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平成27年度第４回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成27年９月25日（金）午前10時30分～午前11時35分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、喜多委員、桑原委員、竹村委員、堀委員、宮本委員 

【大 学】赤井大学改革・戦略担当部長、 

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、 

冨宅法人運営本部企画総務課長代理 

【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） 

 それでは定刻になりましたので、平成27年度第４回大阪市公立大学法人評価委員

会を開催いたします。 

 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただき誠にありがとうございます。 

 それでは、早速でございますが、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） 

 おはようございます。それでは、早速ですが、本日の議題であります公立大学法

人大阪市立大学第二期中期目標の変更についてに入ってまいりたいと思います。ど

うぞよろしくご協力をお願いいたします。 

 中期目標の変更にあたっては、議会の議決が必要になりますが、それに際して、

我々評価委員会の意見とともに、法人からも意見を聞くということになっておりま

して、既に法人からはご意見をいただいているということです。本日は、我々評価

委員会としての意見をまとめるということになります。 

 それでは、事務局からご説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、案件の説明をさせていただきます。 

 本日お諮りさせていただきます中期目標の変更内容につきましては、府立大学と

の統合による新大学の実現を目指して準備を進めるという旨の目標の追加でござい

ます。 

 ただいま委員長のほうからおっしゃっていただきましたように、中期目標の変更

にあたりましては、当評価委員会のご意見をお伺いするという旨が法定されており

まして、本日お諮りさせていただくという次第でございます。 
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 お手元にお配りしております資料の１、それから、補足として資料２を並べなが

らご覧になっていただけますでしょうか。 

 まず、中期目標の変更に際する手続につきまして、流れをご説明申し上げたいと

思います。中期目標の変更に当たりましては、今申し上げました評価委員会への意

見具申が資料１の左の欄になりますけれども、ご意見をいただくということが地方

独立行政法人法25条の３項に定められております。あわせまして、大阪市立大学の

法人への意見照会というのが、これは資料上載っておりませんが、地方独立行政法

人法の78条の３項で規定されておりまして、この２つのご意見をいただくというの

が法律上の手続となってございます。後ほどまた、ご紹介申し上げますけれども、

既に法人への意見照会は本日の諮問に先立ちまして終了しているという状態でござ

います。 

 当評価委員会でのご意見を踏まえ、議会の議決を経て、中期目標の変更となりま

す。これが資料１でいう中ほどの欄、大きい矢印から二重四角囲みの流れとなりま

すが、こちらが地方独立行政法人法25条の３項で定められた流れとなります。 

 中期目標を変更した後は、中期目標の変更について法人へ指示するということが

同じ25条の１項で定められており、それを受けまして法人で策定いたします中期計

画の変更という流れに流れていくということになります。 

 続きまして、中期目標の変更にあたりまして、地方独立行政法人法上での、評価

委員会の役割といったあたりをご説明申し上げたいと思います。資料２をご覧いた

だけますでしょうか。地方独立行政法人制度のたてつけで申し上げますと、中期目

標から中期計画、そして評価の流れといたしますと、まず、設立団体の長から地方

独立行政法人に対しまして中期目標を指示することにより、法人が達成すべき業務

運営の目標を与えるということになります。これが１つ目ですが、その目標を受け

まして法人が中期目標に基づきまして中期計画を作成する、これが２つ目の流れに

なります。その作成いたしました中期計画に基づいて計画的に業務を遂行していく。

さらには中期目標をブレイクダウンした年度計画、そういったものに基づいてそれ

ぞれの期間終了後には、中期計画達成状況につきまして、評価委員会の評価を受け

るという流れになってございます。この流れを踏まえますと、中期目標の意義とい

たしましては、１つは地方独立行政法人が中期計画を策定する際の指針、資料の下

のほう※で書いておりますが、１つ目が中期計画を策定する際の指針。２つ目が地

方独立行政法人の業務実績を評価する際の基準といった側面を持つというふうに言

われております。もともと法人の自主性、自律性を尊重するというのが地方独立行

政法人制度の基本でございます。その中で中期目標といいますのは、業務につきま

して設立団体から法人に対して直接指示のできる唯一の手段というふうにも言われ

ております。そういったあたりを勘案いたしますと、設立団体が法人に達成を期待

する目標を明確に記載するといったことが中期目標上必要になっておるというふう

に言われております。 

 また、評価委員会の役割について申し上げますと、資料２の一番上の四角囲みで
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す。11条のところに評価委員会の単位事務を書いてございます。こちら地方独立行

政法人法に定められた種々の権限事項を処理する機関ということで、評価委員会が

置かれておりますが、地方独立行政法人の業務実績に関する評価を担っていただく

というのが評価委員会の主な役割となってございます。したがいまして、中期計画

の達成状況についてのご評価をいただくこちらの委員会におきまして、その中期計

画を策定するベースとなるものであって、先ほど申し上げました性格を有する中期

目標については、25条の３項で事前に意見を聞くことというのが法定されておりま

す。したがって、例えば中期目標における指示事項としては、余りにも抽象的で中

期計画の策定につながらない、困難であるというような場合や、あるいは既に定め

られております中期目標の指示事項と抵触するような場合など、後の中期計画の作

成やそれを計画的に遂行していく、ひいては業務実績の評価そのものに困難を来す

おそれがないかどうかといった点から最終のご評価をいただく当評価委員会のほう

にご審議を賜るべきものというふうに考えてございます。 

 なお、同じ25条の３項で評価委員会の意見を聞くとともに、議会の議決を経ると

いうことも定められておりますけれども、この議会の議決が必要とされております

趣旨は、まず１つが地方独立行政法人という地方公共団体から独立した法人を設立

いたしまして、その法人によってどういう住民サービスを目指すのかという基本指

針が中期目標であって、いわば地方独立行政法人による業務運営の基本指針の位置

づけであることから、議会の議決を経て、団体としての意思決定を経るとすること

が適当であろうということが１つ。それから、２つ目として、地方独立行政法人に

よってどのような住民サービスが提供されることになるのかということについて、

住民も関心を寄せるものと考えられておりますことから、住民の代表たる議会の議

決を経ることが適当だという、こういう２つの理由によりまして議会の議決が必要

とされておるのであろうと解釈されております。中期目標に掲げる指示事項の施策

としての適、不適につきましては、議会で審議される事項になるというふうに考え

られております。 

 続きまして、府市の大学統合の検討にかかわりますこれまでの経過をご説明申し

上げたいと思います。資料３をご覧になっていただけますでしょうか。 

 平成23年の12月、大阪府市統合本部会議におきまして、大学につきましては経営

形態を見直すべき項目と位置づけられまして、その後、両大学の統合について、議

論、検討を重ねてまいったところでございます。統合にかかわりましての中期目標

の変更につきましては、25年に一度こちらの評価委員会のほうにお諮りをさせてい

ただいております。その際、ご審議いただきました変更案につきましては、議会に

上程しておりますが、その際は否決をされております。議会からは大学の統合には

キャンパスの点在や学部、学域の併存など問題点が多い。あるいは統合のスケジュ

ールが慌ただしく、大学を混乱させることになり、学生への説明も不足していると

のご指摘をいただいております。それから２年を経まして、今年の２月には両大学

によりまして、いわゆる基本構想と呼んでおりますものですが、「新・公立大学 
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大阪モデル（基本構想）」を両大学で策定いただきました。こちらは両大学が主体

的に大阪の公立大学として今後どのような役割、使命を果たしていくべきか検討を

行って取りまとめていただいたものになります。目指すべき新大学の姿が描かれて

おりまして、新大学の実現に向け、両大学が取り組んでいくという旨がこの中でう

たわれております。 

 一方、大学を取り巻く情勢といたしましては、国立大学におきまして、来年度か

ら第三期の中期目標期間が国立大学一斉にスタートいたします。こういったタイミ

ングを控えまして、春、夏先から全国的な大学改革、組織再編の動きというのが非

常に活発になってございます。市立大学、府立大学におきましては、こういった動

きを先立つ形で基本構想によりまして、みずから目指すべき将来像をいち早く示し

たというふうにも言えるかと思っております。一歩リードしていると言えますこの

状況を、現状を生かしまして、今後ますます激化していくであろう大学間競争を勝

ち抜いていくためにも両大学が基本構想でうたっております新大学の実現に向けま

して、早々に具体的な検討を、取り組みを進めてまいりたいということから、今回

改めて中期目標の変更に向けた動きとなったところでございます。 

 では、具体的な変更内容につきまして、資料４に基づいてご説明申し上げたいと

思います。 

 資料４の右側の欄は、現行の中期目標となります。左側のほうに改正、変更を考

えております案文のほうを書いてございます。変更箇所には下線を引いてございま

すけれども、改正点は大きく２カ所になります。前文、それから裏のページに移っ

ていただきまして、中期目標の最後の第６、その他業務運営に関する重要事項の統

合による新大学の実現を目指し、準備を進める旨というのをこの第６の章の一番最

後に加えたいというふうに考えております。 

 ちなみに、先ほど申し上げました平成25年に否決された案文との相違をざっくり

申し上げますと、第６におきまして基本構想を踏まえて、目指すべき新大学の姿を

基本構想に則して目指していくという旨を記載したということ。それから、統合時

期につきましては、前回は28年度を統合時期ということで書いておりましたけれど

も、基本構想の35ページ、本日参考資料ということでお配りはさせていただいてお

ります参考資料の２になりますが、35ページに中期目標を変更した後、大学統合に

至るまで、これは市大、府大に特化したものでなく、標準的なモデルケースとして

の期間が書いてございます。具体的な検討期間に１年半から２年半、その後、文科

省への設置認可に係る手続き期間が書いておりますけれども、こういった標準的な

期間を考慮いたしまして、今回につきましては、統合の時期として、次期中期目標

期間中ということを書かせていただいております。なお、前回と異なりまして、今

回は理事長、学長については、変更点には加えてございません。 

 なお、冒頭に申し上げました本日のご審議に先立ちまして、法人への意見照会を

行ってございます。そちらにつきましても、参考資料３としておつけしております。

大阪市へ提出いただいた時にはかがみ文がございましたが、添付を省略させていた
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だいております。こちらに市立大学法人側からの当初の変更案をお示ししたものに

対する意見というのを書かれております。基本的な大学の考え方といいますか、意

見を書かれておりまして、添付資料ということで１枚目の裏をめくっていただきま

すと、具体こちら市側からご提示いたしました当初の変更案に対しての法人側から

の修正案というものが載ってございます。右側が大阪市から法人に提示した案、左

側が市立大学からそれを踏まえた修正案ということで、ゴシックになっているとこ

ろが修正意見としていただいております。本日お諮りさせていただいております案

につきましては、その法人意見も踏まえまして作成したものです。 

 非常に雑駁な内容でございましたけれども、以上をご説明とさせていただきまし

て、ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。法律に基づいて設置されている我々委員会の役割と言

いますか、期待されていること、それから両大学の検討の様子そのもの、これまで

の経過と最近の検討の様子というようなことについてご説明がありました。 

 今のご説明、あるいは本題である資料の４を中心に議論していただくことになり

ますが、それについてご意見ありましたらどうぞ自由にご発言ください。大体30分

ぐらいをめどにご意見を伺えたらと思っています。 

 

（喜多委員） 

 変更案の前文の、強い大阪を実現する云々のこの下線の部分ですけど、これは平

成25年７月に議論した結果と同じですよね。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 申し訳ありません、説明が不足しておりました。前文のほうにつきましては、２

年前、平成25年にこちらの評価委員会でご審議賜りましたものと全く同一の表現と

なってございます。 

 

（喜多委員） 

 平成25年の７月に確か、かなりいろいろな議論をしたと思うのですが、その強い

大阪云々がその時点で入れられまして、今回この後ろのほうの項目にそれが反映さ

れているということですよね。先ほどご説明がありましたように、要するに計画を

つくるための基準になっているかどうかという視点で申し上げますと、市大、府大

の統合について積極的に今まで考えてきたと、応援してきたという立場から申しま

すと、これは非常に具体的になっていいかなというふうに思います。そういう意味

では賛成ですが、ただ、私の個人的な感触としては、出すタイミングが悪いかなと

いう気がありまして、消極的賛成で、結論としては意見なしという立場かなという

感じがします。以上です。 
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（楠本委員長） 

 ありがとうございます。今日、最初にご説明いただいた、我々の委員会に何が求

められているかということにもかかわるご意見だと思いますが、意見なしというの

は特にここをこうすればよいとか、そういう意見はないということですね。 

 

（喜多委員） 

意見なしという意味は、やはり評価委員会というのは政治的中立という立場から

しますと、このタイミングで積極的賛成というのはどうも政治色が出るなと、そう

いう意味から言いますと消極的賛成で意見なしという意味です。 

 

（宮本委員） 

私は、25年に議会で否決された状況と現在はどのように変わっているのかよく理

解できていないのですが、あまり変わっていないとすれば、25年に否決されたもの

と同じようなものを出すというのはどういうことなのだろうかと、疑問に感じます。

それともう一つ、市のほうからご説明に来られたときも申し上げたのですが、この

前文について少し疑問があります。これは25年のこの委員会で議論されたというこ

とですから、もう一度蒸し返すのはおかしいのかもしれませんけれども、私の個人

的な意見として、大阪市立大学の使命として、「大阪のための大学」というのが強

く出過ぎているのではないかという気がします。もちろん、「大学の普遍的使命で

ある真理の探求はもとより」とか、「高度な教育や先進的で卓越した研究を国際的

視点で推進する」とは書いてあるのですが、しかし全体としては「大阪のための大

学」という観点が強調されているように思うのです。「強い大阪を実現するための

大学」、行政として、お金を出している設立団体としてはこういうことを言わざる

を得ないことはよく分かるのですが、やはり大学というのは普遍的価値とか、普遍

的な真理を追求する場であるべきだと思います。そういう大学として世界に通用す

る大学が大阪にあることがひいては大阪の発展に寄与する、こういう理念にたつべ

きではないでしょうか。大学の普遍的な価値を高めることが最初であって、それを

通じて大阪市の都市格を高める、そういうふうに書く方が前文としては格調が高い

と私は思います。やはりこれは少し「大阪のための大学」というのが出過ぎていて、

違和感があるように思うのです。25年に、この委員会で議論されたことなので、蒸

し返すようで申し訳ないのですが、私の個人的な意見としてはそのように感じまし

た。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。なかなか大事なポイントであろうと思いますが、いかが

でしょうか。 
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（堀委員）   

次期中期目標期間に統合するということが最後に書いてあるのですが、そこに唐

突に出てきています。統合というのは大学の設立基盤の変更で、かなり大きなもの

ですが、それが前文には全く出てこずに、この項目のところだけに出ています。前

文はどちらかというと目標の精神的なもので、それを実現するために統合というも

のが必要であるというのが、考え方の流れのように思うのですが、それについて前

文では全く触れられていないので、違和感といいますか、これでいいのかなと思い

ます。 

 

（喜多委員） 

 平成25年の前の変更案ですけど、あの時は、具体的なスケジュールとか内容はな

しに、統合する方向というのをうたっていたのですよね。それがより具体的になっ

て、今回の変更案に進歩しているのですよね。 

 

（堀委員） 

 そうだと思います。 

 

（喜多委員） 

 ただ、一回それが否決されていますから、確かに現行から変更案に、今回の変更

案に唐突に飛んだように見えるのですが、ステップとしてはその中間に平成25年７

月に議論したことが、議会に出ているのですよね。そういう意味では、余り唐突で

ないのかなという感じはするのですが。だから、前回のものがより具体的になって

提示されているというふうに考えていいのではないかなと思います。 

 

（楠本委員長） 

 前回の25年からその後、大学同士での議論が進んで、大学としてもかなりの準備

を、ここにある基本構想をまとめられて考えておられるということはあると思いま

す。 

 

（喜多委員） 

 だから、さっき言われた話で言えば、前に否決された案がそのまま出ていくので

はなしに、バージョンアップして今回出されたというふうに私は認識しています。 

 

（堀委員） 

 私もそう思います。いわば市長から統合の検討をせよという上からの命に従って、

お互いに検討していると、やはり統合したほうが、メリットが大きいという結論に

達したのでやりましょうということですよね。ですから、それはそれで受けとめて

いるのですが、それが前文に一言も触れられていないということに、違和感があり
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ます。 

 

（宮本委員） 

 しかし、前文はバージョンアップしてないわけですね。 

 

（楠本委員長） 

 ほとんどしてないですね。堀委員がおっしゃるように前文だけ読んだ人は、統合

の話に何も触れられてないというふうに思うのではないかということですね。 

 

（堀委員） 

 はい。私個人の意見としては、統合という非常に大きなことが前文に何も触れら

れてなくて、項目５というところで突然出てくるということが気になります。 

 

（喜多委員） 

 今言われているのは、前文にも、項目５のその趣旨というか考え方を書かないと

いけないのではないかということですね。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 失礼いたします。項目の第６の５ということで、新しく加えておりますこの取組

目標ですが、統合を目指すというものではなくて、統合により両大学があるべき姿

と考えている大学を目指すのだというところでございます。ですので、新しい大学

としてあるべき姿というものにつきましては、前文のあちらこちらで大学としてこ

ういう大学を目指している、こういう大学をつくっていきたいというところで書か

れておりますので、例えば、先ほどもご指摘あった点ではありますけれども、建学

の精神なりその伝統を継承して、高度な教育や先進的で卓越した研究を国際的視点

で推進する、あるいは入学したい大学として選ばれるとともに、その地域の知的イ

ンフラ拠点として市民が誇る大学となりたいというようなあたりでありますとか、

その前段もそうですけれども、そういったあたりに大学が目指している姿というの

は、既にあらわれているという考え方でございまして、新大学のそういう姿を目指

していきたいというところにつきましては、いきなり出てくるというものではない

という理解を当初しておりました。あわせて今回は、この中期目標期間中に新大学

の実現をするということではなくて、それに向けて、当然大きい話ですので何年も

のスパンを見据えてやっていくことですので、中期目標期間はあと残り２年間ござ

いますけれども、じゃあ次に書けばということではなくて、そういう長いスパンが

かかるということも見据えて、準備を進めてまいろうというところをうたった目標

にしたいと考えてございます。 

 

（楠本委員長） 
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 今期のあと２年残っている第二期中期目標の間に、次に向かって目標を進めまし

ょうということなので、その前文に書くところまでは至っていないという、これは

つくられた側のお考えですね。いかがでしょう、竹村委員、何かご意見ありますか。 

 

（竹村委員） 

今、議論しているものは、あくまで大阪市立大学の現在の中期目標の変更ですよ

ね。特に最後に追加されているものですけれども、これは次期の中期目標期間中に

新大学の実現に向けてこういうことをしたいということですよね。あくまで次のス

テップとしてということであれば、前文にそこまで加えてしまうと、今までの中期

目標が違っていたということにもなりかねないので、後ろにこういう新しい目標を

つくっています、新しい目標ができましたという形になっているのかなと思います。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。 

 確かに中期目標期間中の変更であるので、今期あと２年でやるべきことは既にか

なりいろいろあって、大学としても計画をつくっておられるわけですよね。 

 

（喜多委員） 

 確かに準備を進めるということで、その項目を一つ追加したという程度の話です

ね。 

 

（楠本委員長） 

 私も前文を読んでいてどこが変わったのかなと思っていたので、堀委員がおっし

ゃることは理解できます。前文に何か書いてあったほうがいいかなという気がしな

くもないのですが、今の案でもよいのではないかという印象もあります。いかがで

しょうか。ほかにご意見ありますか。 

 

（堀委員） 

 確かに、非常に微妙な時期なので、議会で、否決なり何か修正があった場合に、

また変更を余儀なくされるのではないかという懸念があるのではないかと思います。

そうすると、余り積極的に踏み込まない表現にしておいたほうがいいのではないか

と推測はいたします。しかし理論的にと言いますか、統合というのはやはり大学に

とって大きな変革なので、ここの論理体系としては、強い大阪の実現のためには統

合というのが必要だという流れで、その取組を推進するための検討をする。しかも、

もう大阪モデルという基本構想ができている。すでに準備としては走り出している

ということが今回の修正の目的ですよね。だから、項目５に取組の推進というのを

入れるということは、やはり重たいことなので、私個人の意見としては、その前文

の最後のところに、大阪市立大学にあっては、新しい中期目標のもと、大学のプレ
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ゼンスをより一層向上させるために、その大学統合を含めた考え方を進めていくと

いうようなことが記載されてもいいのではないかと、私はそう思いました。 

 

（楠本委員長） 

 この２年の間に、大学としてもかなり具体的に考えておられるということもあり、

情勢が変わっているので、議会がどうなるのかというのも、前回とは少し違うかな

という気はいたします。 

 市立大学に第二期中期目標の残りの期間をどういうふうに過ごしてほしいか、た

だ、やはり統合、新しい大学の実現を目指してということを書いておいたほうが、

より現在の作業が進みやすいのではないかというのが、大阪市の考えておられるこ

とだろうと思います。それだったら前文にも書いたらというのが堀委員のご意見で

すが、そこら辺はなかなか微妙な時期でもあるので、ここらがいいところかという

ご判断かと思います。 

 それでは今回、意見を交換したこと基づいて、意見を言わなければいけません。

どういう意見を言うかというのは、先日の財務関係のお話と同じように、文書を出

さなければいけないそうです。 

 

（堀委員） 

 何も意見がないというのは嫌だということで、私の意見は言わせていただきまし

た。別に全体の意見にしていただかなくても結構です。 

 

（喜多委員） 

 私の意見は、やっぱり積極的賛成という形で反映されますと、さっき言いました

中立的立場からすると、余り好ましくないなということですので、そういうことを

ちょっと勘案していただきたいなと思います。 

 

（宮本委員） 

 私は、あえて現在のこの段階で、現行を変える必要があるとは思いません。もう

あと２年、その時に考えてもいいのではないかと思います。 

 

（喜多委員） 

 中期目標の変更の議案は多分出されると思いますので、それに対して中立的な立

場を堅持したいということです。政治的立場がもっとはっきりした段階でしたら、

それを強力に推進していただけるでしょうから、もっと大賛成という立場で出して

もいいかなと思いますけども。 

 

（堀委員） 

 評価委員会のそのミッションとして、この統合がいいかどうかということを討議
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するような委員会ではないと私は判断しています。この評価委員会としては、例え

ばとんでもない目標の変更であって、もう評価できませんよということや、いや、

これだったら今後も評価することができますというようなことを今言っているので

あって、統合がいいとか悪いとかいうのは、この委員会のミッションではないと私

は理解しています。例えば特段意見がありませんといっても、それはそれでこの評

価委員会としてはいいと私は思っています。 

 

（楠本委員長） 

 まさに堀委員が今、おっしゃったとおりだと思います。ですから、この目標で計

画をつくられて、その計画がちゃんと実行されたか、あるいはこの点が不十分だっ

たのではないかとか、そういうことを言うのがこの委員会に求められているその役

割でありまして、ですからただ、法律にも書いてあるように、一応、この評価委員

会の意見を聞くということになっているので、特に大きな問題があれば言う責任は

あるのでしょうけど、そうでなければ結構ですということになるのかなと思います。 

 

（喜多委員） 

 誤解があったらいけないので言いますが、これが是か非であるというような話で

はなく、これはぜひ進めていただきたいというような内容で意見具申すると、今の

時期、そのカラーが出てしまうという意味です。 

 

（楠本委員長） 

 皆さんよくわかっておられると思います。ですから、それだけに何を言うかとい

うのが難しいところもありますが。 

 それでは、結論としては、この評価委員会の意見としては、特段の意見はありま

せんということになろうかとは思います。それでよろしいでしょうか。では事務局

でつくった案をお配りください。 

 

(資料配付) 

 

（森山大学支援担当課長） 

 恐れ入ります。今、お手元にお配りさせていただいたものが事務局案です。本日

のご議論を踏まえて、追加等あるのかもしれませんが、平成25年の時のものを参考

に作成しました。評価委員会で担っていただいております役割、本日のご審議賜っ

た趣旨というものは当然バックボーンで持ちつつ、法定の25条３項に基づいて意見

照会を受けた結果、評価委員会の意見としては、先ほど喜多委員のほうから消極的

意見なしというお言葉もございましたけれど、そういう意味でご意見なしというこ

とで、作成させていただいたものであります。こちらをもとにご議論賜りたくよろ

しくお願いします。 
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（宮本委員） 

「意見はありません」ということは、賛成しますという意味ですね。そういうこ

とですね。 

 

（楠本委員長） 

 そうでしょうね。 

 

（堀委員）   

この文章は、何か通例の表現のようですが、私は前からこれはおかしいと思って

います。 

 

（喜多委員） 

 しかし、異存なしと書いてしまうと余計おかしくなりますよね。 

 

（楠本委員長） 

 そうです。異存なしのほうがより強い賛成のニュアンスを受けますね。 

 

（喜多委員） 

 だから、今回はやっぱり異存なしではないと思います。 

 

（宮本委員） 

 私は、個人的には変更はしないほうがいいという意見ですので、「意見はありま

せん」には賛成しませんが、皆さんそうおっしゃるなら従います。 

 

（堀委員） 

 議論しているので意見はあるのに、「意見はありません」という表現がちょっと

おかしいと思うのです。意見がないということはノーアイデアという意味ですよね。 

 

（喜多委員） 

 こういう言い方したら失礼ですけど、今の時期ですと、勝手にやってよというこ

とになりますよね。非常に無責任な話ですが、そういう意味でも意見なしではない

かと思います。もっといい時期であれば、これはぜひやってくださいという立場だ

と思うのですが。 

 

（堀委員） 

 この表現は慣例なので変えにくいのでしょうか。 
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（森山大学支援担当課長） 

 委員会のご結論に従って、この表現は変更することは可能です。 

 

（堀委員） 

 私は、「異議がありません」だったら、まだ主体的な考えのニュアンスは出ると

思うのです。意見はありませんというのは、いいとも悪いとも判断する能力がある

か、ないのかも全く分からないのです。もしもこれに終始されるのであれば、冗長

かもしれませんが、あえて、「この目標の変更について評価委員会としては、意見

はありません」というのを入れておいていただくと、評価委員会の立場としては、

ここでとやかく言うべきものではないと考えますというニュアンスは伝わるのでは

ないかと思います。 

 

（喜多委員） 

 なるほど、それはいいですね。 

 

（堀委員） 

 評価委員会として意見はないというふうに限定していただきたいと思います。 

 

（宮本委員） 

 仮に評価委員会が変更の必要なしという意見を出しても、市は議案を提出できる

わけですよね。評価委員会の意見を聞くだけで、評価委員会がどう言おうと提出で

きるわけですよね。 

 

（楠本委員長） 

 承認を要するわけではないです。意見を聞かれて、賛成しなければプロセスが進

まないというわけではないですね。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 法定上、それではないです。しかし、いただいたご意見を配慮して進めてまいる

というのが法の趣旨ではございます。 

 

（宮本委員） 

 実際問題、意見は分かれたと思うのですが。 

 

（喜多委員） 

 それは議事録に残ります。 

 

（宮本委員） 
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 評価委員会の意見ということであれば、そういうふうにまとめていただいてもい

いですが、これで言えば賛成したことになりますよね。 

 

（喜多委員） 

 そうです。 

 

（宮本委員） 

 現時点で、変更する必要はないと思いますので、私は反対です。もちろん、多数

の意見として、このほうがいいということであればそれに従いますが、これですと、

全員の意見というふうに見られますよね。反対の理由は、前回否決されたのと状況

が変わったのかよく分からないということと、それから前文に違和感を覚えるとい

うこと、その２つです。 

 

（中村経済戦略局理事） 

 今、ご指摘を受けている２点についてでございますが、蛇足かもわかりませんが、

先ほど経過の中でもご説明をしておりますが、２年前はいわゆる大阪府市統合本部

の議論から端を発しまして、どちらかといいますと設立団体のほうが主導して、統

合に向けた取組を進めており、平成25年度に同じように中期目標の変更を議会に上

程をさせていただきました。その際は、まだまだいろいろ議論する課題も残ってい

る、拙速だというようなことで、否決になりました。行政としても一度立ちどまり

まして、両大学で主体的に新しい大学のあり方についてご検討いただきたいという

ことで、昨年の４月、スケジュールについても一旦白紙に戻し、両大学に検討をお

願いしました。その中で昨年の10月には中間取りまとめ的な骨子が出され、それを

もとにして今年の２月にいわゆる基本構想というものが両大学から出されておりま

す。そういった動きを受けまして、手法として両大学を統合し、これからの大阪の

公立大学のあり方、新しい大学を目指していく。その第一歩といいますか、スター

トを切るための中期目標の変更ということで、今回改めて上程をさせていただきた

い。そして、その法定の手続の一つとして、評価委員会にもご意見をいただきたい

ということで、私どもの認識といたしましては、いわゆるステップを踏んできてお

り、２年前と今とでは取り巻く状況は変わってきていると思っており、今回の中期

目標の変更というのは、そういう流れの中で必要なことだと考えております。 

 それと、前文の件につきましては、中期目標の期間途中での変更でございますの

で、基本的にはベーシックなところは大きく変える必要はないのかなと考えており

ます。前文につきましては、４年前にこの中期目標をつくったときに、この６年間

の間に大阪市立大学に求めていく姿を記載させていただいております。残り２年間

も同じように求めていくということについては、基本的に変わっていないと我々は

考えております。前文に書いておりますような姿、役割、位置づけ姿について、そ

の後に具体的な業績目標といいますか、そういうのを個別に書いておりますけれど
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も、今回の中期目標の変更は残されている期間の中においても新しい大学のあり方

ということについて準備を進めるということを目標に加えるということです。です

から当然、次期中期目標を定める時には、中期目標期間中に統合による新しい大学

を目指すという時期が当然設定されるわけですから、前文につきましても、統合に

よる新大学実現ということも当然、書き加えていくのかなと思いますが、今回の現

中期目標の変更ということに限りましては、新しい項目を追加するという変更です

ので、前文については、一部修正はさせていただきますけれども、基本的には大き

く変える必要はないということで、今回の案をご提示させていただいております。

いろいろとご意見賜っておりますことについては、我々としても受けとめさせてい

ただきますが、評価委員会としてのご意見を取りまとめていただけたらありがたい

と思っております。 

 

（楠本委員長） 

 中村理事から市の立場をご説明いただきました。 

 以前と全然変わっていないというご意見もありますが、大学としてかなり検討さ

れて、こういうことが随分進んでいるのではないかなと私は思います。最終的には

我々の委員会が何をするのか、何を求められているかということですが、こういう

提案をされるというのはもちろん市長の権限で市長が決められることで、次は議会

が判断するわけです。またやり直さないといけないのではないかというご心配もあ

りますが、もうこれは議会に任すべきではないかと私は思います。いろいろなご意

見が出たことは、もちろん議事録にも出ますし、意見書として「意見はありませ

ん」というのは、私もちょっとどうかと思いますが、基本的に変更の議案を出され

るということを我々としては積極的に賛成とは言わないですけれども、お出しにな

るのならどうぞという感じかなという、委員会としてはそういう結論にしてはどう

かと思います。もし次の中期目標に書くところにかかわられる委員の先生がおられ

たら、その辺をぜひ踏まえていただき、役に立てていただければいいと思います。 

 それでは、もし皆さんにご異存がなければ、意見書の表現については任せていた

だくということにしたいと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

（堀委員） 

 希望としては、統合に賛成だとか反対だとかいう議論をここでやっているわけで

はないので、評価委員会としての意見はありませんという、その一言を入れていた

だきたいと思います。 

 

（楠本委員長） 

 それは工夫してみます。 

 

（宮本委員） 
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 いろいろ意見はありますが、設立団体としてこれを出されることについては意見

がありませんということですよね。 

 

（堀委員）   

内容の是非ではなく、評価委員会のミッションとして、「意見はありません」と

いうことです。 

 

（宮本委員） 

 案についてはいろいろ意見がありますが、設立団体がこの案を出されることにつ

いては意見はありません、ということですが、屁理屈かもしれませんが、これでは

案について意見はないというふうに受け取られるように思います。 

 

（堀委員） 

 委員長にお任せします。 

 

（楠本委員長） 

 皆さんのお気に入るようなものになるかどうかわかりませんが、文言については、

お任せいただきます。 

 事務局からなにかありますか。 

 

（中村経済戦略局理事） 

 閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

 このたびは第１回から第３回まで、例年の業務実績に関する評価につきましてご

審議を賜ってまいりまして、その後、重ねて今回また中期目標の変更案についての

ご審議をお願いするという運びになりました。ご無理を申し上げまして、大変恐縮

でございます。お忙しい中、委員長をはじめ、評価委員の皆様方におかれましては、

ご審議並びにご意見をいろいろ賜りまして、最終的には委員長のほうにご一任とい

う結果となったわけでございますけれども、多大なご尽力を賜りまして誠にありが

とうございました。最終の意見書についてはまた、先生方にもお示しをしたいと思

いますが、本日、ご審議をいただきました結果を踏まえまして、地方独立行政法人

法の規定に基づき中期目標変更案をまとめまして、この後、議会上程の手続を進め

てまいりたいと存じます。ちなみに国立大学では、平成28年度から第三期中期目標

期間が一斉にスタートをいたします。それを控えまして、文科省におきまして、27

年６月に自己変革の推進を求める国立大学経営力戦略が策定をされるなど、全国的

に大学改革、組織再編への動きが一気に加速する様相が伺えてまいっております。

市立大学、府立大学におきましては、国立大学をめぐるこれらの動きに先立つ形で

この２月に基本構想を策定し、みずからの目指すべき将来像を示しております。今

後、ますます激しさを増すでありましょう大学間競争を勝ち抜いていくためにも、
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私ども設立団体といたしましても、大学が目指す新大学の実現に向けまして、支援

をしてまいりたいというふうに考えてございます。繰り返しになりますけれども、

委員の皆様方には多大なご尽力を賜りまして、心から厚くお礼を申し上げますとと

もに、今後とも引き続きご指導、ご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせて

いただきます。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

（楠本委員長） 

 どうもご丁寧なご挨拶ありがとうございました。 

 申すまでもないことだと思いますが、本日の委員の皆さんのご発言を聞いてくだ

さっているとお分かりだと思いますが、我々は縁があってこの委員をお引き受けし

たので、どうすれば市立大学がいい大学になってもらえるかということを考えての

ご発言ですので、どうぞご了解ください。 

 それでは、今日はどうもありがとうございました。 


