また科学技術人材育成補助事業に応募

されているということですが、具体的に決まったことはあるのですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

女性研究者支援については、一昨年度の評価委員会でたいへん厳しいご指摘

をいただきまして、継続的に努力してきたつもりでございます。その中で女性

研究者支援室を設けるにあたりまして、先行している近隣の奈良女子大学や大

阪府立大学などにヒアリングに赴きまして、先行事例を学んでまいりました。

それに基づきまして、先程ご説明いたしましたプログラムの応募もしているの

ですが、女性研究者支援室の立ち上げに際しましては、キックオフシンポジウ

ムとして、奈良女子大学のセンター長においでいただき講演していただきまし

た。また本学の中にもジェンダーの研究者がいまして、今、運営委員会のメン

バーにもなってもらっております。そういった本学の専門家が中心になりまし

て、研修会を内部で行っております。今般の女性研究者支援のプログラムの応
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募にあたりましては、大阪府立大学が先行しておりますので、そちらのご専門

の教授の先生にも、本学のプログラムの評価委員として加わっていただいて、

連携をさらに深めようとしております。一方、大阪府立大学の方も、拠点型と

いう、別のタイプのプログラムに応募しておられまして、そちらには逆に、我々

を府大を取り巻く拠点の一つの大学としてとり扱っていただきまして、こちら

にも本学の教員が参画するという形で連携を深めており、こういった努力をし

ながら現在進めているところでございます。 

 

（喜多委員） 

③の都市科学分野における研究の３つのプロジェクトについてお聞きしたの

ですが、経済学部と医学部の研究で、健康格差のお話があったと思うのですが、

これも同じようなステージの位置付けと考えていいのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

本学では、学内の競争的研究資金として、戦略的研究経費というものがあり

まして、その中には重点研究といって中でもかなり重点的に研究費を配分して

研究を進めてもらうという制度があります。健康格差の課題はそのうちの一つ

として、行っており、本学の３つの研究の重点項目として挙げている健康科学

分野の研究として、推進しているということです。 

 

（喜多委員） 

健康科学は、都市科学研究の非常にいいキーワードとして取り組んでおられ

ると思いますが、今の研究が進歩していったら、将来大阪はこういう街になる

というようなイメージはあるのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

大変難しいご質問ですが、今年国際シンポジウムを大学全体で計画しており

まして、その中のテーマにも健康科学があります。国際シンポジウムのテーマ

が 20年後の大阪がどうなっているかということを、この中には防災のことも入

っているのですが、それぞれの研究者が、20 年後をふまえて、展望して議論す

るということになっておりまして、この国際シンポジウムで、ご質問の方向性

が見えてくればいいなと思っています。 

 

（喜多委員） 

 素晴らしい取組ですね。 
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（西澤理事長兼学長） 

追加させていただきますと、本学には次世代型エネルギー研究の光合成研究

がありますが、府大では農学部で野菜工場をやっておられまして、それらと健

康科学のジャンルを加えたような形で、もう少しオーバービュー的なプロジェ

クトを考えております。それを将来的なプロジェクトの方向にしようと考えて

おります。 

 

（楠本委員長） 

20 年後の大阪というのは大変魅力的なテーマで、外国人もかなり呼ばれてい

ますが、そういうことが議論できるような適当な相手がおられるわけですか 

 

（宮野理事兼副学長） 

人工光合成の分野でも世界で第一人者の方にきていただきまして、それ以外

の分野でも第一人者の方にきていただきます。 

 

（楠本委員長） 

人事委員会のことについてお伺いしたいのですが、このあいだのお話でも、

非常にうまくいっているということでしたが、これは今年度からでしたか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

昨年度の７月からです。 

 

（楠本委員長） 

市立大学の人事はすべて人事委員会で行われているということですね。今ま

でにどれぐらいの件数、人数があったのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

人事委員会だけで50回ぐらい開催しておりますので、かなりの数になります。 

 

（赤穂人事・勤務条件担当課長） 

人事委員会は平成 24年度で 68回、平成 25年度は本日までに 10回開催して

おります。 

 

（楠本委員長） 

採用された方の数はどの程度いらっしゃるのでしょうか。 
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（赤穂人事・勤務条件担当課長） 

任用件数は 24年度 94件、今年度決定しているのはまだ７件です。 

 

（楠本委員長） 

新しい方が採用できるようになったのはなによりです。新しくできたセンタ

ーの人事は、今までいなかったところに採用されたということですね。 

 

（西澤理事長兼学長） 

学長発議という形で、悪い言葉で言うと引き抜きで、この人がほしいという

形で行いました。また学長の発議ですので、本人の評価は全学的な評価と海外

の研究者の評価と両方もらうという形で、グレードを上げた評価で行いました。 

 

（楠本委員長） 

国際基準でされておられるということですね。 

 

（西澤理事長兼学長） 

それぐらいの人でないと学長発議しないということです。 

 

（楠本委員長） 

新しい制度の成果が出たということですね。全学の委員会で、いろんな選考

するということですが、今は定員という概念はあまりないのでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

全体的な人数の制約はありますが、学部の範囲内で意向は出してもらいます。

ただ、ここが抜けたから、ここに人を入れるという考えはなくなっています。

人事委員会での選択もありますし、学部の中でも、どういう人事がいいか議論

されてからもって来られますので、昔のいわゆるポストが空いているという考

え方は、かなり変わってきています。 

 

（楠本委員長） 

他はいかがでしょうか。 

 

（種田委員） 

人事のところで、学長発議による採用のお話がありましたが、例えばGPAは、

導入する導入しないなど、学部によって違いがあるという話が２年ぐらい前か

らありました。もちろん学部の特殊性があって、全学部が GPAを導入すること
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はできないと思うのですが、学長がやると言ったら、全学的に協力したらいい

のにと思っていました。その時から組織のガバナンス、学長のリーダーシップ

を強めたいというお話があったと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。 

 

（西澤理事長兼学長） 

基本的にはそういう方向性ですが、この６～７年ぐらいで 25パーセントの人

員削減があり、人的にレベルの低下があります。学部によっても凹凸が出てき

ていますので、一律になんでもやっていくというのは、なかなか難しい状況に

あり、強制しにくいところもありますが、できることはやっていこうと思って

います。基本的なところはできるだけ均一にやっていく考えです。 

 

（楠本委員長） 

いろいろとご意見をお聞きしましたが、他にはございませんか。 

ないようでしたら、法人への意見聴取については、以上ということにして、

次に大項目評価に移ってまいります。 

その前に、前回の評価委員会で、小項目について、法人の自己評価の妥当性

について検討いたしましたが、その確認について事務局より説明いただきます。 

  

（岩谷大学支援担当課長） 

資料１－２「平成 24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」をご覧ください。前回の評価委員会で、小項目の法人の自己評価に

ついて、上げた方がいいか、下げた方がいいかなどをご議論いただきましたが、

資料１－２はその内容をまとめたものです。 

 全部で 19項目ありますが、表の一番右端に前回の評価委員会での意見を記載

しており、法人の自己評価から評価を変更しなかった項目については、意見の

下に「法人自己評価で妥当」と記載しております。 

 19項目のうち、法人の自己評価を変更したものが２項目ございます。 

 資料６ページ、項目 48番については、自己評価ⅡにしていたものをⅢ評価に

変更しています。e-ランニングの参加者はゼロではあったが、改善のための対

策を検討しており、特許件数などは達成水準を上回っていることから、法人の

自己評価Ⅱ評価を評価委員会でⅢ評価に変更したものです。 

 同じく項目 69番についても、自己評価ⅡにしていたものをⅢ評価に変更して

います。地方独立行政法人法等により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、撤廃の必要性につき、提携する公立大学法人等と意見交換

を行うという項目ですが、自己評価では撤廃の具体的な検討が出来ていないと

いうことでしたが、意見交換を行うという年度計画ですので、評価委員会でⅢ
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評価に変更しました。  

 小項目評価につきましては、この２項目以外はすべて法人の自己評価で妥当

との判断いただいたものと考えております。  

 説明は以上です。 

 

（楠本委員長） 

小項目評価について、特に意見がないようでしたら、これで確定といたしま

すが、よろしいでしょうか。 

それでは大項目評価に移ります。大項目評価は、第二期より、段階別評価を

導入することにいたしまして、基本的には小項目評価の数を元に評価を行いま

す。それでは、大項目評価につきまして、事務局より説明いただきます。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料１－３「平成 24年度公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価

結果」（原案）と、参考資料１－１「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」で説明させていただきます。 

 昨年度、評価委員会での評価について、第二期に向けた評価のあり方をご検

討いただき、改めて評価方法についてご議論いただきまして、参考資料１－１

のような評価をするということが決まりました。今年度よりこの評価方法に基

づき評価するということで、資料２ページ目、大項目評価の基準が記載されて

おりまして、S、A、B、C、Dの５段階評価で、小項目の評価を基に評価すると

いうことで、例えば S 評価は、中期計画の達成に向けて特筆すべき進捗状況に

あるというものですが、その下のカッコの中に、評価委員会が特に認めるもの

とあります。A 評価でしたら、中期計画の達成に向けて順調に進捗している、

カッコの中に「すべてⅣまたはⅢ」という風に小項目の評価の数によりまして、

大項目評価を一定判断することになっております。ただし下の※印にあります

ように、カッコの小項目の評価の数はあくまで目安であり、法人の諸事情を勘

案し総合的に判断するとなっています。 

それでは、資料１－３をご覧ください。こちらは評価結果の原案でございま

す。中の説明については、後ほどさせていただきますが、１番後ろのページを

ご覧いただけますでしょうか。こちらは、大項目ごとに、小項目評価の集計を

行ったもので、先程の基準にそって、右端に、評価委員会での小項目評価の数

を元にして、機械的に ABCDの大項目別評価を記載しております。①教育研究

等の質の向上を達成するための措置は、小項目が全部で 77 項目あり、77 項目

のうちⅣ評価及びⅢ評価が 73項目で、9割以上になることから大項目評価とし

ては B 評価となっております。②業務運営の改善及び効率化に関する措置につ
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いては、小項目が 14 項目あるうち、Ⅳ評価及びⅢ評価が 13 項目で、９割以上

になることから B 評価となっております。次に③財務内容の改善に関する措置

ですが、こちらは小項目が５項目で、Ⅳ評価及びⅢ評価が４項目で、９割未満

になることから C 評価となっております。④自己点検及び評価並びに情報公開

等に関する措置については、小項目６項目すべてがⅣ評価及びⅢ評価で、A 評

価となります。⑤その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置は、

小項目 11 項目あるうち、Ⅳ評価及びⅢ評価が 10 項目で、９割以上になること

から B 評価となっております。なお、先程もご説明しましたとおり、今の大項

目評価につきましては、あくまで小項目評価の数を基準にしたものであり、本

日委員の皆様にご審議いただいたうえで、改めて評価を確定させていただきた

いと考えております。特に③財務内容の改善に関する措置ですが、項目数５項

目中、１項目がⅡ評価で、「やや遅れている」という C評価になっています。こ

れをそのままにするのかどうかも含めてご審議いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 

（楠本委員長） 

いかがでしょうか。大項目評価を小項目評価の割合で判断しますと、A 評価

が１項目、B評価が３項目、C評価が１項目となります。 

大項目評価については、小項目の数を目安として、判断するということにな

っていますが、③財務内容の改善に関する措置については、全部で５項目しか

なくて、１つがⅡ評価のため、その結果 C 評価になっているのが妥当かどうか

ということです。 

Ⅱ評価になっている項目 71番をみますと、寄付金の獲得についての計画です

が、募金活動がうまくいかなかったためとなっています。大項目評価全体とし

て見たときに、例えば、病院の会計が大幅に改善したことであるとか、大学全

体の財務内容については非常に努力されていることが現れています。寄付金の

募金活動がうまくいかなかったから全体が低い評価になるというのはバランス

に欠いているかなと思います。小項目の大きさもいろいろあり、他の項目に比

べても、Ⅱ評価であることが、全体に大きな重さを占めているかというと、そ

うでもないように思います。この項目はⅡ評価ですが、大項目を全体として C

評価のままとするか、私は B 評価という感じがするのですが、いかがでしょう

か。ご意見お聞きしたいと思います。  

 

（堀委員） 

私もそう思います。この項目は、５項目しかなく 1 項目がⅡ評価だと、５分

の４で 80％になってしまうのですが、委員長がおっしゃられたように、その中
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のウェイト付けというのは当然あると思います。どうしても数字だけが一人歩

きしますので、C 評価になりますと、全体の財務内容があまり芳しくないので

はないかというような誤解を与えてしまいます。病院経営の方も頑張っておら

れるので、B評価が妥当であろうと私は思います。 

 

（喜多委員） 

私も結論は B評価でいいと思います。71番のⅡ評価そのものが、府市統合の

問題もあるということで理由もきちんとしていますし、制度として運用できる

ようにもなっています。また３億円の寄付金があったことがあまり評価されて

いないのもおかしいと思いますので、Ⅱ評価といいましてもⅢ評価に近いもの

であると思います。大項目評価としては B評価でいいのではないでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

他の方も同じ意見でしょうか。 

そうしますと、これは項目 71番がⅡ評価とはいってもⅢ評価に近い、全体と

しては、B 評価としたいというのが一致した意見でありますので、B 評価とい

たします。 

それでは、大項目評価については、①教育研究等の質の向上を達成するため

の措置は B評価、②業務運営の改善及び効率化に関する措置は B評価、③財務

内容の改善に関する措置については、今のご議論で B 評価、④自己点検及び評

価並びに情報公開等に関する措置は A 評価、⑤その他業務運営に関する重要目

標を達成するための措置は B評価、ということで確定いたします。 

それでは、次へまいります。続いては、「平成 24 年度業務実績に関する評価

結果」の検討でございます。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、内容の検討を行ってまいりたいと思います。、

事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料１－３「平成 24年度公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価

結果」（原案）をご覧ください。まだ完成形ではなく、本日の会議でのご意見等

もふまえ、またまとめていきますが、本日はたたき台として、お示しさせてい

ただきます。１ページ目は「評価にあたって」として、評価の大まかな説明と

委員の皆様の名簿を記載しております。 

評価にあたっての第３段落目にありますように、第二期中期目標期間に入り、

法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示すとともに、法人運営の改善・向

上に資するよう大項目評価に段階別評価を追加しているというところが、第一
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期と比べて大きく変っているところであります。 

２ページ目は、第二期中期目標期間に入り、大項目別評価に段階別評価を導

入し、その基準に小項目評価の数が使われていることから、それぞれの評価基

準を記載しました。 

３ページからは全体的評価になります。まず始めに、大項目評価の内訳を示

しております。それによって、全体的な評価を定めています。ここに記載して

いるのは、先程のご議論で決めていただく前の評価を記載しております。全体

の評価といたしましては B評価の割合が高いことから、「中期計画はおおむね順

調に進捗している」と判断しております。 

 次に、重点三戦略の取組について、特筆事項として記載しております。これ

につきましても第二期に入ってから、評価の中で、重点的に取り組んでいる内

容をもう少しはっきりさせて、評価にメリハリにつけていくべきではないか、

評価においても法人が重点的に取り組んでいる項目については考慮していこう

というお話もありましたので、特筆事項として記載させていただきました。重

点三戦略のうち、①都市大阪のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究・

社会貢献については、都市科学分野での人工光合成研究、健康科学研究、都市

防災研究について、また地域連携センターの設置について記載しております。

②専門性の高い社会人教育の育成については、戦略的教育経費による支援、お

よび社会人教育への環境整備について記載しております。③国際力の強化につ

いては、国際センターにおける留学支援の取組、留学生獲得のための「留学生

計画」の策定、グローバルコミュニケーションコースの設置について記載して

おります。 

重点三戦略以外では、図書館機能の充実、病院における医療機能の充実やガ

バナンス強化のための組織体制の整備について記載しております。 

 ４ページに移りまして、点線の枠囲みですが、昨年度指摘事項のうち、ガバ

ナンス強化や女性研究者支援等について、また、今年度の指摘事項などを、本

日、法人から意見聴取した内容や意見交換をふまえ、記載していきたいと考え

ております。 

５ページからは、項目別評価になります。今年度より行っている大項目別評

価の判断基準を分かりやすく示すために、大項目の項目ごとに、表を追加して

います。またその下に、簡単に文章でのコメントも追加しました。それぞれの

項目について、主な取組事項、意見指摘事項を記載しております。 

１教育研究等の質の向上を達成するための措置のうち、教育に関する措置と

しては、主な取組事項として、特色ある教育体制への支援、社会人教育、図書

館機能の充実を記載し、意見・指摘事項として、GPA 制度の活用をあげていま

す。研究に関する措置としては、都市科学分野での研究を主な取組事項とし、
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意見・指摘事項に女性研究者支援をあげています。女性研究者支援については、

本日の意見交換をふまえ記載する予定です。 

 ６ページ、社会貢献に関する措置としては主な取組事項として、地域連携セ

ンターの設置をあげ、意見・指摘事項としては地域小中学校における連携をあ

げています。国際化に関する措置としては主な取組事項として、グローバル人

材の育成をあげていますが、意見・指摘事項はありません。 

７ページ、附属病院に関する措置では、主な取組事項として、医療機能の充

実、患者サービスの向上をあげ、意見・指摘事項として医療連携を記載してい

ます。２業務運営の改善及び効率化に関する措置では、主な取組事項として、

理事長兼学長のガバナンス強化を記載しています。３財務内容の改善に関する

措置では、主な取組事項として、外部資金獲得のための支援体制をあげ、意見・

指摘事項として、寄付金の獲得をあげています。 

８ページ、４自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項では、主な

取組事項として、戦略的な広報活動、ホームページによる情報発信をあげてい

ます。５その他業務運営に関する重要事項では、主な取組事項として、安全衛

生の管理、意見・指摘事項として、安全貿易機構体制をあげています。 

 冒頭でも申し上げましたが、本日はたたき台ですので、本日の議論を踏まえて、

追加していくつもりですが、取組事項として加えた方がいいもの、指摘事項等

ありましたら、本日意見をお聞かせいただけたらと思います。 

 

（楠本委員長） 

ただいま、事務局より資料の説明がありました。結論については、次回の委

員会で確定していきますが、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点、お気づきの点がございましたら、お願いします。 

ないようでしたら、次の議題に参ります。 

それでは、議題２「平成 24年度財務諸表について」に移ります。 

財務諸表及び剰余金の繰越につきましては、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。 

  本日は財務諸表の概要について、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

それではご説明いたします。 

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
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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、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 24 年度財務諸表の概要につきまして、６月 27 日に大阪市長あて法人か

ら提出のあった財務諸表等を、別冊１としてお配りいたしております。また、

公立大学法人におかれましては、このたび新たな広報活動の一環として、財務

面からも大学の状況をご理解していただけるようにと「ファイナンシャルレポ

ート 2012 平成 24 年度財務報告書」を作成されました。財務諸表の概要が端的

にまとめられておりますので参考資料２といたしまして、こちらを活用してご

説明させて頂きたいと思います。  

まず、貸借対照表の概要をご説明申し上げます。６ページにそってご説明い

たしますが、詳細については８ページでお示ししておりますので、適宜、ご覧

ください。 

最初に、資産の部でございますが、資産の総額は 1,278 億円であり、23 年度

1,170億円と比べて 108億円の増となりました。主な原因は、第二期中期目標期

間の開始にあたり法人化時に未出資であった土地建物、合計 41億円の追加出資

を本市が行ったことが挙げられます。それから、もう一つの要因としまして、

本市が設立団体として補助しております施設整備の一部の完成がございます。

具体的には、13 ページをご覧頂けますでしょうか。この人工光合成研究センタ

ーの竣工、それから、16 ページに記載しております、理系学舎整備のうちの一

期工事及び研究棟の完成、それから資料に記載はございませんが、工学部 C 棟

や学生食堂の耐震補強を実施いたしました。6ページにお戻りください。これら

の供用開始に伴い、建物等に 32億円を計上いたしました。あわせて理系学舎の

工事費について、将来、本市が財源措置を行った上で銀行に対して延払いを行

うことになっておりますので、未収財源措置予定額 24億円が計上されておりま

す。次に、負債の部でございますが、負債の総額は 356億円であり 23年度 318

億円に比べて 38億円の増となりました。主な増要素は、先ほど申し上げた理系

学舎整備における将来返済分である長期未払金 24億円の増でございます。純資

産の部にまいりますが、８ページの一番下の表をご覧ください。総額は、922

億円であり、23 年度 852 億円に比べて 70 億円の増となりました。主な増要素

は先ほどご説明した追加出資と施設整備によるものです。一方で、資本剰余金
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のうち、損益外減価償却累計額が 23年度より△22億円増加しまして△239億円

にのぼっております。これは、主に市が出資した学舎の減価償却に相当するも

のになりまして、施設設備の更新について市からの財政的支援を前提としてい

るものです。しかしながら、市の財政状況は大変厳しく、理系学舎整備など選

択と集中を図りながら計画的整備を進めておりますが、十分な予算措置とはな

っておらず、大学運営における課題となっているところです。また、利益剰余

金につきましては 89 億円であり、23 年度 69 億円に比べて 20 億円の増となり

ました。これは 24 年度当期総利益が 28 億円生じた一方で、昨年度繰越承認を

行いました前中期目標期間繰越積立金 69 億円が８億円取崩され、61 億円に減

少したことによるものです。18 ページをご覧ください。こちらの「南部ストリ

ート・杉本門」「さくら通り」は目的積立金事業の一環として整備されたもので

す。 

次に、損益計算書の概要をご説明申し上げます。７ページにそってご説明い

たしますが、詳細については９ページ、10 ページでお示ししておりますので、

適宜、ご覧ください。より実態を把握していただけますよう、セグメント別に

表示しております。７ページ一番下の吹き出しをご覧ください。大学セグメン

トにつきましては、経常収益 1.6 億円であり、23 年度 0.4 億円に比べて 1.2 億

円の増となりました。これは人件費や一般管理費などの業務費が減少したこと

によるものです。経常収益 1.6 億円に臨時収益△2.9 億円、目的積立金取崩 5.3

億円を加えて当期総利益は 4 億円となりました。病院セグメントにつきまして

は、経常収益 24 億円であり、23 年度 10 億円に比べて 14 億円の増となり、法

人化以降最高であった 22 年度の 12 億円を上回るものになりました。これは入

院収益を中心に附属病院収益が 15億円増加する一方、診療経費及び人件費の抑

制を図ったことによるものです。19ページをご覧ください。23年度に目的積立

金を財源に増室整備した手術室が本格稼働し、24 年度は患者数や手術件数、病

床稼働率が軒並み向上いたしました。経常収益 24.1 億円に臨時収益△0.5 億円

を加えて当期総利益は 23.6億円となりました。以上、法人全体として経常利益

は 26億、当期総利益は 28億円となりました。 

続きまして、11 ページをご覧ください。法人の資金の出入りを示すキャッシ

ュフロー計算書につきましては、表の下から５行目にありますように、24 年度

中の資金増減額は 27 億円であり、資金期首残高が 31 億円ですので、資金期末

残高は 58 億円となります。23 年度 31 億円に比べまして 27 億円の増となりま

したが、これは、附属病院収入が増加したことなどによります。 

次に、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

ない主要表でございまして、公立大学法人の業務運営に関し、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ございます。法人の実質的な
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業務実施コストは、一番下に記載されております通り、138 億円となります。

23年度 172億円に比べて△34億円となりますが、これは、損益計算書上の費用

が２億円減少するとともに自己収入が 12億円増加したこと、また、退職手当の

５％カットの影響などにより引当外退職給付増加見積額が13億円減少したこと

などによるものです。 

 財務諸表の説明につきましては以上でございます。財務諸表及び剰余金の使

途承認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。 

 

（楠本委員長） 

今回の資料は私たちには分かりやすかったように思います。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ます。 

それでは、まだ時間が少しございますが、本日予定していた審議はここまで

といたしたいと思います。 

最後に法人から、何かございませんか？ 

 

（西澤理事長兼学長） 

今回、財務内容の改善に関する措置の大項目評価につきまして、総合的なご

判断の観点から、B 評価にて確定頂き、ありがとうございます。本学の財務内

容への評価を頂いたものと受け止めております。 

本学では、より効果的な大学運営及び取組の強化を図っていきたいと考えて

いるところであり、評価制度を活用して PDCA サイクルに沿った一層の取組の

改善あるいは改革を進めていきたいと考えているところです。学内での検証及

び改善方法についても見直しを図りたいと考えております。 

評価委員会で頂いた本学へのご指摘等についても、当該年度より速やかに対応

したいと考えており、評価のスケジュール等についても少しご配慮頂くことが

できないかご相談させて頂ければと考えております。 

何卒よろしくお願いします。 

 

（楠本委員長） 

今ご提案の件については、昨年度まで及び今年度もそうせざるを得ないかと

思いますが、評価結果が大学へ渡った時にはすでに大学は来年度の計画をほぼ

固めておられるという状況だということを、先日、事務局からもお聞きしまし

た。委員会がまとめた意見を有効に活用して頂き、PDCA サイクルを効果的に

回して頂くという観点から、なんとか工夫ができないかと思っています。事務



24 

 

局にもご相談しつつ、次回以降の委員会で議論させて頂きたいと思います。 

それでは、次回評価委員会は９月 24 日（火）の 15 時半から、大阪市役所で

実施いたします。これで本日の審議は終了いたします。皆様、ありがとうござ

いました。 


