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平成26年度第１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26年７月17日（木）午前10時～午前12時15分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第11共通会議室 

出席者： 

【委員】 楠本委員長、種田委員、喜多委員、桑原委員、 
竹村委員、堀委員、宮本委員 

【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、 
    松尾法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、 

柏村企画総務課長、羽者家大学改革担当課長、  
    赤穂人事・勤務条件担当課長 

川上医学部・附属病院事務部長兼Medcity21運営課長、 
大槻医学部・附属病院経営企画課長 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、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26年度第１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。 
はじめに、昨年12月に委員の改選が行われましたので、委員のご紹介をさせ

ていただきます。  
まず改選前から、引き続き委員にご就任いただいております、  
公認会計士の種田ゆみこ様でございます。  
株式会社日本触媒顧問、神戸大学大学院工学研究科特命教授の喜多裕一様で

ございます。 
大阪大学名誉教授の楠本正一様でございます。 
大阪府立成人病センター名誉総長の堀正二様でございます。 
続きまして、このたび新たに委員にご就任いただきました、  
関西学院大学経済学部教授の桑原秀史様でございます。  
株式会社読売新聞大阪本社文化・生活部長の竹村登茂子様でございます。  
大阪大学名誉教授の宮本又郎様でございます。 
皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  
次に、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条の規定により、委員長を委

員の皆様方からご決定いただきたいと考えておりますが、ご推薦等がございま
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したら、よろしくお願いいたします。  

 

（喜多委員）  

私は、楠本委員に員長を務めていただきたいと思います。  

 

（土橋部長）  

他にございませんでしょうか。  

それでは、ご異議がないようでございますので、楠本委員に本委員会委員長

をお願いいたしたいと存じます。それでは楠本委員長、以降の議事進行につき

ましてよろしくお願いいたします。 
 
（楠本委員長） 
委員長を務めさせていただきます楠本でございます。よろしくお願いいたし

ます。  

最初に、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条第３項に「委員長に事故

があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する」と規

定がございますので、委員長職務代理者として、堀委員にお願いしたいと思い

ます。どうぞ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、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。どうぞよろしくお願いいたします。 
本日の議題は平成25年度の業務実績評価についてです。事務局より評価の流

れについて説明をお願いします。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 
 大学支援担当課長の岩谷です。 
評価の流れについて、説明させていただきます。参考資料１をご覧ください。 

 評価は項目別評価と全体的評価があり、また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つの大項目ごとの段階別評価を行うとともに、文章による

評価と両方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

について全体的評価を行うこととなります。 

 今後のスケジュールとしては、第 1回目である本日は、項目別評価のうち、

小項目に対する法人の自己評価について、あらかじめ委員の皆様から頂いてい

る意見について、法人から回答をいただきますので、自己評価が妥当かどうか

を確認していただきます。 
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 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、さらに法人から詳しく聴きたい

ことがありましたら、再度ご確認いただきます。ここまでで小項目評価および

大項目評価をおおむね確定させ、また評価結果の素案のご提示と、財務諸表の

説明を予定しております 

 第３回の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、

事務局より評価結果（案）をご提示させていただき、また財務諸表の承認につ

いて意見具申を行っていただく予定です。 

 評価の流れ、スケジュールについては以上です。 

 

（楠本委員長） 

ただ今、評価の流れについて、事務局から説明いただきました。 
本日は平成25年度業務実績に対する法人の自己評価に対して、委員から意見

の出ているものについて取り上げ、大学からの説明をお聞きしながら委員会と

しての評価を検討してまいりたいと思います。 
 評価の検討に入る前に、平成 25年度の業務実績についての概要を事務局より
説明いただきます。また平成 26年４月に大学が策定された「大阪市立大学改革
プラン」について説明いただきます 

  

（岩谷大学支援担当課長） 

それでは、参考資料２「平成25年度の成果」をご覧ください。こちらは市立

大学でまとめていただいた資料で、これに沿って説明いたします。 

まず、重点三戦略の主な成果として、都市大阪のシンクタンク、「都市科学」

分野の教育・研究・社会貢献とあります。 

都市科学研究等の充実ということで、うめきたにある健康科学イノベーショ

ンセンター、杉本キャンパスに人工光合成研究センターを開所しています。ま

た文部科学省COI （センターオブイノベーション）事業に応募し、「次世代水素

エネルギー社会の実現」の拠点としてCOI-T（トライアル）に採択されました。 

次にシンクタンク機能についてですが、大学と自治体が連携して、全学的に

地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める取組を支援する文部科学省の「地

（知）の拠点整備事業（大学 COC）」に、大阪府立大学と共同申請して、採択さ

れました。また住之江区役所、住吉区役所、西成区役所と包括連携協定を締結

し、都市防災研究グループとの公開討論会などを実施しました。 

市民への健康支援としては、平成25年度は先端予防医療研究センター・先端

予防医療部附属クリニックMedcity21の開設準備を進め、平成26年4月にあべ

のハルカスに開設しました。 
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また都市健康・スポーツ研究センターでは、新たに住吉区のスポーツセンタ

ーと連携企画を行うなどの取組を積極的に進めました。 

次に専門性の高い社会人の育成についてですが、世界に通用する質の保証さ

れた学位プログラムを構築・展開する大学院の形成のための文部科学省事業「博

士課程教育リーディングプログラム」に、大阪府立大学との共同プログラムが

採択されました。また文部科学省の人材育成補助事業に若手研究者支援の「テ

ニュアトラック普及・定着事業」および「女性研究者研究活動支援事業」に採

択されました。 

続きまして国際力の強化として、グローバル人材の育成を進めており、グロ

ーバルコミュニケーションコースを試行実施し、カナダのビクトリア大学への

短期語学研修を実施しました。 

経営改革・大学改革等の主な成果としては、学長直轄組織である大学改革室

を設置し、後ほど説明のある「大学改革プラン」をまとめました。また学生サ

ポートセンターの機能充実や、図書館の開館日、開館時間を増やすなど図書館

機能の充実に努めました。附属病院では、手術件数を増加させ、病床利用率の

向上にも努めています。また安心して教育・研究活動ができる安全な大学づく

りとして、防災対策の充実に努め、学生とそのご家族がともに安否確認ができ

るシステムの導入や災害対策本部シミュレーション訓練を実施しました。 

平成25年度の成果の説明は以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。次に平成26年４月に策定されました「大学改革プ

ラン」について、大学よりご説明お願いします。 

 

（赤井大学改革室次長） 

 大学改革室次長の赤井でございます。 

 参考資料の３、大学改革プランの概要と別冊大阪市立大学改革プラン、この

２点について説明させていただきます。 

説明の前に、この改革プランを策定した経緯を触れさせていただきます。大

阪府市では、新大学の実現をめざして、新大学構想会議を設定されていますが、

この構想会議から昨年10月に、新大学のガバナンスの提言がなされたところで

す。その提言の公表にあたりまして、市長の方から、新大学のガバナンスでは

あるけれども、先取りして市大としてできるものは是非やってほしいというお

話がありました。一方、時を同じくして、国の中教審では大学におけるガバナ

ンスの在り方について、審議事項がまとめられました。そういった経緯を踏ま

えまして、市立大学では大学改革室という大学の諸改革を率先してやっていく
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部署を設置していますので、そこの所管として、今後２年ないし３年以内の間

に実現すべき大学改革、特にガバナンスをはじめとした大学の仕組みの改革の

内容をとりまとめたものが大学改革プランでありまして、３月に学内の議論を

経まして、４月に公表しました。 

それでは中身について触れさせていただきます。参考資料３をご覧ください。 

まずサブタイトルとして、学長のリーダーシップのもとで戦略的で一体的な大

学運営による新しい公立大学の実現をめざすということで、これは学長のリー

ダーシップがいろんな場面で言われてきておりますけれど、日本の大学の情勢

として、世界の激しい動きの中で、大学が本来の機能を果たしていないのでは

ないかという指摘があり、大学の意思決定の仕組みが社会の情勢変化について

いけていないのではないか、こういった議論の中で、学長のリーダーシップの

元で、大学を一体的に運営するという大きなテーマを投げかけられたところで

ございます。そういうことへの対応、並びに市大でも法人化以降さまざまな改

革をしておりますが、そこの検証、実績を踏まえて、新たに検討したのがこの

改革プランです。今までの主な取組を見ていただきますと、例えば人事委員会

の設置、研究科長の選考方法の見直しなどがあり、一定の成果を上げておりま

すが、これまでの改革の総括として、やはりどうしても法人化して日が浅かっ

たということもあり、法人として自立した運営を行っていく標準装備といいま

すか、大学として組織の機能、権能と責任を果たす、基盤的な事項が多かった

ということ、教職員が改革の中で減ってきておりますので、その意欲向上をは

かる、一人ひとりの教職員のモチベーションをあげる改革が必要であり、また

全学的な戦略機能が弱いということを、改革の総括として書かしていただいて

おります。そういった日本の大学を取り巻く流れ、あるいは大阪市の情勢、さ

らに市大のこれまでの取組を総括した上で、市大が社会の要請に柔軟に対応し、

さらに戦略的かつ迅速に取り組むためには、新たな仕組み作りが必要として、

改革プランにつなげております。左の下の方に改革の視点、を挙げております

が、市大改革を進めるポイントとして、何をめざすのか、改革の目的は仕組み

を変えることが目的ではなく大学が発展することを目的にしなければならない

ということ、大学の改革は他からの指示なり要請を受けてするものではなく、

大学が自主的にさらに一体的に進めていかねばならないということ、大学の組

織というのは民間企業、行政組織とはちがった特性を持っていますので、その

組織特性を踏まえる必要があるという、三つの視点を踏まえて改革に着手する

ということにしております。 

具体的な改革の内容ですけれど、八つの重点的な項目を挙げております。１

点目は、執行体制の改革として、いま現在、法人と大学、理事長と学長を同一

人物が担っているという組織ですが、当然理事長としての責任と権限、学長と
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しての責任と権限がございます。それぞれ責任と権限を果たす上で、その意思

決定の仕組み自身を明確に区分して役割を整理した上で、それぞれの意思決定

をするにふさわしい、その執行を支える組織を構築するという視点で分離を図

っております。   

次に学長の戦略機能強化でございますが、こちらはまさしく今回の改革プラ

ンの中心ですが、学長がリーダーシップを発揮するうえで、全学的な視点を踏

まえてそれを補佐する教育研究戦略機構、仮称ですが、学長を補佐する機関と

して設置し、その機能と役割を整理しています。   

三つめは研究科長等の権限と責任の明確化でございます。こちらは国の方で、

教授会の役割等、学長との権限の整理がなされたところですが、来年４月には

具体的に発表されることになっています。それに向けて、法の精神を踏まえた

権限と役割の明確化を図るとともに、学長と研究科長が大学を支えていく車の

両輪になっていきますので、そのふたつの権能がうまく機能して、連携をとり

ながら回る仕組み作りを考えております。  

教員組織の改革ですが、教員組織と教育組織を分離する、新大学案、府大市

大との統合による新大学の考えでは、教育組織と教員組織を分離して、いわゆ

る研究組織を分離して、さまざまな教員がいろいろな分野の教育に携われるよ

うな、教員の流動性を高めることが主な目的でありますが、それを市大として

その概念を先取りして実施していくということで、本来平成25年度に実施をめ

ざしていました。この改革プランには載せましたが、まだ実現できていません

ので、それをぜひともこの改革プランの期間の中でやっていきたいと考えてお

ります。 

その他にこの評価委員会とも関連する部分で、目標管理と評価ということで、

できるだけ速やかなPDCAサイクルが回る仕組みを検討していきたい、あるいは

教員人事制度の改革ということで、人事委員会を全学的に設置しましたが、さ

らにその上に、長期的、あるいは短期的視点で、人事戦略、必要な部門に必要

な教員を配置できるような、全学的な戦略をもった人事ができるような仕組み

を考えております。   

四つめ、職員力強化についてはいわゆる教職共同、教員も職員も少なくなっ

ていますので、教員と職員が一緒になって、両方の職種が一つになって大学を

支える、それぞれの職員のモチベーションを高めるともに、一緒になって大学

を盛り立てていく職員力の強化を図りたいと考えております。   

医学部附属病院については、大きな組織でありますが、特に病院長のガバナ

ンスを強化して、柔軟な、地域医療に密着した病院の運営ができるような仕組

みを考えたいと思います。 

そういった制度、仕組みを改革することによって、今後の戦略・取組ですが、
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この間特に日本の各大学に求められている、大学の国際化という大きな項目が

あり、本学でも第二期中期計画の重点三戦略の一つとして国際力の強化を挙げ

ています。この中でも、特に国際標準の大学づくりをめざした、教育システム、

研究者の交流システムであるとか、そういった国際力の高い大学をめざした改

革につなげていけるような仕組みづくりというのがこの改革プランの趣旨にな

っています。   

別冊でもう少し内容に触れさせていただきます。２ページに目次が１から８

まであり、プランの流れをご覧いただきたいと思います。先程言いましたこれ

からの大学の使命をふまえ、さらに大学を取り巻く内外情勢、特に国の考え方

等について、目次３で触れています。目次４では、情勢をみる中で、大阪市立

大学で求められる大学というものに対して、現状認識、評価を行っています。

目次５では、取り巻く情勢、現状評価を見たうえでの課題を出しております。

この出た課題に対して、どういった取組がなされてきたかというのが目次６で、

５、６を踏まえて、さらに今後どういった改革が必要なのかというところを７

にまとめています。目次７が今回の改革プランの中心になっているという構成

です。 

「はじめに」というところですが、その下に「輝き続ける大学をめざして、

大学改革の必要性」にふれていますが、この辺が改革プランの前書きにあたる

部分としてまとめております。詳細については省略します。 

次に５ページ「改革がめざすもの」というところですが、全体でいえばプロ

ローグにあたる部分で、何をめざすかというところで、学生、教員、職員、そ

ういった三つの構成員すべてがウィンウィンの関係になる、すべてにとってメ

リットのある改革をめざすべきだ、さらに教職共同による一体的な大学づくり、

教員と職員が一体となって、学生を育てていく、大学本来の役割ではあります

が、そういったことをめざすとしています。 

次に「これからの市立大学の使命」というところで、7～９ページまで書いて

いますが、これからの役割として、やはり国際的な視点、国際力の強化を重点

的に書いております。重点三戦略の達成と、新たな大学像の実現のため、今取

組むべき具体的な戦略として、七つほど上げていますが、そういったことがさ

まざまな分野でされていますが、９ページに書いてあるように、こういう改革

プランで今回の組織作りをしたうえで、国際通用性の高い仕組みづくりが求め

られているということをこの中で表現しています。   

次に大学を取り巻く情勢として、11ページから12ページ、これは国のさまざ

まな資料から引用しておりまして、今、日本でどういった大学像が求められて

いるかということで、始めに言いましたように社会の変化についていっていな

いというところが12ページに書かれていますが、課題として、社会経済の求め
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る人材育成に対応していかなければならない、あるいは研究で世界と戦える大

学が少ない、あるいはシーズ、ソース、リソースが社会で十分活かされていな

い、こういった指摘がございまして、そういったところを大学が自ら率先して

実態の変化に対応した自己改革を行っていくべきだと言われているということ

です。 

13ページ以降は、大学の現状評価です。14ページは建学精神を書いておりま
す。市大は国立大学のコピーであってはならない、大学は都市とともにあり、

都市は大学とともに、ということで、都市と地域に密着した大学というのが本

学の最大の特徴でございますので、都市が変わっていくのであれば、都市の変

化に合わせて大学も変わっていく必要があると考えております。 
15ページ以降はランキングでの評価、さらに入試の特徴、17ページには受験

生等による大学の評価を記載しております。 
18ページは教育研究等の現状についてふれています。19ページでは大学運営

面の現状ですが、今回の改革のポイントの一つでございまして、本学では教育、

研究、地域貢献、産学連携、国際化、19 ページの冒頭にある五つの推進本部が
ありますが、すべての推進本部が全学的な戦略機能を十分果たしているとは言

い難い、どこに問題があるのか、それを分析した上で、推進本部体制をどう再

構築していくのかとういうことを、一つの大きなテーマとして捉えています。

21～22ページに詳細があります。 
23ページは医学部附属病院の現状について、ここまでが大学の自己分析です。

次に外部から大学がどう見られているのかというところで、24 ページでは、法
人評価での指摘を書いております。大きく分けて三つ、一つ目は国際力の強化、

学長のリーダーによる全学的な取組の強化、市民に成果を発信していく発信力

が必要という三つの指摘が、これまで継続してなされてきたところです。 
25ページの認証評価は、かなり前に受けたものですが、26ページは教職員の

声、これらを踏まえたうえで、27 ページ、大学を取り巻く情勢や現状からみら
れる課題を１から９までにまとめています。こういった課題を解決する仕組み

作りとして、次の章へすすめております。30 ページからはこれまでの取組を書
いておりまして、これまでの改革の総括として最後に書いておりますが、基盤

的事項も多く、また道半ばの改革もたくさんあるということを記載しています。 
33ページからは、いよいよこれからの改革の本文です。35ページは改革を進

める視点ということで、はじめの方で申し上げました三つの視点について詳し

く書いています。 
具体的な改革ですが、大学執行体制の改革ということで、権限と責任の明確

化ということで、今の役員会組織を分けるということで、37 ページに図があり
ますが、役員会を法人の役員会と大学の執行会議に分けて、それぞれ支える体
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制で円滑な運営をしていくということを書いています。 
39ページ、学長の戦略機能強化ということで、40ページに図を記載しており

ますが、学長の補佐機関として教育研究戦略機構を立ち上げ、特に教育研究に

ついては推進本部から吸い上げて、ここで戦略を練っていく、さらに国際化戦

略をここで重点的にやっていく、というのが一つの柱です。さらに入試につい

ては国の方でも入試改革が進められようとしていますので、入試推進本部を新

たに設置するということ、さらに学内情報の集約とそれを分析する IRという活
動が注目されつつありますが、そういった IR 活動を担うことによって学内の
PDCA サイクルをさらに活性化していく仕組み、あるいは戦略を立てるにあた
ってのエビデンスを、IR 活動を通じて高めていく、こういった取組を考えてお
ります。 

41ページは研究科長等の権限と責任の明確化、42ページは教員組織の改革と
いうことで教員組織の分離、44 ページは目標管理と評価ということで、この評
価委員会にもお願いしておりましたが、できるだけ評価結果をすみやかに大学

の実行に結びつけたい、改革に結びつけたいということで、評価結果を速やか

にいただき、当該年度の改善にも役立てていきたいという趣旨で、サイクルの

明確化と迅速化を図りたいと考えております。45 ページからは教職員力の強化
ということで教員人事制度の改革、また 47ページは職員力強化の取組、教職共
同を担う職員力強化の取組、さらに病院長の権限強化の取組等を載せておりま

す。以上が改革の中身です。 
51 ページからスケジュールがありますが、今回理事長兼学長が再度選任され

まして、第二期と言いますか、あと２年という任期をいただきました。その所

信表明の中でも、大学改革を２年間でやっていきたい、重点事項だと名言して

おり、そういった考えのもと、任期２年の間にここに書いてあります改革プラ

ンの実現を精力的に進めていきたいと考えております。またこの成果の内容に

つきましては、今年度、来年度の業務実績の中で、適宜記載、反映させていき

ますので、評価委員の皆様において、評価あるいはご意見を賜りながら円滑に

進めていきたいと考えております。説明につきましては以上でございます。 
 
（楠本委員長） 
ありがとうございました。現在、大阪市立大学が力を入れて取り組んでおら

れる「大阪市立大学改革プラン」について説明いただきました。 
それでは、評価の検討に入ってまいります。 
資料１「平成25年度業務実績報告書に関する各委員意見」をご覧ください。

法人の自己評価に対して委員から意見の出ているものがまとめられています。

本日は、これらの意見に対して、法人よりご回答をいただき、その回答を踏ま
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えて自己評価が妥当であるとするか、それとも別の評価とすべきか、委員会と

して検討をしてまいります。 
では、事務局から、説明をお願いします。 

 
（岩谷大学支援担当課長）  
 資料にあるご意見は、事前に委員の皆様からいただいたもので、評価Ⅳのも

のが７項目、評価Ⅲのものが８項目、評価Ⅱのものが４項目あり、資料はそれ

ぞれの評価ごとにまとめています。私の方より評価ごとに委員のみなさまのご

意見を簡単にご紹介させていただいた後、法人より回答をしていただき、その

上で委員の皆様でご議論いただきたいと思います。 
 まず資料の１ページから２ページに、自己評価Ⅳ「特に進捗している」項目

があります。ご覧いただきますと、左の欄から、第二期中期計画、年度計画、

取組実績、自己評価、自己評価の判断根拠を記載しております。また年度計画

のところに達成水準が書かれており、自己評価の判断根拠のところに実績が書

かれています。例えば、項目 22－1 ですと、学生サービス充実検討委員会の開
催件数の達成水準は 5回、それに対して 32回行ったので、自己評価の判断根拠
には 640％ということで、達成率が数値的に分かるようになっております。また、
一番右端の欄に委員からのご意見を記載しております。 
まず項目 22－1 ですが、学生サポートセンターでの取組についての計画で、

ワーキンググループや懇談会等の開催、ポータルサイトにおいて学生アンケー

ト欄の開設、学生なんでも相談窓口の暫定設置などを行っております。委員か

らは、学生サポートに対する学生の評価・要望がどういったものか、学生が参

加してはどうかといったご意見をいただいております。 
項目 33は若手研究者の確保・育成や女性研究者支援についての計画で、文科

省の補助事業である「テニュアトラック普及・定着事業」および「女性研究者

研究活動支援事業」に応募し、採択されております。委員からは、採択された

ことは評価できるものの、恒久的財源が見込まれていないことからⅣ評価は甘

いのではないかというご意見、また、プロジェクトマネージメントオフィスに

ついてのご質問をいただいております。 
次の項目 29 は都市研究プラザでの取組、続いて項目 32 は戦略的研究経費に

ついての計画で、この二つの評価はⅢ評価ですが、先程の項目 33とともにご意
見をいただいておりますので、ここでご紹介いたします。将来性のある研究分

野、有望な若手研究者に研究資金を傾斜配分するのはよいことであるが、研究

分野の指定、研究者の選考、また評価について十分配慮されているのかどうか

とのご質問です。 
次のページ項目36－1はシンクタンク機能の充実にかかる計画で、住之江区、
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住吉区、西成区役所との連携協定の締結や、大阪府立大学との共同で文科省の

補助事業である COC「地（知）の拠点整備事業」に採択されています。委員か
らは COC に採択されたこと、COC による取組がⅣ評価の根拠となっているの
かというご質問をいただいております。 
項目 42は都市健康・スポーツ研究センターについての計画で、住吉区スポー

ツセンターと連携しての企画や公開講座を数多く行っております。委員からは、

「いきいきドッグ」の内容について、また公開講座数や受講者の増加にある背

景へのご質問、公開講座を実施するのに伴う影響や、望ましい提供水準や形態

について検討が十分行われているかどうかの質問をいただいております。 
項目 85は防災対策に関する計画で、4,000人の参加者による防火・防災訓練

の実施や、災害対策本部マニュアルの策定、シミュレーション訓練の実施、安

否確認システムの導入準備を行っております。委員からは、Ⅳ評価は甘いので

はないかというご意見をいただいております。 
自己評価Ⅳのものに対するご意見・ご質問は以上です。続いて、法人よりご

質問の回答をしていただきます。 
 
（桐山理事兼副学長） 
 桐山でございます。まず項目22－1の学生サポートセンターについてですが、
学生なんでも窓口を３月に暫定設置しており、４月より本格実施したところで、

まだ十分集約できておりません。本学では 1970年から学生生活実態調査という
アンケートを、かつては４年に一度、現在は３年に一度行っており、その中か

らこういう窓口の必要性が出てきたわけですが、大学が行ってきた学生サポー

トに係る学生の受け止め方については、学生生活実態調査において、学生サポ

ートセンター機能に対する質問があり、「かなり良い」、「やや良い」が約 33％、
「ふつう」が約 43％、「やや悪い」、「かなり悪い」が約 15％となっており、「良
い」の回答が「悪い」の回答の倍以上あり、一定の評価を得ていると考えてお

ります。こういう形で実態調査を行って、評価をしております。なんでも相談

窓口ですが、なんでも相談ですので、軽微なものから深刻なものまであります。

軽微のものだと、例えば、履修をどのようにしたらいいのか、学生証をなくし

たというようなものがあり、それぞれ各学部・研究科の担当者に案内していま

す。深刻なものについては個別相談室というものを設けており、そこで、保護

者の方から、学生が、単位が足りなくて卒業できなさそうですがどうですかと

いうような深刻なものは詳細に聞いて対応しています。かなり深刻なものにつ

いては、今後慎重に取り扱っていきたいと考えております。 
学生のワーキンググループへの参画についてですが、どういう仕組みにする

のか難しいところあり、現在は考えていませんが、今後は学生の参画も視野に
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入れて検討していきたいと思っております。 
 
（宮野理事兼副学長） 
 宮野でございます。項目 33について回答させていただきます。この項目は中
期計画で、女性あるいは若手研究者の支援、環境改善をめざしております。平

成 25年度の年度計画としては、実は前年度に女性研究者支援の外部資金事業に
応募したのですが、残念ながら採択されなかったので、平成 25年度も改めてま
た応募するということ、また新たに行われます若手研究者の支援に応募するこ

とをめざしておりました。その結果平成 25年度にいずれも採択されたところで
す。ご質問にある恒久的財源の見通しについてですが、この点については二つ

の事業とも、事業の継続いわゆる外部資金が終わった後どうするかということ

について、ヒアリングの際に確認されており、学長から法人としての継続を約

束しており、当然若手あるいは女性研究者支援は法人としても継続していかな

いといけないものと認識しているところでございます。 
また、次の質問はプロジェクトマネージメントオフィス、PMOと言っており

ますが、この機能、人的体制についてですが、これまでは外部資金を獲得する

ために研究支援課が中心になってやってきましたが、特に COCについては、い
わゆる地域貢献、それから教育といった研究以外の分野も密接にかかわってき

ており、担当事務課間で分野横断的に取り組まないといけないという認識が出

てきまして PMOを新たに設置しました。平成 25年度の最初の段階では、PMO
の中にオフィス長として大学運営本部の事務部長、学務企画課長も兼任で PMO
に所属しております。その下に学務企画係員が兼任で１名、この外に事業の推

進コーディネーターとして、外部資金で雇用している事業推進コーディネータ

ーを１名おいております。COCの事務補助として１名、外部資金に基づく雇用
で、短時間勤務職員でございます。教務担当コーディネーター１名、事務補助

１名、これは大学教育センターとの兼務としておいています。こういう陣容で

PMOを構成しています。項目 33については以上です。 
また関連しますので項目 29、30 について引き続き説明させていただきます。

まず項目 29についてですが、ご質問はいわゆる将来的に有望な若手研究者の研
究資金の資金配分がどうなっているかということですが、本学では、過去７、

８年ぐらい前から、学内の競争的研究資金として研究費を配分するシステムを

取ってきております。この中で平成 25年度については、総額１億円を原資とし
て、種目としては重点研究の A、B、萌芽研究、若手研究、という４種目を学内
の競争的研究資金として設定しました。重点研究 A については、上限が 1,500
万円、Bについては上限が 300万円、萌芽研究については上限 150万円、若手
研究は上限 100 万円として設定しまして、学内に広く公募するという形で行っ
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てきております。お尋ねの評価についてですが、まず、重点研究の Aと Bにつ
いては、研究推進本部長、私ですが、別の理事が努める産学連携推進本部長と、

文系の研究科長３名、理系の研究科長３名、合計８名の評価委員で評価をいた

しました。萌芽研究と若手研究は理事２名と文系の評議委員、理系の評議委員

それぞれ３名、合計８名の評価委員で評価します。評価項目は６項目あり、い

ずれも１から４の４段階評価があり、それぞれの種目について、評価の合計点

とその平均点で順位をつけて点数評価をしていますが、最終的にはいずれも学

長の決定で採択を決めています。また事後評価になりますが、特に上限 1,500
万という相対的に大きな金額が支給される重点研究 A については、研究の終了
後に外部評価として外部の方複数名、基本的に２名により評価してもらい、結

果をホームページに公表しています。以上が項目 29、30にかかる内容でござい
ます。 
続きまして、項目 36－1 についてですが、この評価Ⅳの判断ということです

が、今回平成 25年度に COCに採択されたことももちろん大きな成果ですが、
それだけではなく、この COC 採択の結果、体制がかなり強化したということ、
特に具体的な例でいいますと、地域連携センターが昨年２月に開設され、平成

25 年度に具体的な事業が動き出しました。その受託事業の第１号が、西成区、
住吉区、住之江区近隣３区と連携協定を結んでいるのですが、そのうちの一つ、

西成区からの受託事業として西成情報アーカイブの企画運営を委託されまして、

地域連携センターが中心に動かしています。また COCと合わせて、総務省の域
学連携というものを受けまして、和歌山県の新宮市へ教員が出張として小学生

などに講義するというものですが、この域学連携を地域連携センターで担う形

で進めています。また特に学内のシーズ、先生方が持っている研究成果、地域

貢献の可能性にある内容をホームページで公開するなども平成 25年度に実施し
ており、こういったことを踏まえて、評価Ⅳとしております。 
項目 42、いきいきドッグについてですが、これは都市健康・スポーツ研究セ

ンターが新たに実施した事業でありますが、もともと都市健康・スポーツ研究

センターは梅田にある文化交流センターでの公開講座に加えて、住吉区との連

携で行う事業なども積極的に行ってきております。特に平成 25年度は、住吉ス
ポーツセンターに開設されている、高齢者向けの健康作り教室、いきいきわく

わく健康体操と言っておりますが、この受講者を対象とし、今回の健康スポー

ツアカデミーとして、いきいきドッグを企画しました。このいきいきドッグは

いくつかの測定項目があり、具体的に申しますと、筋肉量、血圧、骨密度、転

倒の危険度の評価として、運動機能の評価、片足立ちや最大一歩幅の評価、ま

たあわせて認知機能の検査、こういった複数の測定項目を行ってきております。

従いまして一人あたりにかかる時間をある程度想定しなければならず、人数を
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多く取るということよりは、できれば、いわゆる高齢者に事前に危険を認知し

て頂くような評価をすることによって、具体的な成果を求めていきたいという

ことの方が大きな目標で、こういった新たな試みをしたということ、昨年度に

比べましてさらに公開講座の参加者が増えてきているということを勘案して評

価しております。 
特に大学が全体として行う公開講座についてということですが、講座の開設

数は 60講座ぐらいで、ここ数年、講座のあり方については、さまざま検討して
まいりました。ご指摘のように数が多ければいいというのでないということは、 
私共も感じており、より具体的に成果のある講座をどうしたらいいか、特に講

座に参加していただく方への広報のありかたについて検討してまいりまして、

参加の申し込みをホームページから可能にすることもしてきており、こういっ

たことも勘案してⅣ評価にしております。 
項目 85、防火防災訓練についてのご意見ですが、ここ数年、この防火防災訓

練を杉本地区全学的に、総合的に行ってきております。特に平成 25年度につい
ては、前年度の 4,000人規模の参加を維持できたこと、また新たな取組として、
若手職員を中心とした災害対策特命ワーキンググループを設けまして、ここで

さまざまな検討を始めております。その結果、訓練を始めた当初は発災直後の

対応、特に学生を安全なところに移動させる、消火活動に職員が従事するなど

の訓練が中心でしたが、発災後２時間を経過した時点、直後から少したった時

間を第２ステージと呼んでおりますが、発災後２時間を経過した時点での災害

対策本部訓練を新たに実施しました。いわゆるディグ、災害図上訓練という形

で行っております。こういったことが新たに実施できたということと、特に発

生直後から第２ステージまでを含めたマニュアルを策定して、時系列的に災害

時に教職員がどう対応しなければいけないかということを明示できた、そうい

う資料が作成できたということがこの評価につながっていると考えております。

以上でございます。 
 
（楠本委員長） 
ありがとうございました。ただいま委員からの自己評価についてのご意見の

うち、「年度計画が特に進捗している」という評価がⅣのものについて、法人よ

りご回答いただきました。 
順次評価を確定していかなければなりませんので、この項目の順に進めてい

きたいと思います。 
項目22－1、学生サポートセンターにおいて、学生に対するサービスが充実し

たということでⅣ評価にしていますが、それについて、学生の反応はどうかと

いうようなご質問がありましたが、これはどうでしょうか。Ⅳの評価でいいの
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かどうかを決めていくことになりますが、いかがでしょうか。 
 

（宮本委員） 
私が質問させていただいたのですが、今お聞きしました学生の満足度は、３

３％がよい、もしくはふつうで、悪いが15％ですが、33％という数字はよいと
思われるのでしょうか。悪いというのが15％というのは問題あると思うのです
がいかがでしょうか。私は少し疑問に思うのですが。 
 
（桐山理事兼副学長） 
「悪い」というご意見は、今まで学部事務は各学部にあったのですが、学生

サポートセンターの一か所に集約されたので、研究室より遠くなった、不便だ

というご意見で、サービス内容が落ちたというわけではないと考えております。 
 
（楠本委員長） 
学生にとっては、わざわざどこかに行かないといけなくなったということで

すね。学部の教務係の人員が減ってきたので対応ができなくなったということ

ですか。まとめて充実させるというのはいい考えだと思いますが、各学部では

今までのようには今後対応できないという判断でしょうか。 
 
（桐山理事兼副学長） 
実際には、センターに各学部対応の職員があり、それ以外になんでも相談窓

口を別途設けております。 
 
（楠本委員長） 
センターに学生が出向かないといけないので不便だというご意見があるとい

うことですね。それでは、センター機能が充実したということで、Ⅳ評価でよ

ろしいですね。 
次ですが、戦略的研究経費の話と合わせて、項目29と32と33ですが、まず項

目33についていかがですか、若手研究者と女性研究者の科研費を獲得されて、
それで取組が充実したというのはその通りだと思いますが、私も採択が終わっ

た後のことは懸念されます。 
 
（宮野理事兼副学長） 
基本的にこれらは、スタートアップ事業として国に位置付けられており、我々

もそう認識しております。事業の補助をいただき、体制を整え、それを継続し

ていくというものです。具体的にいいますと、テニュアトラックにつきまして
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は、昨年度３人、今年度２人、この事業でテニュアトラック教員を採用します。

中間の評価が２年後に行われますので、その評価を見て、その時点から本学独

自のテニュアトラック教員の採用を始めようと計画しております。これは事業

計画に書き込んでおりますので、それが目標になっております。それは粛々と

進めるもので、このようにまずスタートアップで体制を整え、本学として続け

ていく、これは女性研究者支援も、テニュアトラックも同じですので、そのあ

たりは大丈夫です。 
 
（楠本委員長） 
項目29、32に関連してですが、大学としての重点研究のサポート体制やその

選考方法がどうなっているかというご質問ですが、これについても法人の説明

について、ご意見ありませんか。 
次の項目36については、地域連携センターを中心とした活動の話ですが、こ

れについてはいかがでしょうか。 
 
（堀委員） 

PMOの質問をしたのは私で、横断的な体制で構成されているので、高く評価
したいと思うのですが、項目33は研究の関連でしたね。項目36は地域連携のこ
とですが、PMOが扱う内容は広く、必ずしも研究だけでなく、横断的なプロジ
ェクト、いろいろなところが関与するようなものは、全部ここで扱うというこ

とでしょうか。 
 

（宮野理事兼副学長） 
 これまで、特に外部資金を獲得していく時に、比較的、教育と研究が分かれ

ていて、それぞれの部署で、例えば研究支援課という部署が担当すれば可能で

した。しかし COCが典型的なのですが、文科省の設計が最初は地域貢献から始
まったのですが、いろいろな意見がある中で、地域貢献だけではなく、研究も

教育も入れるべきだと、研究だけでなく、研究、教育、地域貢献、さまざまな

要素が事業に入ってきたわけです。こういった広い要素を含んだ事業に対して

は単一の部署だけでは対応できないということで、新たに PMOを設けました。 
 
（喜多委員） 
 Ⅳ評価の根拠についての質問は私がしたのですが、内容を詳細にお聞きしま

して、非常に充実していると分かりましたので、Ⅳ評価でいいと思います。 
 
（楠本委員長） 
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 他にございませんか。この項目では具体的な活動のお話をしていただきまし

た。Ⅳ評価といたします。 
 次の項目 42の都市健康スポーツ研究センターの活動を中心にしたもの、地域
スポーツセンターとの連携についてですが、ご質問ではいきいきドッグの参加

者が少ないのではないか、また後半のご質問は、幅広い活動に関係すると思う

のですが、公開講座が多ければよいというのではないという時期に来ているの

ではないかという意見もあり、大学からの説明もありましたが、これについて

いかがでしょうか。活動がⅣ評価でよいかどうかということと、後に申し上げ

た、活動の規模については、全体に係る話なので後でよろしいでしょうか。 
 
（堀委員） 
いきいきドッグについて先程お聞かせいただきましたが、対象者の数はまだ

少ないと思うのですが、新しい分野への試みで、これからの健康寿命を考えた

時のたいへん大事なファクターなので、高く評価したいと思います。 
 
（楠本委員長） 
ここの数は住吉スポーツセンターとの数ですね。数は少ないように思います

が、全体の活動としては幅広くされているのではないかと思ったのですが。 
 
（宮野理事兼副学長） 
測定項目が多岐にわたっておりまして、３人の方に対応するのに１時間ぐら

いはかかります。限られた時間の中ですので、難しいところもあります。 
 
（楠本委員長） 
受けた方の満足度は極めて高いのでしょうね。どうでしょうか。堀委員の意

見もございましたが、取組が充実しているということで、Ⅳ評価でよろしいで

しょうか。 
次に項目 85、災害時の対応ですが、全学として防災訓練を実施されているが、

今までもやっていることではないかというコメントですが、今まで出来ていな

かったことが非常にできたということと、マニュアルを作成されたということ

で、大学としては取組が非常に進んだとご判断されているのですが、いかがで

しょうか。 
 
（喜多委員） 
 セカンドステージでの災害対策のお話をお聞きしまして、確かにセカンドス

テージでのマニュアルおよび訓練はなかなか他ではないと思いましたので、Ⅳ
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評価として評価されるべきだと考えました。 
 
（楠本委員長） 
いかがでしょうか。それではいずれもⅣ評価が妥当であると判断したいと思

います。続いて、Ⅲ評価のものについて、事務局より説明をお願いします。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 

評価Ⅲは年度計画が進捗しているという評価です。 
項目７は大学院教育についての計画で、大阪府立大学と共同で「博士課程教

育リーディングプログラム」が採択され、また大学院共通教育の検討、大学院

の在り方についての全学的な検討を行っております。委員からは、「博士課程教

育リーディングプログラム」が採択されていることから、Ⅳ評価ではないか、

また大学院研究科における相互単位取得についてご質問をいただいております。 
項目 11－2 は高度専門社会人の育成についての計画で、各研究科において地

域の活性化を担う高度専門社会人の育成を図っており、各種試験合格率は高い

水準を保っています。委員からは、創造都市研究科や経済学、経営学研究科で

の社会人教育についての成果についてご質問をいただいております。 
項目 14－2 はグローバル人材の育成についての計画で、短期語学研修の実施

や国際学術交流協定の締結などについて各学部研究科で取り組んでいるところ

ですが、委員からは、研究を世界に発信できる人材の育成として、若手研究者

や、大学院生レベルで外国のジャーナルや学会報告実績についてのご質問をい

ただいております。 
次の 4ページ、項目 28は都市科学等の重点研究についての計画で、人工光合

成研究や健康科学研究、また文部科学省事業の COI（センターオブイノベーシ
ョン）事業に応募し COI-T（トライアル）として採択されるなどの取組を行っ
ております。委員からは、COI-T（トライアル）やイノベーション対話促進プロ
グラムなどが採択されたことの実績から、Ⅳ評価にすべきではないかというご

意見をいただいております。 
項目 31は国際交流の推進についての計画で、韓国やタイの大学と新たな大学

間交流協定締結や全学的な国際学術シンポジウムを開催するなどの取組を行っ

ています。委員からは、国際学術交流協定がアクティブなものになっているか、

定期的な検証は行われているのかというご質問をいただいております。 
項目 50は、中小企業との連携による共同研究などについての計画で、ホーム

ドクター制度による技術相談や共同研究などに取り組んでいます。委員からは

セミナーの開催数や技術相談件数などが大幅に増加しているならⅣ評価ではな

いかとのご意見をいただいております。 
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次の５ページ、項目 67は特任教員制度やキャリアスタッフ制度についての計
画で、有期雇用教職員制度改正にかかわっての新たな制度設計や、「大学改革プ

ラン」に若手教員の育成を図る教員人事制度を盛り込んでいます。委員からは

新しい制度設計が一部のみとなった理由についてのご質問をいただいておりま

す。 
項目 71は、はばたけ夢基金の寄付募集活動にかかる計画で、卒業生・保護者・

企業へのパンフレット配付に取り組んでいますが、今回については、パンフレ

ットの配布よりは同窓会の会報に広告を出しています。委員からはパンフレッ

ト配付による募金の成果についてのご質問をいただいております。 
自己評価Ⅲのものに対するご意見・ご質問は以上です。続いて、法人よりご

質問の回答をしていただきます。 
 
（宮野理事兼副学長） 
 まず項目７について、リーディング大学院採択による評価ですがⅣ評価でい

いのではないかというご意見をいただいております。リーディング大学院は、

過去３年間、事業公募があったのですが、なかなか採択されず、平成 25年度に
大阪府立大学と連携して、共同教育課程を設立するということで採択されまし

た。本学の工学研究科、大阪府立大学の工学研究科、理学研究科、生命科学研

究科ということで、本学が１研究科、府大が３研究科の共同で取り組む事業で

して、特徴としては修士課程から博士課程の大学院一環教育で、質の高い若手

研究者を育成していくのが目標で、採択されるのは確かに非常に高いハードル

で、25 年度に公立大学として採択されたのは我々だけでした。そういった意味
で評価して頂くのはありがたいことです。本学としては、もともとご意見の二

つ目の項目ともかかわっていますが、大学院研究科の相互単位取得をめざすと

いうことでやってきておりますが、工学研究科では従来から単位互換をやって

きておりまして、そういった意味で、今回のリーディング大学院の採択に向け

てもハードルが低かったと思っております。従って二つ目の大学院研究科にお

ける相互単位取得は引き続き、より広げていくという風に進めていきたいと思

っておりましますが、特に大学院の教育については専門性や、分野によっては

系統性が強く求められていまして、そういった一定のハードルを越えつつ行か

ないといけないという現実もありますので、分野ごとに検討を進めていきたい

と考えております。 
 
（桐山理事兼副学長） 
項目 11－2 高度専門社会人の育成について、ご指摘いただいているのは教育

の成果で、資格試験がらみ以外のものはどうかということですが、本学の創造
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都市研究科は社会人大学院であって、1 学年 100 名程度おります。創造都市研
究科では、毎年修了時にアンケートを行っており、評価活動のいわゆる FD 研
究会の時に報告しております。研究課題には、コース、分野が七つほどありま

して、その一部では独自に院生の修了後の状況を把握するアンケートなどを実

施しております。ただ研究科全体として、そのアンケート結果を整理分析する、

今後の教育研究に活かすところまでは、まだ至っておらず反省点です。修了生

の成果としましては、大学教員としての採用や、独自に企業や NPOを立ち上げ
た方もおられ、また都市政策の分野で修了された方などでは地方議員の政治家

になられた方など、一定程度把握しております。今後そういった情報を系統的

に検討、分析していくことが必要かと思っております。 
経済学研究科は特に高度専門社会人の育成は目標にしていませんが、社会人

の特別選抜は行っており、これまでに修士号を取得したものが 74名、博士号取
得者が３名です。経営学研究科でも一部社会人対象の教育ということで、医療

福祉の経営責任者に院生として参加して頂き、相互学習というような形で実施

しております。すでに５年ほど続いているプロジェクトですが、10 数名の院生
がいて一定程度評価されています。 

 
（宮野理事兼副学長） 

14－2の項目については、各学部・研究科が取組むグローバル人材育成のため
の授業などの年度計画ですが、資料にもありますように各研究科でさまざまな

取組を継続して進めてきており、年度計画としてはⅢと評価しています。ご質

問はグローバル人材育成という点で、研究を世界に発信できる人材の育成が重

要であろう、大学院あるいは若手研究者のレベルでのジャーナルや学会報告の

実績についてでした。院生については全体把握が難しいのですが、平成 25年度
の全院生のうち前期院生 1,183 人、後期院生が 582 人在籍しています。特に外
国のジャーナルに発信するレベルになると後期院生が中心になろうかと思いま

すが、平成 25年度の実績で申し上げますと、ジャーナルでは、若手研究者は 173
件、大学院生では 207 件でございます。学会報告では若手研究者 211 件、大学
院生 248 件でした。学会報告はもう少し実績があるかと思いますが、いわゆる
海外の国際会議のレベルもあり、少し申告を制限したところもあるかもしれま

せん。ジャーナルでいいますと、大学院生は 207 件で、後期院生の半数までは
いきませんが、かなりの数が発表されているということ、回答が十分得られて

いない分野でも発表があるかと思いますので、そういったことを含めると、あ

る程度実績があるのではないかと認識しています。 
28 の項目についてですが、COI のトライアルとして採択されていまして、  

この 2 年間で１億円という資金をいただきまして進めていますが、これについ
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ては、今後 COIとしての本採択にむけて努力していかなければならない、とり
あえず中間としては満足できるものではありますが、今後に向けて継続的に努

力をしていかなければならないと思っております。 
「グローバル競争下の都市成長戦略に関する、都市経営視点からの基礎研究」

が重点研究 B に採択されたことを評価して頂いておりますが、これは先程申し
上げましたいわゆる学内の競争的研究資金でして、学外のものではないので、

評価Ⅳには結びつかないと考えております。 
 項目 31は、国際交流の締結についてですが、これまで各部局で単独で結んで
いたものがありましたが、活発に進んでいるものについてはできれば大学間交

流に格上げしていきたいと考えておりまして、そのためにもご指摘いただいて

おりますように、具体的な活動がどういうものか、やはりチェックしないとい

けないと認識しております。特に各部局において、協定の更新期限がきている

ものについては、協定の更新の有無や今後の更新について、どうするか確認し

まして、最新の協定交流に結びつけていくなど、国際センターが中心になって

一覧表を作成する形で把握し、最新の協定交流を促進していくということに向

けて、進めているところであります。従いまして、一定の整理をしている中で、

進捗していると考えております。 
 項目 50についてですが、セミナーについて、比較的、産学連携の相談件数が
多いのにⅣ評価でないのかということですが、件数、セミナーの開催数は年度

計画を満たしております。そういう意味ではⅢ評価もしくはそれ以上の評価か

と思いますが、もう一つの計画、中期計画として、民間企業との受託・共同研

究の金額ベースの目標を４億円に設定していますが、平成 25年度は残念ながら、
約３億円の 2 億 8 千万円にとどまっており、その点でⅣ評価には至らなかった
と判断しております。 
 
（松尾法人運営本部事務部長） 
法人運営本部事務部長の松尾でございます。項目 67につきましては、法人化

以降、特任教員、並びにキャリアスタッフ、キャリアスタッフとは職員が多く

大阪市の方に戻りましたので、それを穴埋めするために有期雇用の制度を利用

して、キャリアスタッフとして雇用している経過があります。いかにしてこの

特任教員、キャリアスタッフの活性化を図り、有効的に活用するかというのが

中期計画の趣旨でありますが、実は有期雇用につきまして、５年を超える場合

は無期雇用としなければならないという労働契約法の改正があり、それを元に

制度設計を考えてまいりました。しかし平成 25 年 12 月に研究開発力強化法及
び任期法の関係で、教員及び研究者につきましては、５年ではなく 10年を超え
る場合は無期にするという法律改正がございました。研究者の適用範囲につい
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て、具体的な中身がまだ不明でして、本学には病院もあり、研究者の範囲がす

ごく広いこともあり、検討してまいりました。職員については５年ということ

で固まっておりますので、平成 25 年 10 月に制度改正を行いましたが、研究者
については、まだいろんな情報を集めてやっていくということで、一部にとど

まりました。 
 項目 71 のはばたけ夢基金ですが、平成 21 年から 26 年の 5 年で、創基 130
周年を契機として寄付を集める活動をしてまいりました。実は東日本大震災が

平成 23 年３月 11 日に発生した後は、日本全国が東日本大震災に係る寄付とい
う機運が高まっておりましたので、積極的に寄付を呼び掛けるということを行

ってまいりませんでしたが、同窓会報や、保護者会の会報などへのパンフレッ

トの同封や会報にも載せていただきました。平成 25年実績でいきますと約 490
万の寄付をいただきました。通信運搬費やパンフレット、封筒などの経費を合

わせますと、100万円程でしたので、一定の効果があったのではないかというの
が実態です。はばたけ夢基金は平成 26年の９月末までで一定期限を迎えますが、
大学としては、期限を設けずに継続して基金に取り組みたいということで、新

たに今年の 10月から大阪市立大学夢基金というものを創設しまして、継続的に
基金の取組をしていこうということを決めております。ご質問はパンフレット

の配布でということでしたが、人員を増やしたわけではありませんが、事務局

の充実も図りまして、東日本大震災以降少し落ち着きましたので、新基金の元、

積極的に営業活動をしていこうと、この４月からは、全国にある同窓会組織、

大阪近郊で行われる同窓会組織には、担当者が行ける限り出向いて説明するな

ど、取り組んでおります。パンフレット配付手段ということだけではなしに、

今後はこういった取組も進めていきたいと考えております。 
 
（楠本委員長） 
ありがとうございました。Ⅲ評価の項目について、法人からご説明をいただ

きました。 
項目７ですが、これはリーディング大学院が採択されたのでⅣ評価でいいの

ではないかというご意見がありますが、いかがでしょうか。 
 
（堀委員） 
大阪府立大学との共同で採択されたということですので、今後とも市大とし

て進めていかれるのであれば、Ⅳ評価でいいと思います。共同申請というテク

ニカルな方法でうまくいったが、府立大学との共同を積極的に考えていないの

であれば、Ⅲ評価で、今後も積極的に進めていくのであれば、Ⅳ評価でいいと

いうのが私の個人的な意見です。 



23 
 

（宮野理事兼副学長） 
両大学の統合の関係もありまして、今はできないのですが、将来的には１研

究科にするという目標があり、過程として、途中の段階では共同教育課程を設

置するということで進んでおります。いずれ大学が統合する、しないに関わら

ず、始めている事業ですので、これをやめるということは考えられないので、

今後も進めていきます。これからの大学院生の教育のありかたとしては、すべ

てが同じやり方がいいとは必ずしも思いませんが、ある一部分としては進めて

いくというのはいいと考えております。 
 

（喜多委員） 
先程お聞きしまして、非常に難しいプログラムを採択されたとして、Ⅳ評価

でいいのではないかと思います。確かに共同でという部分はありますが、今、

市大と府大はかなり共同でいろんなことをされていますので、その考え方に沿

っても、Ⅳ評価でいいのではないかと考えております。 
 
（楠本委員長） 
 これから何かと一緒にされることが多いと思いますが、今回確かに共同申請

というのが選考される場合に有利になった部分があるのかもしれませんが、こ

れが足かがりになって実現すればいいのではないでしょうか。 
 
（堀委員） 
その方向で今後も行かれるのならば、私はⅣ評価でいいと思います。 

 
（楠本委員長） 
 それではⅣ評価ということにいたしましょう。 
次は項目 11－2 についてですが、資格試験のないようなものについて追跡し

ておられるかというご質問でした。大学からは体系的なことはやっておられな

い、今分かっている範囲でお答えいただきましたが、こういう検討をしてはど

うかというご意見で、Ⅲ評価でいけないというわけはないと思います。Ⅲ評価

でよろしいでしょうか。 
次は項目 14－2、国際的な人材育成の話、外国ジャーナルなど、たぶん学部の

集計などはされていないので、大学も急に集められて苦労されたのではないか

と思います。 
 
（宮野理事兼副学長） 
申し訳ないのですが、必ずしも全研究科について網羅できていません。 
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（楠本委員長） 
 先程上げていただいた数値で、特に問題ないと思うのですが。 
 
（堀委員） 
英文論文が約３分の１から２分の１の間ですよね。まあまあいいのではない

でしょうか。 
 
（楠本委員長） 
毎年大きな論文が書けるとは限らないですしね。これはⅢ評価でよろしいで

すね。 
項目 28 は COI がトライアルとして採択されたので、Ⅳ評価でもいいのでは

ないかというコメントですが、いかがでしょうか。 
 
（喜多委員） 
 実績にある重点研究 B が学外のプログラムと勘違いしておりました。学内で
の採択ですので、Ⅲ評価ではないかと思います。 
 
（楠本委員長） 
それではⅢ評価のままでということで、よろしいですね。 
次の項目 31については、外国との交流ですが、確かに交流協定を結んでその

ままということはあり得るのですが、改定の時期には見直しをされておられる

ということで、Ⅲ評価でよろしいでしょうか。 
項目 50は、中小企業との支援についてですが、数値としては高いので、Ⅳ評

価でもいいのではないかというコメントですが、共同研究の額が伸びなかった

ということですね。 
項目 67 のキャリアスタッフの制度についてですが、一部未完成というのは、

先程のご説明で、法律上の問題があってのことなので、一部達成されているの

でⅢ評価でよろしいですね。 
次の項目 71の同窓会については、いろいろご苦労されているようですが、震

災に遠慮して活動を控えておられた、昨年度については同窓会報への掲載など

の取組を行っており、Ⅲ評価でよろしいですね。 
 それではⅡ評価の項目について、事務局よりご説明お願いします。 
 
（岩谷大学支援担当課長） 

 Ⅱ評価、年度計画がおおむね進捗していると評価のものです。 
 項目 24は学生への経済的支援についての計画で、大学院生に対する新たな修
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学支援について検討を行っていますが、新たな資源の確保が困難と認識され、

現行の減免制度の見直しも含めた検討を行っています。委員からは、原資の確

保ができないなら中期計画自体の見直しが必要であり、その場合評価はⅠ評価

になるのではないかというご意見、また制度は具体的にどのような内容なのか

というご質問をいただいております。 
項目 48は特許の出願・活用にかかる計画で、特許出願件数増加のための啓も

う活動などに取り組んでいます。委員からは、達成水準について、国内特許出

願大学承継件数ではなく、第三者への譲度も含めた発明件数で評価すべきでは

ないか、特許活用件数は困難度が高く、96％の達成率ならⅣ評価でいいのでは
ないか、また達成水準に件数が届かなかった原因として、出願・活用の努力を

怠ったためか、元々学内シーズが不足していたためかにより、取組み方が異な

るのではないかというご意見をいただいております。 
項目 63－3 は効果的な教育研究体制の構築のために、教員組織と教育組織を

分離する計画で、平成 25 年 10 月の府立大学との統合にかかって新大学案を策
定し、ここで教員組織・教育組織の案を記載し、「大学改革プラン」においても

組織分離について記載しスケジュールを明確にしています。委員からは、統合

が延期になったという外部環境変化に起因するものなので評価Ⅲでいいのでは

ないかというご意見をいただいております。 
項目 66は人事・給与制度にかかる計画で、教員にかかる給与制度の一部見直

しを行っています。また「大学改革プラン」にもモチベーションにつながる制

度について書かれています。委員からは、各種調査を行っているにもかかわら

ず達成できなかった理由、また達成できたこととできなかったことを明解にす

るべきというご意見をいただいております。 
自己評価Ⅱのものに対するご意見・ご質問は以上です。続いて、法人より回

答をしていただきます。 
 
（桐山理事兼副学長） 
 24 の項目についてですが、これは取組実績にありますように学生担当委員会
等の議論を踏まえて学生担当部長からこういう認識が示されたということです

が、学生担当委員会は教員の組織でありまして、教員としては現行ある授業料

減免制度に加えてさらに新しく加えてするべきであって、減免制度を減らすと

いう発想はなく、なんとか今の制度にプラスした制度を作れないかということ

で議論しておりました。しかし予算の関係等を考えると新たに加えるというの

は難しく、中期計画自体も、予算の関係について触れていませんので、そこを

組み替えて今後考えていくということにしておりまして、方向性としては、中

期計画の方向で考えております。一部実施というのは、授業料減免制度、現在
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の全額免除対象者というのは経済的困窮度プラス成績ということで、中途半端

になっていた部分がありましたので、そこの部分について改正しました。もう

一つの新制度は、例えば大学院の後期課程の学生に対する奨学金の付与などを

今後実行していくためにどういう配分がありうるかということを検討しており

ますが、具体的にいくらとか、何％というような配分がまだできておりません

ので、Ⅱ評価としております。 
 
（宮野理事兼副学長） 
 項目 48についてですが、国内特許にかかる問題ですが、本学では、年間の出
願件数の目標が 80 件、権利活用が 45 件としていますが、取組実績をご覧いた
だきますと 平成 25年度の特許出願件数の実績が 63件、活用件数が 43件の実
績でした。特に出願件数については、平成 24 年度については 79 件でほぼ目標
を達成したのですが、平成 25 年度は残念ながら 63 件でしたので、年度計画の
自己評価をⅡと考えております。またご指摘の学内シーズの把握についてです

が、コーディネーターが分野ごとに担当を決め、各部局の教員の研究内容、シ

ーズのヒアリングを進めているところでありますが、まだまだ十分でないと思

っておりまして、今後対策として、コーディネーターの増員を考えながら、産

学官の連携体制を強化していきたいと考えております。 
 
（桐山理事兼副学長） 
項目 63－3ですが、25年度中に教員組織と教育組織を分離するということを

言っておりましが、できなかったということで、３月の経営審議会でも早く実

施するようにご指摘いただいておりますので、Ⅱ評価としております。 
 

（松尾法人運営本部事務部長） 
 項目 66については、教職員のモチベーションをあげ、その素質能力を最大限
に活用する制度を、第二期中期計画に挙げております。市立大学の場合、教員

給与水準が、国立大学に比較して、高年齢層に厚く、若年齢層に薄いという高

低差がございます。どちらかというと、市大はその高低差が急なカーブを描い

ていて、国立大学は緩やかに、若手から教授の方に描かれている傾向がござい

ます。本学の給与水準については、国立大学並みに近づけるということを念頭

に組合との協議も含め検討を進めてまいり、いろいろ情報を集め、若年層をど

う上げていくのか検討しておりました。しかし昨年、大阪市の給与の減額改正

を踏まえまして、本法人も職員も含めて給与の減額を行う必要が生じてまいり

ましたので、この対応を最優先すべきという状況で検討を行い、職員について

は一定給与を下げましたけれど、教員の若手と高齢の高低差を一定配慮して減
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額に対応していこうと取り組んでまいりました。具体的には、市大教員の給与

水準と国立大学の給与水準に比較的準じている府立大学との比較を行いまして、  

市大は給与水準、いわゆる全体としては高いのですが、給料水準は府大の方が

高いというような状況でございます。そういう状況のなかで、特に低位職階で

は一定上げていこうということで、給与、給料水準を踏まえて、給与水準のバ

ランスを考えながら、低階級、若年層の給与水準を引き上げました。減額とい

うこともありますが、若年層の給与水準を一定引き上げて、高位階級の給料水

準を引き下げるということで対応しました。給与全体の水準については府大水

準並みとすることで対応し、結果として若手教員の給与処遇の改善につながり

ましたけれども、全体的に教授クラスのところには減額をせざるを得なかった

という状況でした。できたのは、若手に処遇ができたのですが、全体のバラン

スを考慮した改正と、並びに評価なども含めてモチベーション向上の方策につ

いては課題として、できていませんでしたので、今回Ⅱ評価としております。

以上です。 
 
（楠本委員長） 
それではまず、項目 24についてですが、評価はⅡとされていますが、学生へ

の支援の話で、財源がなくてできないのであれば計画そのものを変更しないと

いけないということで評価はⅠ評価ではないかというご意見でした。今の法人

からのご説明で、これについては対応ができそうであるということでしたが、

考え方を変えて支援をしたいということで、対応はできるということでⅡ評価

にしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
項目 48については、特許の件で評価Ⅲでもいいのではないかというご意見で

したが、どうでしょう。 
 
（喜多委員） 
 さきほどの説明をお伺いしまして、確かに、全員のやる気を喚起するという

意味で、ⅢではなくⅡ評価でいいのではないかと思います。 
 
（楠本委員長） 
ずいぶん努力されていていますが、件数が昨年より下回ったということで、

Ⅱ評価でよろしいでしょうか。 
 次は、項目 63-3教員組織の変更のお話ですが市大府大の統合問題、外部から
の影響でできなかったのは無理もないのではないか、Ⅲ評価でもいいのではな

いかとご意見でしたがいかがでしょう。 
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（堀委員） 
 教員組織、教育組織の分離ができていないので、この項目はⅡ評価にせざる

をえないのではないでしょうか。 
 
（楠本委員長） 
 府大との統合ということと関係はあるのでしょうが、できなかったのでⅡ評

価で仕方ないというところで、Ⅱ評価ということでよろしいでしょうか。 
次は給与水準のお話ですが、新しい制度を作るということでしたが、そこま

ではいかなかった。いろいろな複雑な事情があるようですが、できなかったと

いうことでⅡ評価ですが、いかがでしょう。対応はずいぶんお考えになってい

るようで、今後は対応が進んでいくと思われますが。よろしいでしょうか。で

はⅡ評価ということにいたします。 
ありがとうございました。駆足になりましたが、いろんな問題があってそれ

ぞれについてご説明いただき、ご判断いただきました。 
今日は、大学からいただいた業務実績報告書の大学の自己評価について、委

員からその評価が妥当かどうか、さらに説明を求めるというご意見があったも

のについて、議論しましたが、他にも項目がありますが、特にご意見がない項

目については、大学の自己評価が妥当であるという判断をさせていただきたい

と思います。 
 小項目はこれで確定ですね。本日の議事はこれで終了です。次回８月の委員

会は、法人からいろいろなご意見を伺うという機会です。あらかじめ委員から

意見をいただいた中には、事務局で次回に持ち越す判断をしたものがあります

ので、本日の意見も踏まえて、次回に法人からご意見を伺います。 
意見聴取する内容としましては、評価の妥当性について、法人に改めて確認

すべき事項があれば、また取組の質に関する意見・指摘のうち、意見聴取すべ

き事項、平成24年度評価で指摘された事項がありまして、それについてどうな
っているかというようなことを伺うつもりです。 
法人への意見聴取事項については、昨年度と同様に、法人からそれに対する

回答を頂いたうえで、第２回評価委員会に臨みたいと思います。事務局から、

委員会としての意見や指摘事項、特筆すべき事項として取り上げる項目につい

ても、委員の皆様からご提案いただきたいと考えております。事務局から連絡

があるかと思いますので、ご協力ください。 
その他、事務局から何かございますか。 

 
（岩谷大学支援担当課長） 

参考資料４をご覧ください。先程委員長からもありましたが、本日の第１回
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が始まる前に委員からお聞きした意見のうち、小項目評価以外の質問について

は、第２回の評価委員会での意見聴取事項とさせていただいたものです。 
評価全体としてお聞きになりたい事項や、本日の議論をふまえ、さらに詳し

く聞きたい事項などについて、ご意見をいただきたく存じます。昨年度は、こ

の第１回評価委員会が終わった後に、我々が各委員の皆様のところへお伺いし

て意見をお聞きしておりましたが、申し訳ございませんが今年度はメールで意

見を照会させていただきます。改めてこちらからメールを差し上げますので、

短い時間で非常に恐縮ですが、来週の金曜日までにご意見をお知らせいただき

たいと思います。 
次回の評価委員会の開催場所は、大阪市立大学杉本キャンパスの高原記念館

で行います。時間は午後２時から、暑い時期、暑い時間ではありますが、改め

てご案内をいたしますので、よろしくお願いします。 
また財務諸表をお手元にお配りしておりますが、説明は次回の評価委員会で

行います。事務局からは以上です。 
 
（楠本委員長） 
 少しあわただしくなりましたが、ご協力のおかげで小項目の評価はできまし

た。他にご意見がないようでしたら、これで終わりたいと思います。 
 
（種田委員） 
 大学で開催する時に、個々にどの先生が来られているかは分かりませんが、

先生方も来られているかと思います。たまにお知り合いになる先生方は、評価

についてその内容を完全には理解されていないようですが、どうフィードバッ

クされているのでしょうか。大学改革全般に関わるのかもしれませんが、今や

っている活動に関して、自分たちが評価されていることに対する意見といいま

すか、大学の先生一人ひとりに答えていただく必要はありませんが、せっかく

大学行くのですからそういう声が積極的に聞こえるように、今度の委員会にた

くさんの先生方に来ていただけたらいいなと思っています。何年か委員をさせ

ていただいているのですが、いつも理事長が応えていただいておりますが、で

きれば教職員の方に、こういうことを回答されている方に、代表的なコメント

をいただくなど、何かする機会があればいいなと思っております。 
 
（楠本委員長） 
 大学でする時は、各部局の方がこられていますね。研究科長等代表される方

がきているのでしょうか。 
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（桐山理事兼副学長） 
研究科長がきています。 

 
（楠本委員長） 
おっしゃるようにご意見をうかがうチャンスかとも思いますね。 
あまりそういう会話をすることは、時間の都合もありなかったように思いま

す。 
 
（種田委員） 
 一度、広報のご担当の方にお答えいただいたことがあります。  
 
（楠本委員長） 
 そうですね。何年か前の委員会で、広報についてご質問されたときに、専門

で採用された方にお答えいただいたことがありましたね。 
 あまり機会はないかもしれませんが、教員の生の声を聞きたい、若い人の声

を聞きたいということがありましたら、みなさんから事務局に提案して頂けた

らと思います。 
よろしいでしょうか。本日はこれで終了します。ご協力ありがとうございま

した。 


