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平成27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27年７月14日（火）午後２時30分～午後４時40分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】種田委員、喜多委員、楠本委員、桑原委員、竹村委員、堀委員、 

宮本委員 

【大 学】井上理事兼副学長、宮野理事兼副学長、赤井大学改革・戦略担当部長 

藤井大学運営本部事務部長、柏村法人運営本部事務部長兼企画総務課長、 

羽者家大学改革・戦略課長、 

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、和田交流推進担当部長、森山大学支援担当課長 

ほか 

 

○開会 

（和田交流推進担当部長） 

定刻になりましたので、開始させていただきたいと思います。 

 本日は、お忙しい中、また、大変暑さが厳しい中、お集まりいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 議事に入ります前に、本年４月に人事異動がございましたので、改めまして事務

局のご紹介をさせていただきたいと思います。 

 

 《事務局紹介》 

 

（和田交流推進担当部長） 

 今年度は、大阪市立大学の平成26年度の業務実績につきまして、ご評価いただき

ます。それでは、早速でございますが、楠本委員長、議事進行をよろしくお願いし

ます。 

 

（楠本委員長） 

 暑い季節とともに、今年も第１回の委員会を開くことになりました。お集まりい

ただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

 本日は、法人から井上理事兼副学長、宮野理事兼副学長のお二人がご臨席くださ

っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日の議題は、平成26年度の業務実績評価についてですが、事務局から、評価の

流れについてご説明をお願いしたいと思います。 
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（森山大学支援担当課長） 

評価の流れのご説明に先立ちまして、お手元にお配りしております資料の確認を

させていただきたいと存じます。 

 まず、式次第、配席表が１枚もの、それから、資料の表紙でございます。その後、

資料１といたしまして、平成26年度業務実績報告書に関する各委員ご意見一覧表と

いうＡ３の横長の資料でございます。資料２で、自己評価集計表というＡ４横、１

枚ものの表でございます。それから、資料３、重点項目一覧表というＡ３縦長の資

料１枚ものになってございます。続きまして、参考資料１、各年度終了時の評価手

順について、参考資料２、平成26年度の成果、Ａ３の１枚ものの資料でございます。

別冊で、平成26年度の業務実績報告書、それから、本日、財務諸表のほうもお配り

してございます。財務諸表と決算報告書、2014年度のファイナンシャルレポートと

位置づけさせていただいておりますけれども、こちらにつきましては、本日お配り

はさせていただいておりますが、内容につきましては第２回目の評価委員会でご説

明、ご議論を頂戴したいと思います。 

 以上の資料をもちまして、本日、ご意見を頂戴したいと思ってございます。 

 それでは、評価の流れについて、ご説明申し上げます。 

 お手元の参考資料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

いてをご覧いただけますでしょうか。 

 評価につきましては、昨年度同様でございますけれども、項目別評価と全体的評

価がございます。 

 項目別評価につきましては、小項目評価と大項目評価に分けてございまして、小

項目評価につきましては、法人の自己評価の妥当性を検証していただき、評価を行

っていただきたいと存じます。 

 大項目評価につきましては、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っていただくことになってございます。この二つの項目別

評価とともに、法人のほうが重点的に取り込んでございます事項を踏まえていただ

き、全体的な評価をお願いしたいと存じます。 

 スケジュールに関しまして、第１回目にあたります本日につきましては、小項目

に対する法人の自己評価に対して、あらかじめ委員の皆様からいただいております

ご意見につきまして、法人から回答をいただき、その上で自己評価が妥当かどうか

というものをご確認いただきたいと存じます。第２回目にあたります次回、８月の

評価委員会では、法人役員の意見聴取を予定してございます。自己評価の妥当性に

ついて、本日を踏まえましても疑義が残るもの、あるいは、法人にさらに詳しく聞

きたいということがございましたら、再度、第２回目でご確認いただきたいと存じ

ます。ここまでで、小項目評価、それから大項目評価をおおむね確定していただき

まして、評価結果の素案のご提示と、それから、本日お配りいたしました財務諸表

の説明を予定してございます。 第３回目にあたります９月の評価委員会では、７

月、８月の２回の評価委員会のご議論を踏まえまして、評価結果案をご提示させて
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いただきます。また、財務諸表の承認についても、意見具申を行っていただきます。

評価の流れ、スケジュールにつきまして、以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

配付資料についての説明と、今回の評価の流れについて事務局からご説明いただ

きました。 

 それでは、議論に入っていきますが、本日は、平成26年度業務実績に対する法人

の自己評価に対して、これまでに委員の皆様から出していただいた意見について法

人から回答をいただくということになっており、法人からのご説明を受けながら、

小項目の自己評価が妥当であるかという話をしていくことになります。資料の１に、

平成26年度業務実績報告書に関する各委員の意見として、法人の自己評価に対する

委員からの意見がまとめられております。これについて、本日は法人からの回答を

踏まえて、自己評価が妥当であるか、それとも、別の評価にすべきか、ということ

を委員の皆様からご意見をいただきます。事務局からさらにご説明いただけますか。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、個別の質疑に入ります前に、少しお時間をいただきまして、平成26年

度の業務実績の概要についてご説明申し上げたいと存じます。 

 参考資料２の平成26年度の成果というＡ３の、大きな横長のものをご覧になって

いただけますでしょうか。 

 ご承知のとおり、平成24年度から第二期中期目標期間が始まりまして、平成26年

度は、中盤の３カ年目に入ってございます。１年目、２年目に行ってまいりました

取組を確実、充実していくようなタームに入ってまいったものと認識してございま

す。平成26年度につきましても、引き続き重点三戦略を立てております。年度計画

の取組項目としては、各項の項目を挙げてございますけれども、その中でも、この

参考資料にございますような①都市大阪のシンクタンク、都市科学分野の教育・研

究・社会貢献というもの、それから、二つ目の②の専門性の高い社会人の育成、そ

れから３番目で、国際力の強化と、この三つを柱に取り組んでまいりました。 

 都市科学研究等の充実に向けた取組といたしまして、まず、被災地支援、防災教

育については、これまでも進めておりますが、平成26年度におきましては、文理融

合の組織といたしまして、都市防災教育センターを設立いたしました。これにより

まして、全学的な推進というものを図ってございます。それから、同じく都市科学

研究の分野で都市研究プラザにおきまして、共同利用、共同研究拠点に採択されま

して、平成26年度から３カ年の補助金を獲得してございます。その一環といたしま

して、先端的都市研究拠点事業を展開いたしました。それから、シンクタンク機能

の充実につきまして、大阪市をはじめ、広く社会、市民のシンクタンクとしての機

能強化を目指しまして、この間、シンクタンク拠点の形成に取り組んでまいりまし

た。平成26年度は、ＣＲテーブルワーキングやセミナーを積極的に開催いたしまし
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て、地域事例の実態調査を実施、あるいは、本市の都市整備局と住まい、まちづく

りに関する包括連携協定を締結するなど、行政のシンクタンクとしての機能強化を

図ってまいりました。それから、25年度に、うめきたに開場いたしました健康科学

イノベーションセンターにおきましては、各種イベントを開催いたしまして、ＰＲ

活動に努めました。この活動では、好評を博しまして、多数の一般の方、企業の方

それぞれにご参加をいただけたと存じ上げております。あと、人工光合成センター

とあわせまして企業との共同研究契約の締結など連携事業につきましても取組、実

績を上げてまいりました。そのほか、大阪の研究機関との連携、地域産業との連携

も進めてまいったという形になってございます。 

 次に、二本目の柱でございます専門性の高い社会人の育成については、従前から

引き続きまして、26年度も若手研究者、女性研究者の支援に取り組んでまいりまし

た。若手研究者支援につきましては、文科省補助事業のポスト・ドクターキャリア

開発事業を継続して行っておりまして、長期インターンシップの派遣など企業と学

生のマッチングに取り組んでまいりました。それから、テニュアトラック普及、定

着事業につきましてもテニュアトラック教員に対しまして、研究資金の配分である

とか、環境整備、それから研究活動支援など各種サポートを行いまして、事業の推

進を図ったところでございます。女性研究者支援につきましては、同じく文科省補

助事業の女性研究者研究活動支援事業をもとにいたしまして、女性研究活動支援員

制度、女性教員採用推進経費、昇任支援加速経費といった経費を創設するなど、出

産・介護・育児等のライフイベントを抱える女性研究者のサポート体制の推進を図

りました。そのほか、社会人教育につきましても、市立大学初の履修証明制度を活

用いたしました文化人材プログラムの実施に向けた取り組みなどを行っております。 

 続きまして、国際力強化につきましては、留学生の受け入れにつきまして、アメ

リカのウィーバー州立大学のほうから11名の学生を短期受け入れするなど留学生の

増を図ってございます。年間受け入れ数につきましても、昨年度より増加すること

ができました。逆に、送るほうの市大学生の留学につきましては、はばたけ夢基金

海外留学・渡航支援事業を、試行的にではありますが開始いたしまして、合計121名

の海外留学の支援を実施しました。また昨年度の評価委員会でもご意見を頂戴いた

しました認定留学制度を新たに導入するなど、海外留学の促進を図りまして、短期

海外研修参加学生が増えたという結果を残してございます。それから、グローバル

人材の育成の取組といたしまして、グローバルコミュニケーションコース第二期を

実施し、平成27年度からの副専攻の開始にもつなげております。そのほか、海外の

大学との交流促進でありますとか、海外における卒業生の連携強化、拠点化という

ものに取り組んでまいっております。 

 また、これら重点三戦略をはじめ、各取組の着実な実施を支えていくために、平

成24年度に策定いたしました大学改革プランに基づきまして、大学における経営改

革、大学改革にも取り組んでまいったところでございます。 

 学長を補佐する機関の具体化につきまして、プロジェクトチームで検討を重ねて、
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教育研究戦略機構の設置につなげるなど学長の一層のリーダーシップの強化に努め

てまいりました。また既存の学部・研究科の枠を超えて、限られた人材を活用して、

柔軟に教育研究に従事することを可能とするための研究員制度を構築するなど全学

的な教員人事の推進を図っております。そのほか、市大サポーター戦略としてのス

テークホルダーに関する取組や、大学の機能、組織の強化に努めてまいりました。 

 雑駁ではございますが、平成26年度の成果の概要は、以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 参考資料の２に基づいて、重点三戦略の主な成果と大学改革に対する主な取組と

成果についてご説明いただきました。 

 それでは、資料１に基づいて、具体的な項目について、この評価が妥当であるか

という議論に入っていきます。 

最初に全体の項目に関して、数値目標を定めてⅢ評価であるとか、Ⅳ評価である

とかという評価を法人が出しているのですが、その基準が少し曖昧ではないかとい

うご意見が委員から出てきています。それについて、法人からご説明をいただけま

すか。参考資料の最初のページです。 

 

（井上理事兼副学長） 

私のほうから回答させていただきます。 

 ご質問の趣旨として、達成水準の数値と評価点の整合性がとれていないのではな

いかということで、幾つかの事例を挙げていただいております。本学では、年度計

画の達成状況を客観的に確認できますように達成水準を設定するように努めており

ます。その達成水準と申しますのは、計画上実施するべき事項そのもの、例えば、

プロジェクトを実施するために会議や委員会を設置するなどの状況ですね。そうし

た定性的なものと、数値による定量的なもの、何件実施したとか、人員の問題であ

るとか、そうした定量的なものとの２種類で設定しております。年度計画の内容や

分野等により定性的、または定量的な達成水準を少なくとも一つ以上設定しており

まして、計画によっては、複数の達成水準を２種類から複合的に設定しております。

年度ごとに、達成水準に対する達成度によって、自己評価が客観的にできるように

工夫は加えて来ておりますけれども、ご指摘のとおりいまだ課題が残されているも

のもございます。引き続き達成水準と評価との整合性がより客観的にはかれるよう

な設定となるよう努力していくつもりでおります。 

 

（楠本委員長） 

 これは、なかなか難しい問題もあると思うのですが、今のような基本的なお考え

だということを伺って、あとは個別のテーマのところで、また具体的な数値等も参

考にしながら、進んでいければと思います。 

 それでは、参考資料の１は、全体の項目に関するものの次に、自己評価がⅠのも
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の、Ⅱのもの、Ⅲのものというふうに分けて、順番に整理していただいています。

まず、自己評価が一番下の評価Ⅰのもの、重点項目の58番について、法人からご説

明いただきましょうか。 

 それから、この資料はご覧になってわかるように、中期計画、年度計画、取組実

績があって、自己評価の判断基準というのが書いてあって、その次、一番右端に委

員の皆様からのコメントが出ています。項目58については、Ⅰという自己評価が出

ているのですが、それについてのご説明をお願いできますか。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

委員コメントの１点目ですが、ＭｅｄＣｉｔｙ21の開設そのものについても大き

な事業であり、これを無事に立ち上げたことを評価せず、年間受診者数が目標未達

成ということのみで、Ⅰ評価としていいものか疑問があるというご指摘です。年度

計画そのものにつきましては、先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ21の

開設に当たりましては、内装工事等ハード面の準備であるとか、あるいは、医療機

器の整備、あるいは、医療スタッフの確保等いろんな課題がございましたけども、

予定どおり平成26年４月に開設に至りました。しかしながら、ここにありますよう

に、年間受診者数28,000名ということを達成水準として設定しており、評価の目安

からいたしますと、今回の達成率が30％ですので、Ⅰ評価とならざるを得ないとい

うことで、Ⅰ評価としております。 

 ２点目は、初年度達成水準28,000人という数字はどういう想定で設定されたのか。

設備のフルキャパシティーに基づく数字だったのかというご指摘です。受診者数の

設定につきましては、厚生労働省の医療経済実態調査のデータをもとに算出いたし

ました。初年度の外来患者数が26,100名ということと、あと、大阪東南部の地域の

人口約300万人をもとに、厚生労働省の国民生活基礎調査データの人間ドックの受診

率や他の健診施設の状況などをもとに算出いたしました初年度の健診、人間ドック

の受診者数11,560人の合計37,660人というのを当初計画で設定いたしました。しか

しながら、年度計画の達成水準作成時には、開設準備の遅れ等から当初３カ月程度

は受診数がほとんど見込めないという判断のもとから、収支計画での受診者数の４

分の３の受診者数ということで、28,000人という達成水準を設定いたしました。計

画につきましては、５年後を完成形として段階的に平成30年にフルキャパシティー

となるような計画にしております。 

 次が、先端予防医療部附属クリニックＭｅｄＣｉｔｙ21の受診者数は健診のほか

に一般受診を含むのか。もし、そうなら内訳と月別トレンドを示していただきたい

ということですけども、受診者数につきましては、人間ドックの健診部門と、あと

人間ドック後のフォロー受診と本院からの専門外来、あるいはレディースクリニッ

ク、外来部門等の受診者数を集計しております。平成26年度の健診、外来診療部門

の地区別人数については、配付資料のとおりでございます。 

 次に、原因と既に予定している今後の対策を具体的に教えてほしいというご指摘
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ですけども、この達成水準と実際の実績が乖離したことについて、まず健診部門に

つきましては、開設の準備にあたって人間ドックコースの内容や、価格の決定が遅

れたということがございまして、健診の受診者数の大部分を占めるであろうと想定

されます健康保険組合等の受診契約が開設時に４件しかとれていなかったというこ

とがございます。また、外来診療部門につきましては、当初、あべのハルカスビル

内の従業員の初診患者の診療を想定していたところでございますが、ハルカスビル

内の他のクリニックとの関係から最終的に受け入れができなくなったことが主な要

因であると考えております。収支計画につきましては、平成27年２月までの実績を

もとに、当初計画から収支計画の見直しを行っております。 

 最後に、次年度は受診者を増やすため、広報、周知活動を強化するとあるが、平

成26年度はそれがそれほどでもなかったのかというご質問ですけども、先ほど申し

上げたように、開設時に健康保険組合との契約はほとんどとれていなかったので、

まず平成26年度は、まずは健康保険組合との契約を増やすことに専念いたしました。

その結果、平成26年度末では健康保険組合との契約は148件となっております。合わ

せて業務運営を軌道に乗せるということで、当然、初めて病院として健診施設を開

設しますので、健診の見落としがないような業務執行体制の確立に26年度は取り組

んできました。平成27年度につきましては、契約健保組合等から一人でも多くの方

に受診していただくために、ＭｅｄＣｉｔｙ21の認知度を高めるための広報、ＰＲ

に力を入れているところでございます。以上です。 

 

（楠本委員長） 

結局、ＭｅｄＣｉｔｙ21を開設したことをどう評価するかというご意見について

は、余りそれを高く評価されなかったということでしょうか。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

先ほど申し上げたように、確かに開設に当たっては、いろんな課題があって、結

果的には予定どおりに開設できたのですが、ただ、その数値目標としては、受診者

が28,000人で達成率が30％ということになりますので、達成水準の目安からすると、

評価Ⅰにならざるを得ないのかなと考えております。 

 

（楠本委員長） 

そちらのほうを大きく評価されたということですね。いかがでしょうか。なかな

か難しいところかなと思いますが、ご意見があればお願いします。 

 

（堀委員） 

ちょっと内容がよくわからないので、簡単で結構ですのでご説明ください。この

健診はいわゆる人間ドックではなくて、職場における健診というような感じでとら

えたらいいのですか。例えば、ブース数はどの程度あって、フルキャパシティーが
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どれぐらいで、機能的にどれぐらいの能力を持っている健診センターと考えればい

いのでしょうか。あるいは、特別な人間ドックのような特色のある何かを出そうと

いうような目的になっているのでしょうか。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

 基本的には企業が実施している定期健康診断も一部ございますけども、個人が人

間ドックを受ける時に、各企業の健康保険組合が補助をされるので、個人の人間ド

ックをメインにしております。キャパシティーについては、収支計画では平成30年

度をフルキャパシティーとしておりますけども、年間の受診者数の予想としては、

年間約25,000人の健診の受診者を見込んでおります。 

 

（堀委員）   

12か月で割りますと、ひと月あたりは。 

 

（川上事務部長兼運営課長）   

2,000人強ぐらい、日割りしますと１日80人ぐらいがフルキャパシティーです。 

 

（堀委員）   

通常の健診システムでは、普通の人間ドックをするなら40名が採算ベースのとこ

ろです。だから、その普通持っているものの倍ぐらいの規模なのだろうと思うので

すが、ちなみに一人あたりいくらというのは出ておりますか。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

標準コースというのがありまして、標準コースは、一人48,000円です。大体、近

隣の施設の価格とも合わせています。 

 

（楠本委員長）  

他、いかがでしょうか。開設したけれども、今おっしゃったように期待したよう

な実績が上げられなかったということですが、開設ということは成果の一つではな

いかとは思うのです。差し当たり自己評価どおり評価Ⅰということでよろしいです

か。これは重点項目でもあるので、割に大きな影響を与えるかなという気がします

けども。 

 

（喜多委員）   

どうしても法人としてⅠで評価したいという感じがするのですが、そういうこと

ではないのですか。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   
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先ほど申し上げましたように、病院としては初めての施設の立ち上げでしたので、

開設に当たってはいろんな困難もあったのですが、予定どおり開設できたというの

がありますけども、繰り返しになりますが、数値目標が達成の目安の一つでありま

すので、達成水準の30％が達成率ということになれば、最低の評価にならざるを得

ないということでⅠの評価にしておるということでございます。 

 

（堀委員） 

 個人的には、Ⅱ評価でいいのではないかと思っています。初年度の見込みをフル

キャパシティーの４分の３としているのが、そもそも厳しいと思うのです。大変失

礼な言い方ですが、収支の予測が立たないと開設できないので、学内で反対派の意

見もあり、こういう説明になっているのではないかと推察するのですが、実際はど

んな健診センターでも立ち上がった時から、受診者がたくさん来るというのは非常

に難しいので、よくやったのではないかという方向にシフト修正をしてもいいので

はないかと思います。 

 

（楠本委員長）   

 この項目にかかわらず、数値目標というのを挙げてしまうと、その数値が非常に

大きな意味を持って評価に影響するということがあります。他にも幾つかの項目で

出てくるかもしれませんが、この項目の場合は、私は医療のことは全く分からない

のですが、開設するということにかなりの努力を払われたのだと思うので、できた

ということでも、まず基礎点はあるのではないか。またなかなかこういうもので実

績を上げるというのは難しいということも、よくご説明いただいて、これからはよ

くなるであろうということをもちろん期待しての話なのですけども。どうでしょう

か。評価Ⅱではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

 特にご異議がなければ、Ⅱ評価にするとしまして、もし次回以降、何かご意見が

あればいただくということでよろしいですか。では、この項目はⅡ評価が妥当では

ないかということにいたします。 

 評価Ⅰの項目はこの項目１件だけです。引き続き、この資料の５ページ以降、年

度計画はおおむね進捗しているという評価Ⅱのものについて、法人からご説明いた

だけますか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

それでは、項目37につきまして、私からご説明させていただきます。 

 この項目につきましては、工学研究科が、大阪市職員人材開発センターと連携協

定を結びまして、特に職員の方の海外研修について、いろいろと大学が持っている

シーズを提供していくというねらいのものでございました。ただ、達成水準として

６項目を挙げてございますが、この多くが未達成ということで、Ⅱという自己評価

をしております。委員からいただいたコメントといたしましては、大きく三つござ
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いまして、まず一つ目が、達成水準６項目のうちの２分の１が未達成であるという

ことで、未達成のうちの１項目が市の事情があったにせよ低い達成状況であるとい

うことで、評価ⅡよりはⅠにすべきではないかというご意見でございます。また、

二つ目としては、このⅡという自己評価になった原因として、市の方針変更が挙げ

られているけども、大学と市との情報交換がどうなっているのか。三つ目としては、

大阪市職員のニーズについて把握する必要があるのではないか、また今後の変更内

容と対策についてどうかというご指摘、ご意見でございます。 

 まず、工学研究科は、これまで個別に教員を派遣して技術研修などを行っており

ましたが、それを組織的に行っていく方向性でした。具体的には、市職員の海外研

修を有効なものにするために大学側へ協力の依頼があったということでございます

が、当該年度に入ってから市の方針変更がございまして、連携が十分できないまま

実施に至らなかったということでございます。特に、当該年度に入ってからという

ことだったものですから、本学として十分な対応ができなかったということでござ

います。ただ、その後、ワーキングを立ち上げて検討は継続しておりますし、連携

を行う方向で、もう一回仕切り直しを進めているところでございまして、昨年度は

具体的な海外研修まではできなかったのですけども、新たな方向性を今、模索をし

ているということです。昨年度は十分な成果は得られませんでしたけども、当初の

予定を大幅に下回るということまでは行かないだろうということで、Ⅱという評価

をさせていただいているところでございます。以上でございます。 

 

（楠本委員長）   

この項目は、さきほどの項目とは反対に、Ⅱという評価になっていますが、むし

ろⅠ評価ではないかというご意見もございますが、いかがでしょうか。大学と市と

のコミュニケーションの問題、それから市の方針が変わったことによって達成でき

なかったが、さらにワーキングなどをつくって、いろいろ検討しているので、これ

からは、よくなるであろうと、対処できるのではないかという説明だったかと思い

ますが。 

 

（堀委員）  

 市のほうでは具体的に予算がつかないとか、いろんなことがあるのだろうと思う

のですが、今後は改善するのですか。何か議論を進めて改善する兆しが見えている

ものがあるのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長）   

当初は、本学のほうに協力依頼があったのですが、急な変更として市の方が外部

委託を一時考えられたらしいです。ただそれについては、今後、どうするかという

最終決定は出ていないというふうに、私は聞いています。ワーキングでは、連携し

て、具体的な研修内容については、そのワーキングの中で継続的に検討していくと
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いうふうに聞いております。 

 

（楠本委員長） 

ワーキングとは、市と市立大学との間でつくった相談の会合という意味ですね。 

そこで、市とも、これからもやっていこうという方向であることは確かであるとい

うことですか。 

 

（宮野理事兼副学長）  

はい。そのように聞いています。 

 

（喜多委員）  

危惧しましたのは、新メンバーでワーキングされて、この新プログラムの提案と

いうのがちょっと遅れたような印象を持ったのですが、そうではないのですか。新

プログラムの提案、海外研修指導マッチング、海外研修報告会への学生の参加促進

など、目に見えているような計画でありながら、これができていないということが

非常におかしいではないかというふうに思ったのです。だから、市云々は、全体に

対しての比率としては、そんな大きいパーセンテージで占めないだろうと、むしろ、

実行力の問題じゃないかというような感じを受けました。だから、非常に厳しく評

価はⅠじゃないかなという感じがしたのです。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 まず、市のほうの方針変更によって、協定が締結できなかったということが一番

大きくて、そこから具体的に新しいプログラムの提案ができなかったということに

連動してきています。今後は、基本的には連携協定を志向しておりますので、そう

いったこともワーキングの中で検討していますので、それができれば、本来の新し

いプログラムの提案などについては、基本的にはそういうシーズを本学では持って

おりますので、協定締結ができて、形が整えば、そこに入っていくことは可能だと

いうふうに思っています。 

 

（楠本委員長）  

 それは、これからの見通しの話で、26年度の評価ということになると、どうかと

いう話だと思うのですが。 

 

（喜多委員）  

今後、改善されるものであれば、別にⅡ評価でもいいと思います。 

 

（楠本委員長）  

そうですね。どうでしょうか。大阪市との連携というのが、この項目の唯一の内
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容ですよね。 

 

（宮野理事兼副学長）  

はい。まず、基本としてはそうです。 

 

（楠本委員長）  

それがうまく行かないとなると、これからもちゃんと行くということの見通しが

できないと心配ですが、それよりも今日の議論は、26年度の実績の評価ですので、

26年度の実績がⅡ評価であるかということですが、どうしましょうか。 

 

（堀委員）  

喜多委員がおっしゃったように、私もこれを危惧していまして、大阪市のほうが

今後の方針をどう考えておられるのか。要するに、市長も変わるし、方針がどうな

るか分からないから、とりあえず、足踏みというようなことになっているのであれ

ば、私は、この項目の評価としては厳しくやっていいと思うのです。ただ、もう一

回リスタートするのであれば、それはそれなりの評価をすればいいと、私は思うの

です。 

 

（森山大学支援担当課長） 

よろしいでしょうか。これは、市の研修担当からの伝え聞きにはなりますけれど

も、市といたしましても、工学系、技術系の職員に対する専門的な知識というもの

について、市大法人側からサポートしていただけるというのは、非常にエイドにな

るというふうに考えておるということで聞いてございます。海外研修プログラムが

変更になったということで、この計画に対して非常に影響を及ぼしてはいるのです

が、その変更になったのが、例えば、大きな体制の話であるとか、トップの考えが

どうであるとか、基本的にこの項目を単体で見ますと、それとは関係ない動きの話

でございまして、研修そのものを純粋に考えたときに、大阪市の職員に対して、ど

ういう研修を、各職員の負荷に対して、どういう実が得られるかということを考え

たときに、一旦海外研修については、それまで各派遣される一人一人が自分に合っ

た目的、あるいは、趣旨、プログラムを検討し、そこに対して市大側からマッチン

グもいただくというふうな構想を練っておったようなのですけれども、それをちょ

っと一旦外部の研修のほうに参加するという形で研修を実施したい、しようという

方針転換があったというふうに聞いております。この方針転換が、この項目に対し

ては影響を及ぼしたという結果になってございます。 

 

（楠本委員長）  

大阪市のほうで、このテーマが御破算になることはないだろうというお話ですね。

検討をさらにしておられるということで、Ⅱ評価ということにいたしましょうか。 
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（堀委員）  

今の説明であれば、Ⅱ評価でいいのではないかと思います。 

 

（楠本委員長）  

それでは来年度を期待して、26年度はその下準備をされたということで、Ⅱ評価

ということにいたしましょう。次は項目48ですね。 

 

（宮野理事兼副学長）  

 引き続き48番について、私のほうからご説明します。 

 委員の皆様方のコメントにつきましては、時間の関係もありますので、一々ここ

で繰り返しませんが、基本的には、知財戦略を教職員に徹底できているか、特許と

して出願すべき、あるいは、シーズがあるのかないのかというようなご指摘でござ

います。まず、基本的に当初、本学では、出願件数をなるべくたくさん増やそうと

いう目標を立てました。といいますのは、やはり年間80件ぐらいの出願がありませ

んと、いわゆるランキングに載ってきませんので、そのランキングに載せるという

ことで、80件という数字を目標として挙げました。やや高目にとっていたというの

が正直なところでございます。ただ、実際に、先生方の知財を大学に承継しても、

維持するためには費用がかかります。また、承継してその知財が企業に興味を示し

ていただいて、共同研究などにならないと、またその費用がかかることによって、

外国出願などを具体的に進められないということになりますので、現在は、数より

も質に方針変換をしております。昨年度は内容のほうを充実するという方向で、力

を注いでまいりました。これまで主に工学部や理学部、医学部、あるいは生活科学

部という理系が中心なのですが、知財を出していただく方がある程度限定されたと

いうこともありましたので、その教職員に対する徹底につきましては、従前から行

っております知財セミナーなどに加えまして、新産業創生研究センター所長として

新たに赴任をしてもらいました、工学の、かつて企業経験がある教員が、理学研究

科の教授会や工学研究科の教授会、あるいは、生活科学研究科の教授会に直接出向

きまして、出願手続の説明や、出願の依頼の実施をしております。そういった中で、

質の高度化といいましょうか、数よりも質のほうに力を入れて、昨年はやってきた

というのが実態でございます。そういった中で、数としては目標達成できませんで

したけども、そういう質のほうの努力をしているということで、Ⅱという評価をさ

せていただいたとこでございます。以上でございます。 

 

（喜多委員）  

今、質のことを言われましたけど、現実にそれで質は上がったのですか。 

 

（宮野理事兼副学長）  

そういう効果というのは、直ちには目に見えた形で出てこないと思うのですが、
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ただ、これまでのものも含めてなのですが、企業との共同研究などの数については、

必ずしも減少傾向にはなくて、少なくとも現状維持できておりますので、そういっ

た意味では、昨年度実施いたしました質の向上などの成果は、この後出てくること

を期待しているところでございます。 

 

（喜多委員）  

Ⅱ評価ということに対して異議はないのですが、私も企業から大学に行きまして、

一般的にやはり大学というのは、どうも特許を軽視しているのではないかというこ

とを非常に感じました。そういう傾向があり、特許を実際に事業に持っていこうと

しますと、どうしても知財戦略というのが大事になりますので、特にその辺の啓蒙

活動に力を入れていただきたいなという趣旨でお伺いしました。 

 

（宮野理事兼副学長）  

 確かに、ご指摘のとおりです。教員によっては、特許を全然意識していなくて、

逆に、いわゆる研究成果をどんどん公表してしまって、いろいろ問題が出てくると

いうこともありますが、そういった初歩的なことも含めて、教授会に出向いて説明

をさせていただきたいと思います。 

 

（楠本委員長）  

そのようなお話は、もう10年以上前から議論が起こっているので、いまだにその

レベルというのは困ったことだという気がしないでもないのですが。それでは評価

Ⅱということでよろしいですか。 

 では、あと、Ⅱ評価というのがあと３項目残っています。次は項目57についてで

すね。 

 

（川上医学部・附属病院事務部長兼MedCity21運営課長）   

年度計画では災害時の初期救急医療の対応の医師を育成するということで、６つ

の達成水準を設定しております。自己評価の判断根拠のところの達成水準のうち、

ＡＴＯＭコース、これは外科系のトレーニングコースですけども、これが年間３回

開催するというのが、１回の開催にとどまったということで、達成率が33％、それ

から災害対応講習会に参加というのが、これが当初４名の参加を想定していました

が、３名の参加ということで、達成率が75％ということです。外的要因が大きかっ

たということで、達成水準が未達になったのは、達成水準の設定に問題があったの

ではないかというご指摘ですけども、このＡＴＯＭ、外傷外科トレーニングコース

につきましては、日本外科学会が窓口となりまして、本院を含む全国５つの施設で

開催されておりまして、受講希望者はホームページ上で申し込みを行うことになっ

ております。各施設の開催数はＡＴＯＭコース実施の５施設の代表者の協議により

決定されることとなっておりまして、平成24年度は、各施設で２回開催し、受講希
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望者が多かったということがございますので、平成25年度は３回開催をすることと

なりました。平成26年度の開催については、平成25年度と同程度の受講者が見込ま

れるということで、年度当初に各施設で３回開催するということにいたしましたが、

本院では２回目の開催が定員に達しなかったということで、開催を中止したという

ことと、３回目の開催については、５施設各施設で受講者が減少しているという現

状を踏まえまして、５施設の代表者で協議した結果、全施設での開催を中止するこ

とになったということでございます。 

 次に、ＭＩＭＭＳとホスピタルＭＩＭＭＳ、これは災害対策の講習会ですけども、

この講習会の受講に関しましては、職種等により受講者の比率の制限が設定されて

おります。例年では、応募者全員が受講できており、平成26年度は、昨年どおり４

名の受講を達成水準としておりましたが、受講者数が増加したため、受講制限が適

用されて、キャンセル待ちということになりましたが、結果的にキャンセルが出な

かったため、１名が受講できず、３名の受講となりました。性質上、外的要因に左

右される達成水準の設定ではございますが、25年度以前については、設定した達成

水準が予定どおり、見込みどおり達成できまして、26年度は受講者数の減であると

か、あるいは、受講者数の増であるとか、そういう変動要素が大きかったというこ

とがございまして、結果的に達成ができなかったということですので、特にその達

成水準設定に当たって、問題があったというふうには考えておりません。以上です。 

 

（楠本委員長） 

 どうですか。Ⅱ評価でいいということでよろしいでしょうか。 

それでは、次の項目に行きましょう。 

 

（赤井大学改革・戦略担当部長）  

 府大との統合に関連する項目ですので、65-３と80-２、この２項目を一括でお話

させていただきます。統合に関連する経過でございますが、一昨年、市議会のほう

に統合へ向けた中期目標の変更等について、上程されましたが、否決になりました。

その理由として、スケジュールありきの拙速な統合はいかがなものかというのが、

大きな理由と認識しており、統合そのものが否定されたという認識ではなく、大学

としてはあくまで新大学を目指すべきというスタンスで考えておりました。そうい

った状況の中で、昨年、この年度計画を策定する中で、なかなか次の動きが見えな

い中でしたので、明確な達成水準というのを定めた計画は、なかなか困難でござい

ましたけども、できるところはやっていこうと、統合へ向けて整理すべき事項は整

理していこうという方針で、項目立てを何項目か行ったところでございます。その

後、平成26年、昨年４月に、市長のほうから統合の延期の通知にあわせて両大学で

主体的に、大阪の新しい公立大学のあり方を検討するべしとの通知がございました。

そういう状況の中で、新大学の理念、あるいは使命、あるいは統合による効果など

を中心に検討を進めてまいりまして、平成27年、今年の２月に基本構想として、取
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りまとめたところでございます。今回Ⅱ評価になった、この２項目につきましては、

どちらかというと法人統合を目指した事務方の、事務サイドの統合を意識した項目

でございますけども、こういう理念を中心とした検討が中心になったがために、こ

ちらの分については、少し具体化がちょっと遅れている状況ということで、Ⅱ評価

ということにさせていただきました。 

 もう少し具体的に説明いたしますと、まず項目65-３のほうですけども、こちらは、

人事給与並びに財務財産にかかる統合の取組でございます。この中で、財務財産に

つきましては、取組実績のところに書かせてもらっていますけども、例えば、同一

会計監査人を選定したこととか、あるいは、統合を想定した財務諸表を試算したと

か、一定、かなり進んだ部分がございますので、この財務部分につきましては、Ⅲ

評価が妥当ではないかと思っておったのですけども、一方の人事、あるいは人事評

価につきましては、両大学で情報共有にとどまっておる状況ですので、この辺はⅡ

評価になろうかと考えまして、あわせてⅡ評価とさせていただいております。 

 一方、項目80-２でございます。こちらは、各種システムの一元化についての検討

ですけども、これは府大との検討を進めていく中で、システムの違いというのがか

なり明確になってまいりました。府大の方は、どちらかというと一元管理のシステ

ムとなっております。一方、市大の方は、それがまだできておらずに、各システム

がばらばらに運用されているという状況ですので、まず、府大に合わせるために、

本学のネットワークを一元化する必要性にかられまして、昨年、情報基盤センター

というのを設置しまして、そこで、システムの一元化を、とりあえず進めていくこ

とになり、そのシステムの全体計画の策定に今年度は取り組んでいる状況になって

おります。そういう状況ですので、まだ具体的に府大との調整ができなかったこと

で、Ⅱという評価にさせてもらっています。参考にですが、項目87の２、こちらも

統合がらみの項目ではありますが、府立大学と教育等の連携強化を進めるために新

大学の実現に向けて公立大学の姿や建学理念について検討を進めるという項目がご

ざいました。こちらのほうは、先ほど申しましたように、市長からの指示を受けま

して、新公立大学大阪モデルの基本構想を取りまとめたということで、Ⅲ評価にさ

せていただいています。府大との統合関係の３項目についての状況は以上でござい

ます。 

 

（楠本委員長）  

事務的な統合に向けての取り組みについてご説明がありました。上のほうの65‐

３、これは給与関係や、体制などがまだそこまで進んでいない。監査法人を統一し

て云々とか進んだところもあるが、もう少しであるというので評価Ⅱ、それから80

‐２のほうは、システムを一体化するところまでは行っていないので、これも評価

Ⅱとしていて、今は一元化に向けて動いておられるということです。Ⅱ評価でいい

かなというところですが、よろしいですか。 

 それでは、この２項目はⅡ評価でいいということにいたしました。 
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 これでⅡ評価の項目は終わったのですが、それでは、次、Ⅲ評価にいきます。Ⅲ

評価は、非常にたくさんありますので、まず７ページから10ページまでぐらいまで

ご説明いただきましょうか。 

 

（種田委員）  

Ⅲ評価よりⅣ評価を先にした方がいいのではないですか。 

 

（楠本委員長）  

そうですね。それでは、Ⅳ評価については少し議論があるかもしれないので、Ⅳ

評価の項目について、先にやっていこうかと思います。 

 15ページの項目36‐１と、36‐２、大阪市、あるいは社会と市民のためのシンク

タンクとしての機能についてですが、どちらも実績が予定よりも達成度が上回った

のでⅣ評価であるという評価をしています。 

 

（宮野理事兼副学長）  

 まず、この36‐１につきましては、連携協定の締結と、ＣＲテーブルワーキング

の開催、それからセミナーの開催というものを、それぞれ年度計画の達成水準とし

て挙げてございました。連携協定の締結については、大阪市の都市整備局との連携

協定が締結されましたので、達成をしたと判断をしております。また、ＣＲテーブ

ルのワーキングの開催につきましては、目標が10回だったものが、20回、人数とし

て300人ということで、目標の２倍の実績があるということで、これも達成できたと

いうふうに思っています。また、セミナーにつきましては、２回を目標にしました

が、これは回数としては２回、また、人数としても予定の人数をオーバーしました

ので、目的を達成したというふうに考えています。こういったことで、数値目標と

して、予定の達成をしており、またかなり大幅に目標を達成したということで、評

価をⅣとさせていただいたところでございます。 

 それから、続いて36‐２もあわせて説明させていただきます。健康科学イノベー

ションセンターにかかわってでございますが、達成水準として企業との共同研究の

連携事業５件、また、対応型イベント開催、年６回という目標を立てておりました。

それに対しまして、企業との共同研究等の連携事業が22件ということで、大幅に目

標を上回って達成できました。また、対話型のイベントにつきましても、13件とい

うことで、目標を大幅に上回ったことで、これも数値的な目標ということでは十分

達成できたのではないかということで、Ⅳという評価をさせていただいたところで

ございます。以上でございます。 

 

（楠本委員長）  

 大阪市の社会及び市民に対する貢献という項目ですが、一つ目のほうは、大阪市

の都市整備局との連携協定を結んで、シンクタンク機能を発揮できるようになった
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ということと、それから、セミナー等については、目標を上回る回数、あるいは、

参加者を得られたので、Ⅳであろうということですが、これについてはいかがです

か。 

 

（堀委員）  

このＣＲテーブルワーキングというのは、１回に15人ということですか。非常に

簡単にできる達成目標であれば、10回や20回、いくらでも増やせると思うのですが、

どういうものなのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長）  

これもさまざまなものがございまして、例えば、私が答えやすいもので言います

と、今、ＣＯＣ事業に取り組んでおりまして、この中では防災に関するテーマがご

ざいます。防災にかかわるステークホルダーということで、住民の方以外に市の担

当者、消防の方とか、あるいは、地元の専門家、保健師さんとかそういった防災に

かかわるいろんな立場の人が、大学の、一つの場に集まりまして意見交換をする。

それをＣＲテーブルというふうに言っていますので、その場合は、１回に30人ぐら

いの人が集まります。ですから、必ずしも１回当たり15人ということではなくて、

それぞれの取り組みによって、人数の多寡はございます。 

 

（堀委員）  

テーマによって違うわけですね。 

 

（宮野理事兼副学長）  

はい、いろいろございます。 

 

（楠本委員長）  

大学側はいろんな研究科の方が、加わられるのですか。 

 

（宮野理事兼副学長）  

防災の場合には、全学10研究科の教員がかかわっております。 

 

（楠本委員長）  

大学として市民に対する働きかけをやっているということですね。よろしいです

か。それでは、これはⅣ評価ということでいいですね。 

 私は、都市整備局と連携協定が結ばれたことで、Ⅳ評価でいいと思ったのですが、

こういう連携協定を結ぶということは、相当に大変なことなのですか。あるいは、

これはもっと増える可能性はあるのでしょうか。この項目としてはもうこれで一応

達成されたというふうにお考えですか。 
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（宮野理事兼副学長）  

はい、年度計画としては達成したと考えています。ただ、ご指摘のように内容に

よっても、いろいろ多岐にわたる可能性があるものでございますので、シンクタン

クとしては、一応、少な目ということはないですけど、最低一つは結びたいという

ふうに思っていましたが、可能ならば、もちろん多いほうがいいと思います。 

 

（楠本委員長）  

そうですか。大学としての負担の問題もありますね。それではⅣ評価ということ

でよろしいですね。 

 それから、次の項目の健康科学イノベーションセンター、こちらのほうは、大変

成績がよかったということ、それから、もう一つ、人工光合成センター、これも成

果が十分上がったという評価なのですが、ご意見いかがでしょう。 

 

（堀委員）  

Ⅳ評価で結構だと思います。 

 

（楠本委員長）  

それでは、この項目はⅣ評価ということになりました。 

次は７ページ、項目３です。これは留学生の受け入れにより日本人学生の国際化

への意識が刺激されることが重要で、そういうことについて成果が上がっているの

か、また、そういうことに対する評価のフィードバックがなされているかというご

意見です。Ⅲ評価で妥当ではないかということなのですが、留学生をかなりたくさ

ん受け入れられたことが、日本人の国際化にどのように影響したかというようなご

質問ですが。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 今、委員長から話がありましたように、留学生の数は平成26年、341人ということ

ですが、こういった留学生に加えて、短期の受け入れの外国人学生も含めていいま

すと、昨年は425人が留学生の数としてカウントされています。こういった留学生の

方を含めたイベントとして、現在、日本人学生も入った国際交流団体ＯＧＭ、これ

はＯｓａｋａ ｃｉｔｙ ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ Ｇｌｏｂａｌ Ｍｅｍｂｅｒｓ

の略でございまして、日本人学生がかなり主体的に動かしている団体でございます。

このＯＧＭが、実際に学生国際交流会の企画から開催をやっておりまして、外国人

の留学生だけではなくて、ＯＧＭ以外の一般の日本人学生も引き込んで、イベント

を行っています。この中で、日本人学生との交流がかなり活発に行われるようにな

っています。こういった活動については、毎年、実施後、検証といいましょうか、

アンケートなどを行いまして、その結果を踏まえて、また次年度に生かしていくよ
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うなサイクルが、今、できております。以上です。 

 

（楠本委員長） 

 ご意見がないようでしたら、この項目はⅢ評価でよろしいですか。 

 では、次はキャリアデザインに関する項目です。これは随分力を入れておられて、

各部局でいろいろな講義があり、成果が上がっている、また企業等との連携もされ

ているということです。委員からは、受け身の教育ではなくて、学生がより積極的

にその事業にかかわるようになっているか、その効果があらわれていると思われる

だろうかというコメントです。 

 

（井上理事兼副学長） 

 キャリア教育を実施するところは、多部局にわたっておりますので、大学教育研

究センターのほうで提供している３科目について具体的に紹介させていただければ

と思います。その３科目は、そこに挙がっておりますけれども、ゲームで学ぶ社会

行動、現代社会におけるキャリアデザイン、大阪市大でどう学ぶかの３科目でござ

います。この３科目ともに学習成果の検証を行っておりますが、例えば、ゲームで

学ぶ社会行動につきましては、これは毎年受講者の７～８割程度が１回生でござい

ますけれども、この授業におきましては、グループワークや討論、それからゲーニ

ングシミュレーションを活用した形式で、運営されておりまして、キャリアデザイ

ンに直接関連する人生すごろく作成とプレイングにおける最新のデータなども紹介

されています。一連の作業を行う中で自分のキャリアについて考えたり、しゃべっ

たり、学んだり、そして、気づくことはあったかどうかというような事後評価をさ

れておりまして、そこで６のうちの４以上と回答した学生が、78名おります。平均

値では4.8ということになります。それから、また、すごろく作成プレイングに参加

した94％の学生は、他者との共同と、語りを介して自分なりに気づきを得ている可

能性が非常に高くございます。また、現代社会におけるキャリアデザインにつきま

しては、これは、アクティブラーニングを多様に取り入れた科目となっておりまし

て、これも事後評価しておりますけれども、例えば、今後のキャリアを考えるきっ

かけとなったという点につきまして92％が肯定的な評価をしているとか、それから、

三つ目の大阪市大でどう学ぶかにつきましては、これは学内外の講師によるオムニ

バス形式の授業科目でございますけれども、講義であるとか、演習、グループワー

クとか、さまざまな形式で行われておりますが、アンケート調査の結果におきまし

ては、入学したころと現在を比較して、問題意識や興味、関心が広がったというよ

うな回答が９割であるなど、かなり高い評価を受けております。要するに、グルー

プワーク、討論、インターンシップなどを重視する工夫がされているということで

す。それから、ともにアンケートを実施して効果を検証しているということで、い

わゆる最近では、アクティブラーニングと呼ばれますけども、そうした手法が典型

的に導入されているということでございます。各学部の提供科目につきましても、
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一々は紹介しませんけれども、今述べましたようなグループワーク、討論、インタ

ーンシップなどがそれぞれに導入され、それぞれに検証されているというふうに考

えていただければと思います。以上です。 

 

（楠本委員長） 

いただいたコメントについては、随分達成されているというご説明だと思いま 

すが、これもⅢ評価ということでよろしいでしょうか。 

 では、次のページ、重点項目の８ですね。若手研究者の育成支援ということです

が、これはポスドクのインターンシップや就職など、いろいろな実績を上げておら

れますが、委員からは、ポスドクのキャリア開発というのは、非常に重要な課題で

あって、６名が職を得たということになっているけど、６名が全体の中では、どれ

ぐらいの割合なのかというご質問がありますが、ご説明をお願いします。 

 

（井上理事兼副学長） 

 平成26年度でございますけれども、昨年度におけるポスドク数が、合計で43名で

ございます。このうち、受託研究費、科学研究費補助金、寄附金で雇用されている

19名のポストドクターがおります。彼らが長い間職務を離れて、インターンシップ

を実施するには支障がありますので、彼らの数をちょっと抜かないといけないわけ

ですけれども、そうしますと、インターンシップ派遣は６名なのですが、それを43

名で割ったのが14％に対して、19名を除いた24というのを母数にしますと、25％と

いう数値になります。 

 ５年間の補助事業で、23名を長期インターンシップに派遣する計画でございまし

て、大体年に４～５名ということになりますけれども、平成26年度の実績が６名で

ございますので、これは妥当な人数であるというふうに考えております。 

 また、各プログラムへの平成26年度におけるポスドクの参加実績といたしまして

は、インタラクティブマッチング発表に２名、長期インターンシップ派遣が６名、

海外派遣が３名、研究員プロジェクト４名となっております。長期インターンシッ

プ派遣生につきましては全員が産業界へ就職しているということで、ポスドクの活

用が着実に進捗していると考えております。 

 最後になりますけれども、この事業は評価を受けております。計画年度は平成24

年度から28年度までの５年間でございますが、平成24年度から26年度の事業につき

まして、ＩＵＣの中間評価を受けておりまして、ここでは総合のＡという評価を受

けておりますので、こうした点からも６名という数字を含めまして、妥当であり、

また大変順調に進捗しているというふうに考えております。以上です。 

 

（楠本委員長） 

 いかがでしょうか。よろしいですか。ご意見がないようでしたら、これもⅢ評価

で妥当であろうということにします。 
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 次の11‐２、高度専門社会人の育成、これは、いろんなデータがあるのですけど

も、コメントとしては、評価Ⅱとすることも検討すべきはないか、これは、未達の

ものが多いのではないかということです。ただ、後ろから二つ目の成果のところを

拝見すると、大学生が資格を取得したパーセントはいい値になっていると思うので、

それ以外の社会人を教育するというところがうまくいったのかということかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

 

（井上理事兼副学長） 

 未達成項目、特に、法曹養成において対策をお聞きしたいということでございま

すので説明させていただきます。これは新聞報道でも出ていることですが、全国的

に法曹志願者がかなり急激に減少しております。具体的には、平成16年度、約７万

人いたものが、平成26年度は１万2,000人にまで激減しております。そもそもの受験

者が大幅に減少し、かつ、競争率２倍以上確保しないといけないとの要請がござい

ますので、そうした自己評価の判断根拠に記載したような状況が全国的に見られる

ということを前提としてご理解いただければと思います。本専攻におきましても、

可能な限り改善を図らないといけないということは非常に自覚しておりまして、現

状を踏まえた入学定員の設定が必要であることから、来年度より入学定員を30人に

削減する、半減させるという対策を既に講じております。実質においても、入試等

の広報に努めて、入学者の学力を向上させるよう最大限の努力を行っているところ

でございます。 

 ほかの事業、ＱＯＬプロモーター養成事業につきましては、この事業は10年前に

スタートしておりますけれども、この間に各学科の国家試験の要請の要件が変更さ

れておりまして、必要科目が増加したという変化がございます。そのために、履修

生所属学科の講義とＱＯＬプロモーターの認定に求められる他学科の講義が時間割

り上で重複する結果となってしまいまして、その余波がＱＯＬプロモーターの授業

のほうに出ており、その認定を受けられないままに卒業する者が出たというのが大

きな理由でございます。現在、カリキュラムの見直しを行っておりまして、このプ

ログラムの中核でありますＱＯＬ演習を中心に据えて科目の整理、再編を進めてお

るところでございます。単位の実質化を担保しつつ、履修可能なシステムに変更す

ることを検討しているところでございます。 

 それから、がん専門医育成コースについても、ご指摘がございますけれども、質

の高い専門医療人を安定的に養成していくためにも、がん専門医育成コースの大学

院生確保に努力していきたいということで、そのために教員が直接研修医、研究医

にがんプロ事業への参加を呼びかけております。そして、連携７大学において、が

んプロセミナーを開催して、若手医師に参加を呼びかけていくなどの広報を強めて

いく所存でございます。以上です。 

 

（楠本委員長） 
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これはいかがですか。Ⅱ評価にすることも検討すべきであろうというご意見もあ

ったのですが。 

 

（喜多委員） 

 Ⅲ評価でいいのではないですか。 

 

（堀委員） 

 私はⅡ評価だと思います。例えば、がん専門医育成コースの３名というのは非常

に難しいハードルではないのです。ただ、法曹の場合は、日本全体の大きな流れが

あるものですからよく分からないのですが。気持ちはⅡ評価に近いです。 

 

（種田委員） 

法曹についてはやめているところも結構ありますね。 

 

（喜多委員） 

 それは時代の趨勢としてありますね。 

 

（種田委員） 

 達成水準の設定が間違っているということでしょうか。 

 

（堀委員） 

 そうです。結局、最初の設定のところですね。 

 

（楠本委員長） 

 大学の責任ではないと思われますけども。 

 

（堀委員）   

外的要因が大きいので、仕方ないのですが。Ⅲ評価で結構だと思います。 

 

（楠本委員長） 

 そうですね、がん専門医のほうがどれぐらい難しい数値か分からないので難しい

ところですが、法曹の話は大阪市立大学だけでどうなるものでもないと思われます

ので、これは、Ⅲ評価ということにいたしましょう。 

 次は、22‐１、これは学生サポートセンターに関する項目ですね。活動は非常に

うまくいっていると思うのですが、その具体的な活動状況、成果が開示されていな

いので、具体的な活動状況等について少し聞かせてほしい。学生の何％程度が利用

しているのか、悩みや不安が解決されているのかというようなご質問がありました。 
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（宮野理事兼副学長） 

 学生何でも相談窓口についての具体的な数値でございますけれども、平成26年度

につきまして、利用者数の延べで、131人でございます。これには、保護者の方等も

含まれておりますが、学生、院生で見ますと、学部学生がそのうち72人で、全学部

学生数の約1.1％、大学院生は８名でございまして、全大学院生数の約0.4％でござ

います。これは余り利用者数が多過ぎても困るわけですけれども、こういう数値と

いうことでございます。最近は、若干増えるような傾向がございまして、さまざま

な相談が寄せられております。そのたびに、電話であるとか、あるいは、直接面談

など、その場で答えられるものは答え、それから、専門部署にかかるようなものに

つきましては、関係部署につなぐといったような対応をしてございます。内容によ

りましては、保健管理センターであるとか、あるいは、学部事務担当者等と連絡を

とりながら、１回だけじゃなくて、複数回面談をするというようなことで、極力学

生の不安とか悩みを解消するように努力しておりまして、また、実際それによって、

大方の問題は解決していると報告を受けております。 

 また新たに制度的な問題なのですが、平成26年度が相談窓口を週３日開設してお

りましたけれども、学生が相談したいときに、相談できないということもございま

す。それで、今後、学生がすぐに相談できるようにということで、平日は毎日開設

するということで、本年、平成27年５月からは、週５日開設しております。以上で

す。 

 

（楠本委員長）   

 具体的な数値を挙げていただきましたけども、１％ぐらいと意外に少ないですね。

これは多いほうが心配というのはおっしゃるとおりです。 

 

（宮野理事兼副学長） 

それでも、最近は前に比べますと、精神的に悩みを抱えている学生が増えている

ような印象はございます。 

 

（楠本委員長） 

 悩ましいお話ですね。取組にかなり力を入れておられるということでⅢ評価とい

うことでよろしいでしょうか。 

 次は国際センターにおける留学支援に関する項目ですが、はばたけ夢基金をどの

程度活用したかというご質問です。 

 

（宮野理事兼副学長）  

評価はⅢということで了解していただいておりますけれども、奨学金制度の具体

的な検討内容を知りたいということですので、ご報告になりますが、学生の海外留

学を促進するとともに、はばたけ夢基金の趣旨にあった支援対象となる海外留学渡
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航の目的、それから対象期間、金額申請書記載内容などを、はばたけ夢基金運営委

員会において検討しております。それで、ご質問の中にあるのですけれども、この

はばたけ夢基金の事業は、現在の大阪市立大学の夢基金に継承されておりまして、

平成26年度の実施状況をもとに一部募集要項を見直しまして、平成27年度は、大阪

市立大学夢基金海外留学奨学金として、引き続き実施しております。以上です。 

 

（堀委員） 

 これは、一人当たり平均でどのくらいのサポートですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 募集期間が平成21年から26年の間で、寄附の総件数が1,545件ございます。内訳は、

個人が1,501件で、法人、団体等44件です。 

 

（楠本委員長） 

 学生にはどれぐらい支援されているのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

支援額は、短期、つまり２週間以上３カ月未満で、一時金で６万から10万、それ

から、長期のほうが、これはＡ、Ｂありまして、Ａのほうが３カ月以上６カ月以内

で、18万から30万、長期のＢが、６カ月以上１年未満で一時金として36万から60万

です。 

 

（楠本委員長） 

 学生の旅費ぐらいにはなるぐらいでしょうね。 

 

（堀委員） 

はばたけ夢基金から大学夢基金に変えられた何か理由はあるのですか。名前だけ

の問題ですか。それとも、何か意図があるのでしょうか。 

 

（赤井大学改革・戦略担当部長） 

 もともとこのはばたけ夢基金というのが、大学創立130周年の記念事業として、５

年間限定で、募集するということで始まりました。昨年ちょうど５年目になりまし

て、当初の目的は達したということですが、ただこの取組は継続すべきであるとい

うことで、はばたけ夢基金を夢基金として改称して、引き続き、永続的に進めてい

く基金にしたというところです。 

 

（楠本委員長） 

 これもⅢ評価で、よろしいでしょうか。 
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 次は、項目28、都市型総合大学の利点を生かして、都市防災、それから人工光合

成などの戦略都市型の研究をやっていくということですが、これについて、コメン

トは、これは成果が随分たくさん挙げられていて、非常に多くの件数のもの、人数

と多額の経費を費やしているのに、このような重要な項目がⅢ評価でいいのか、成

果が上がっているのでⅣ評価とすべきではないか。達成水準の中に、大阪市立大学

都市防災教育研究センターの設立というのが含まれていないが、これも加算して評

価すべきであろう、Ⅳ評価にしてもいいのではないかというご意見です。私もそう

いう印象なのですが、都市防災教育センターを設立したということですが、それを

設立されて、その活動がどんなふうになっているかということが余り書かれていな

いように思います。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 項目28番についてご説明させていただきます。この項目は、本学の研究の重点的

な４分野、すなわち、都市研究プラザと、複合先端研究機構と、健康科学イノベー

ションセンターと、あと、防災部門についての実績でございます。 

まず都市研究プラザにつきましては、多文化共生という項目で挙げておりますが、

ここにつきましては、当初の達成水準の都市文化デザインコレジアムの設立までに

は、まだ至っておりませんが、共同利用・共同研究拠点という国の新たな事業の認

定を昨年度受けまして、今年度から活動を開始しております。そういったことを踏

まえて、この多文化共生については、Ⅲという評価をしました。また、人工光合成

研究につきましては、研究体制の整備とか、あるいは、研究員の確保が達成水準を

満たしておりまして、Ⅲという評価です。それから、健康科学イノベーションセン

ターにつきましては、企業との共同研究との連携事業などが360％ということで、大

幅に上回っておりますし、対話型イベント開催が200％ということで、Ⅳという評価

です。あと、防災ですけども、防災に関する啓発セミナーについては、1,700％とい

う目標を大幅に達成しているほか、今、ご指摘いただきました都市防災教育研究セ

ンターを、３月１日に設立をしております。防災につきましては、４年前の東日本

大震災以降、全学的な組織として継続をしてきております防災研究を、この都市防

災教育研究センターというセンターを立ち上げることによって、一元化をして進め

ていこうということで取り組んでおります。現在、どういうふうに進んでいるかと

いうご指摘でございますが、今年度、新たに外部資金をいろいろと応募しておりま

して、先日一つ獲得することができました。これは、単年度500万、３年間で1,500

万円ぐらいの規模のものでございますが、そういった外部資金を獲得しつつ、継続

的に発展する方向で事業が進められているというところでございます。 

昨年度のこの28番の項目の評価につきましては、ただいま申しましたように多文

化共生と人工光合成研究についてが、それぞれⅢという評価、それから、健康科学、

防災がそれぞれ、Ⅳという評価で、Ⅲが２つ、Ⅳが２つというところでしたので、

控え目にⅢという総合評価をさせていただいたというとこでございます。以上です。 
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（喜多委員） 

 先ほどⅣ評だった36-１と２、あれとのバランスで考えましても、Ⅲという評価が

控え目過ぎるのではないかという感じします。Ⅳ評価じゃないかなと思います。 

 

（堀委員） 

 私もⅣ評価でいいと思います。ただ都市文化デザインコレジアムが、設立できて

いないということで、Ⅳ評価にできなかったのではないですか。実際、これはもう

設立できるのでしょうか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 まだ構想検討中という段階でございまして、確実に設立まではまだ至っていませ

ん。 

 

（堀委員） 

 ここさえ目をつぶれば、私はⅣ評価でいいのではないかと思います。 

 

（楠本委員長） 

 防災教育研究センターもつくったばかりで、まだ実績がないので、Ⅲ評価にされ

たのかなと思いますが、どうでしょう。 

 外にご意見がないようでしたら、これは、Ⅳ評価ということにしましょう。 

 では次の11ページに移って、重点の項目29、これは都市研究プラザについてです

が、これはグローバルＣＯＥが終了した後も、大学で予算を獲得したとおっしゃっ

ていましたけど、活発な活動をしておられるように思います。達成水準の数値を大

幅に超えているので、Ⅳ評価にしたほうがいいのではないか、開示されている数字

だけで具体的に内容がよくわからないという見方もできて、例えば、国際学術シン

ポジウムの中身が、どのように充実していたとか、そのような具体的な成果は何か

あったのか、何か課題として残ったとかいうような具体的な説明をいただければと

いうコメントです。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 まず、ご指摘をいただいております国際シンポジウムでございますが、これは大

学が開いている国際シンポジウムでございまして、昨年度は都市研究プラザが主体

となって開催をいたしました。この国際シンポジウムは、包摂型創造都市と文化多

様性というメーンテーマで行われ、ユネスコの後援も得ることができました。参加

者は、前の文化庁長官の近藤誠一先生や、スウェーデンの王立科学アカデミーのシ

ニアリサーチャーのアーリング・ノルビ先生、ユネスコの副事務局長のフランチェ

スコ・バンダリン先生、あるいは、この都市研究プラザがかかわって進めておりま
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す国際学会、国際都市創造性学会というのがございますが、そこの有力な関係者で

ありますニューヨーク市立大学のシャロン・ズーキン教授など、そうそうたるメン

バーに参加をしていただいて開催された国際シンポジウムでございます。３日間に

わたって行われまして、初日が市民公開講演会、これは、大学が主催ということで、

必ずやることになっているのですが、昨年度は一般の方も80名参加されまして、総

計168名でした。二日目が専門家だけのクローズした会議でございますが、この専門

家会議も133名という数字で、行われています。３日目が、エクスカーションで、こ

れは一般の方も参加されましたが、72名という規模で開催されたということで、昨

年度の国際シンポジウムとしては、かなり立派な内容だったのではないかなと思っ

ています。 

 また、ご指摘をいただいております、傾向的に回数が減っているという国際シン

ポジウムイベントでございますが、これは、今、申しましたような大学主体で行う

国際シンポジウムとは別に、この都市研究プラザが主体となって個別に行っている

シンポジウムとかイベントの回数についてということでございます。特に、近年減

少しておりますのは、グローバルＣＯＥの支援が平成23年で終了し、24年以降、減

少傾向にございました。そういったことで、外部資金の獲得について努力してまい

りましたが、先ほど申しました、共同利用共同研究拠点として昨年度採択されまし

たので、２、３年間あきましたけども、この外部資金を得て少し復活できるかなと

いうふうに思っているとこでございます。以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 いかがでしょうか。活発な活動をしておられると思いますが、Ⅳ評価でもいいの

ではないかというご意見もありましたが。 

 

（宮本委員） 

 シンポジウムの件数が傾向的には下がっていますので、それでⅣ評価というのも

どうかと思います。 

 

（楠本委員長） 

 国際シンポジウムをするのはお金がかかりますね。この外部資金を獲得されたと

いうのは、26年度の単年度ですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 ３年間でございます。 

 

（楠本委員長） 

３年間ですか。しばらく大丈夫なわけですね。それでは、この項目は様子を見さ

せていただくということで、今年度、26年度は、Ⅲ評価ということにします。 
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 次の項目33、若手研究者の確保、女性研究者の支援等について、主としてテニュ

アトラックについてのご意見ですが、テニュアトラック制度が導入されて、数名が

採用されているのですね。テニュアトラック制度は、年度計画どおりに進捗してい

ると見受けられるが、この制度の有効性、問題についての検討などは行われている

のかというご意見です。導入が25年度で、まだ２年目ということですね。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 今、委員長から言っていただきましたように、このテニュアトラック制度は国の

補助金を獲得いたしまして、５年間計画で行っているものでございます。平成25年

に採用されましたので、今年度がちょうどその中間年に当たっていて、昨年度は２

年目ということになります。本学の場合は、初年度３人、それから昨年度は２人、

合計５人のテニュアトラック教員を特任教員として採用して、５年後にテニュアに

育てていくという事業でございまして、昨年度はその２年目ということでしたので、

ようやく５名そろったという段階でございました。ただ毎年の進捗状況につきまし

ては、自己評価をして、毎年、ＪＳＴの評価を受けています。ＪＳＴの中間評価と

しては、今年度を終わった段階で行われますので、いわゆる正式な評価は、実はこ

れからでございます。５年間終わった後、事後評価を受けて、その後は、法人独自

のものをテニュアトラック制度として継続していくということが求められている事

業でございます。以上でございます。 

 

（宮本委員） 

 この質問は私が書いたのですが、テニュアトラック制度は、アメリカの制度を導

入していると思うのですが、アメリカの制度とは随分違うと思うのです。アメリカ

の制度は、思想や信条、研究テーマなどを理由に教員が恣意的に解雇されることを

防ぎ、透明性の高い雇用制度を確立するという目的で導入されたと聞いています。

成果主義的ではあるが、雇用を守る制度でもあるわけです。これに対して、日本の

場合は、任期を設けることによって、その間の成果を見るという成果主義的側面が

強く出ているのではないか、その辺で少し日本のほうは、問題が出てきているので

はないかと思うのです。大阪市大の場合は始まったばかりですから、そういう問題

はまだないのだ思います、今後はそういうことも検討されたほうがいいのではない

かという意味で質問しました。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 ご指摘のように、問題点については、見直しながら独自の方向へつなげていきた

いと思っています。今のところ、これは私の個人的な印象ですけども、５人のうち

の１人が外国籍、１人が女性、それから５人のうちの４人が直前は外国を経験して

いるという方で、いわゆる海外の研究者、あるいは女性の研究者の獲得にもつなが

っていくいい制度だと思っていますので、これをうまく法人独自の制度にして使っ
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ていきたいというふうに思っています。 

 

（宮本委員） 

 評価のほうは変えなくていいです。 

 

（楠本委員長） 

 それでは次の項目34にいきたいと思います。学内データベース化、研究者の情報

をデータベース化するものについて、毎年、上がってきているけれども、入力率は

100％にはなかなかなりませんね。これは、外部からも見られるようになっているん

ですね。 

 

（井上理事兼副学長） 

 そうです。公開されています。 

 

（楠本委員長） 

 ですから、外に対するアピールの一つかなと私は思うのですが。もうだいぶ前で

すが、私たちの頃から始まっていますが、面倒なものですから、みんななかなか入

力していませんでした。 

 

（堀委員） 

 入力率、足らないでしょうか。我々のときはもっと低かったのですが。 

 

（楠本委員長） 

 始めは入力しない人が多かったですね。今は大学のアピールとして、外からどう

いう仕事をやっているかというのを見られるようにしたほうがいいので、私は、も

うちょっと上がってもいいかなと、個人的には思いますけど。 

 

（宮本委員）   

入力するシステムの影響が大きいと思いますね。 

 

（井上理事兼副学長） 

 今は独自の入力方式をとっておりますけども、エクセルを使った方が入力しやす

いのではないかということで、検討に入っております。 

 

（楠本委員長） 

 これはシステムの問題もあるということですね。それでは、これはⅢ評価でいい

ということですね。 

 次は、12ページの大阪の研究機関との連携についてですが、大阪地区での産学連
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携が極めて進んでいると認められる。達成率が目標の200％に達成しているので、数

値としてⅣ評価ではないか。項目41と比べても、Ⅳ評価にしてはいいのではないか。

ただ、数値だけの問題ではないのでⅢ評価とされたご説明をいただきたいというご

意見です。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 項目41と比較してお答えしたいと思います。確かに大阪市域での産学関連案件と

いうのは、いろんな形で進められておりまして、共同研究の数につきましても、達

成水準は超えているのですが、このⅢ評価という自己評価の要因といたしましては、

ホームドクター制度の活用が現在、ちょっと低迷しておりまして、産学関連携系案

件につなげることができていないということを理由として、Ⅲ評価という自己評価

をしているとこでございます。 

 

（楠本委員長） 

 ホームドクターとおっしゃるのは、企業に対してコンサルティングのようなもの

ですか。 

 

（宮野理事兼副学長） 

はい。中小企業が中心でございます。特に近年、ちょっと数が伸びていなくて、

そこを少し危惧しているとこでございます。 

 

（楠本委員長） 

少し課題があるということで、これがⅢ評価だということですね。喜多委員、い

かがでしょうか。 

 

（喜多委員） 

 結構です。 

 

（楠本委員長） 

それではこれはⅢ評価ということにいたします。 

 次は項目45、地域貢献の一環として出張講義とか、高校との連携が非常に進んで

いる。これも、随分、各部局がたくさんの活動をしておられて、教員の負担も大き

く、また、関与した人数も非常に多いので、評価はⅣ評価でもいいのではないか。 

それから、評価結果を関係職員にフィードバックすることで、教職員のモチベーシ

ョンが向上されると思うので、それも評価が高いほうがいいのではないかというこ

とですね。 

 また出張講義の数が部局によって、文系の中でも多いところと少ないところがあ

り、違いがあるということですが、ご説明いただけますか。 



－32－ 

 

（宮野理事兼副学長） 

 まず分野によってばらつきがあるというご指摘ですが、基本的に、この出張講義

は、高校側からリクエストが寄せられます。主に入試が関係するのだと思うのです

が、現役の高校生が興味を持っている分野を中心にリクエストがございまして、ま

た日時の指定なども先方からございます。工学関係は比較的多いのですが、商学部

とか法学部については、若干高校生に対してなじみが薄いということもあるかと思

います。そのため実績がどうしても少なくなります。あと、教員が授業を抱えてお

りまして、平日の昼間の時間を指定されますと、なかなか行きにくいという実態も

ございまして、押しなべて全ての分野で出張講義の件数を多くすることはなかなか

難しいと思っています。ただ各部局でもリクエストに対しては極力応じたいという

ことで進めていただいていますので、そういった意味では、Ⅲという評価でいいの

ではないかというふうに自己評価をしております。 

 

（楠本委員長） 

 いつも思うのですが、こういう取組は随分負担が大きいだろうと思うので、多け

ればよいというふうな評価は、余りしない方がいいかなと。これは、Ⅲ評価でよろ

しいですか。Ⅳ評価にしてもいいんではないかというご意見もありましたが。 

 

（喜多委員） 

 言われたように数値が高ければいいというようにしてしまうと、負担が大きくな

るということはありますね。そういう意味ではⅢ評価のほうがいいかもしれません。 

 

（種田委員） 

 さらに頑張ってくださいとは言いにくいですね。 

 

（楠本委員長） 

 多ければ多いほどよいというものでもないように思います。それではⅢ評価とい

うことでよろしいでしょうか。 

 では次の項目50、ホームドクター活用、中小企業の技術相談と連携がどのように

なっているのか説明してほしいということです。 

 

（宮野理事兼副学長） 

 この項目でございますが、ホームドクター制度と、それから、いわゆる産学連携

として大学が持っているシーズを企業とどのように結びつけていくかということと、

若干関連しております。ホームドクター制度そのものは、府大と市大が共同オフィ

スというものを設けまして、大阪、奈良、和歌山に所属しています中小企業同友会

の中小企業の皆様と連携をしながら、先方様からの技術相談を常時受け入れるシス
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テムとして、立ち上げてきたものでございます。ただ、これが近年、実績が少ない

ということなのですが、実はこれについては外部資金の期限が終わりまして、外部

資金による支援がなくなったということも一つ原因で、専任の担当のコーディネー

ターの配置がなかなかできないという状況になっています。それで、このホームド

クター制度の活用というのは、ちょっと低くなっているというところでございます。

ただ、基本的に、本学の教員が持っていますシーズについては、積極的にいろいろ

な発表会といいましょうか、企業と結ぶための展示会等がございまして、そういっ

たところで、本学が持っているシーズについては、積極的に外向けに発信をしてい

くということは、あわせて行っているところでございます。あと、基本的には、こ

のホームドクター制度はまだ継続をして維持しておりますので、Ⅲという評価で自

己評価をしているとこでございます。 

 

（楠本委員長） 

 どんどん増えているというわけではないけれども継続している、Ⅲ評価であると

いうことでよろしいですね。 

 では最後の項目51番、金融機関との協力の話ですね。Ⅲ評価ということですが、

大学シーズの実用化を促進するために、銀行と協力して、事業化への取り組み支援

を行うということになっていますが、取組実績の説明では、まだ事業化への取組支

援には至っていないと思われるというコメントですが、説明いただけますか 

 

（宮野理事兼副学長） 

 金融機関との連携という項目でございまして、本学では、主要な取引先でありま

す三井住友銀行と連携をいたしまして、本学で設けております新産業創生研究セン

ターにコーディネーターを配置して、本学の各分野の教員のシーズ発掘と、企業と

のマッチングを行っています。このコーディネーターの会議を毎月行っております

が、ここに三井住友銀行の方にもお二人毎月参加をしていただいていまして、こち

らで企業との結びつきなどについて、具体的に、もし可能性があればいろいろとお

世話をいただくというシステムはつくっておりまして、それが今後も含めてですが、

その事業計画の立案などにうまく結びついていければいいというふうに思っている

とこでございます。以上です 

 

（楠本委員長） 

 よろしいですか。評価はこのとおりでよろしいでしょうか。 

 大変、駆け足だったのですが、大体予定時間のとおり、全部について検討するこ

とができました。ご協力、本当にありがとうございました。 

 本日で、小項目評価について事前にコメントが出たものについては、大体確定し

ました。評価を少し上げたものも幾つかありましたけれども、これについては、事

務局、今、全部確認しなくていいですね。 
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（森山大学支援担当課長） 

 はい、結構でございます。 

 

（楠本委員長） 

 それでは小項目評価についてはほぼ確定ということになります。本日は、ここま

でで、終わっていきたいと思いますが、時間の関係上、取りまとめることはできま

せんでしたけども、次回、第２回の評価委員会においては、法人からご意見を聞く

ということがありまして、どういうことについて質問するかということを本日の議

論を踏まえまして、事務局から別途委員の皆様のところにご連絡しますので、また

質問する項目を挙げていただきたいと思います。法人から聴取する内容といたしま

しては、１番として、評価の妥当性について法人に改めて確認すべき項目、事項が

あるかどうか、あれば、それを挙げていただきたい。２番目、取り組みの質に関す

る意見、指摘のうち意見を聴取すべき事項、これは、これまでいただいたコメント

の中で、この次の委員会に回そうというように事務局で考えてくださって、プール

してあるものもあるので、それについてまた、確認のお問い合わせをすると思いま

す。３番目は、平成25年度評価で指摘された事項がどのように対応されているか、

そういうことを次の委員会では議論するというので、そういう立場で事務局のほう

から委員の皆様のところにお問い合わせをいたします。この意見聴取事項について

は、皆様からの質問事項が出そろった段階で法人のほうにそれを差し上げて、回答

をいただいた上で、次の第２回の委員会に臨むということになる予定です。 

 それから、次回は、今日いろいろ議論いただいたことなどを踏まえて、評価結果

案のたたき台というものを事務局で作りますので、委員会として、それに何か加え

るべきこと、あるいは、指摘すべきことがあれば、委員会の席でご提案いただきた

いと思います。私からは、以上ですけれども、事務局からご説明があればお願いし

ます。 

 

（堀委員） 

 次回は、財務諸表について、説明があるのでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 今日は、お配りだけさせていただいて、市立大学で開催させていただく２回目の

評価委員会で、ご説明申し上げ、３回目で議論を頂戴したいと存じます。 

 

（種田委員） 

 さらに集約されたＡ４かＡ３の資料がいつもついていましたね。比較の資料がす

ごく参考になったかと思います。比較のものがないと分からないので、今年も多分、

作成されると思います。 
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（楠本委員長） 

 確か同じ規模の大学との比較のデータがありましたね。 

 

（種田委員） 

 すごく分かりやすい財務レポート、絵も写真もあるようなものもありました。 

 

（楠本委員長） 

 ファイナンシャルレポートというものですね。これは分かりやすかったですね。 

 

（種田委員） 

 図がついていますので、多分、皆さんには比較的分かりやすいと思います。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 例年ベースの資料というのは、今年も整えさせていただきますので、よろしくお

願いいたします。先ほど、委員長のほうがおっしゃってくださいましたが、すいま

せん、お疲れのところ申しわけないのですが、２回目の評価員会での法人からの意

見聴取事項とさせていただく事項につきまして、本日のご議論を踏まえて、７月22

日、来週の水曜日までにご意見を頂戴したいと存じております。また、メールで改

めてご連絡させていただきます。前にいただいたご意見の中でも全体にわたる事項、

ご質問等につきましては、時間の都合で今日はこの場で回答申し上げられなかった

部分もございますので、そちらにつきましては、あわせて２回目でご回答いただく

ようにしたいと思っております。場所については、昨年と同様、市立大学の杉本キ

ャンバスの学術情報総合センターで、午後３時から行いたいと思います。改めてご

案内は、お送りさせていただくつもりでございますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 本日、どうも長時間で、しかも詰めた形でご議論いただきまして、誠にありがと

うございました。 

 

（楠本委員長） 

 委員の皆さんからご意見、ご質問はありますでしょうか。よろしいですか。 

特にご意見がないようでしたら、本日はこれで終了いたします。 

 どうもお疲れさまでした。ありがとうございました。 

 


