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平成28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28年４月14日（木）午後１時30分～午後２時15分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、桑原委員、田辺委員、馬場委員、眞下委員、宮本委員 

【大 学】赤井法人運営本部事務部長、川上大学改革・戦略担当部長、 

今村総務課長、石井大学改革・戦略課長、柴山大学改革・戦略課長代理 

【大阪市】坂本経済戦略局理事、小西大学支援担当部長、森山大学支援担当課長 

西浦大学支援担当課長代理 

 

○開会 

（小西大学支援担当部長） 

本日は、お忙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。

ただいまから、平成28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ます。 

なお、本委員会は原則公開の取り扱いとなっておりまして、本日は傍聴者が２名

いらっしゃいます。また、報道機関の方も取材に来られています。 

 議事に入ります前に、４月に人事異動がございましたので、事務局の紹介をさせ

ていただきます。 

 経済戦略局理事の坂本でございます。 

私、大学支援担当部長の小西でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 大学支援担当課長の森山でございます。 

大学支援担当課長代理の西浦でございます。 

 それでは、理事の坂本より御挨拶申し上げます。 

 

（坂本経済戦略局理事） 

 理事の坂本でございます。委員の皆様方におかれましては、平素より市政全般に

わたりまして、御理解御協力を賜りますこと、まことにありがとうございます。 

大阪市立大学におきましては、24年にスタートしました第二期の中期目標期間が

ちょうど今年５年目を迎えることになってございます。委員の皆様方には毎年度大

学の業務実績評価の取りまとめに御尽力を賜っておりまして、皆様方からの御意見

をいただきまして、計画につきましては、着実に進捗が図られているのではないか

というふうに考えてございます。 

御案内のとおり、市立大学と府立大学におきましては、昨年の２月に大阪におけ

る公立大学のあり方を示しました「『新・公立大学』大阪モデル(基本構想)」の策

定をしたところでございます。この基本構想を受けまして、今年の１月ですけれど

も、市におきましては、両大学の統合による新大学の実現に向けまして、準備を進
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めるべく、大学の中期目標の変更を行ったところでございます。 

本日の議題は、この中期目標の変更を受けまして、市立大学のほうから申請がご

ざいました中期計画の変更につきまして、御審議をお願いしたいと存じます。委員

の皆様方におかれましても、忌憚のない御意見を賜りますようお願いを申し上げま

して、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

（小西大学支援担当部長） 

 続きまして、今年２月に委員の改選が行われましたので、委員の皆様の御紹介を

私のほうからさせていただきます。 

 まず、改選前から引き続き委員に御就任いただいております、大阪大学名誉教授

の楠本正一様でございます。 

関西学院大学経済学部教授の桑原秀史様でございます。 

 大阪大学名誉教授の宮本又郎様でございます。 

 続きまして、このたび新たに委員に御就任いただきました公認会計士の田辺彰子

様でございます。 

大阪大学総長特命補佐特任教授の馬場章夫様でございます。 

 市立豊中病院総長の眞下節様でございます。 

 なお、株式会社読売新聞大阪本社編集局局次長兼文化部長の竹村登茂子様におか

れましては、本日所用により御欠席されております。議事につきましては一任いた

だいておりますことをあわせて御報告させていただきます。 

 それでは皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、恐れ入りますが、坂本理事につきましては、公務のためここで退席を

させていただきます。 

 

（坂本経済戦略局理事） 

 失礼いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（小西大学支援担当部長） 

 続きまして、大阪市公立大学法人評価委員会条例第４条の規定によりまして、委

員長を委員の皆様方から御決定いただきたいと考えております。御推薦等がござい

ましたら、よろしくお願いいたします。 

 

（宮本委員） 

はい。 

 

（小西大学支援担当部長） 

  宮本委員。 



－3－ 

 

（宮本委員） 

 前年度から引き続きで恐縮ではございますけども、楠本先生にお願いしたいと思

いますがいかがでしょうか。 

 

（小西大学支援担当部長） 

 皆様よろしいでしょうか。 

 それでは、御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は、よろしくお願いいたし

ます。 

 

（楠本委員長） 

昨年もやらせていただいたのですけれども、力不足ですが、委員長を務めさせて

いただきます。どうぞよろしく御協力をお願いいたします。 

 それでは、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御指名をさせていただきます。そ

れでは、馬場委員にお願いしたいと思います。大変お忙しいところ恐縮ですが、お

引き受けいただくようによろしくお願いいたします。 

 

（馬場委員） 

はい、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。 

 それでは、議題のほうに入りたいと思いますが、今日の議題は、公立大学法人大

阪市立大学第二期中期計画の変更についてです。中期計画の変更にあたっては、中

期計画は大学がおつくりになるものですが、市長による認可が必要です。その際に

我々評価委員会の意見を聞くことになっており、我々評価委員会としてその意見を

まとめる必要がございます。 

それでは、事務局から御説明をお願いいたします。 

 

（森山大学支援担当課長）   

議題につきまして御説明申し上げます。 

 お手元の資料１、それから資料２をごらんになっていただけたらと存じます。 

 資料１のほうが、「公立大学法人大阪市立大学中期目標・中期計画の変更につい

て」ということで、中期目標から中期計画の変更に当たっての手続の流れをフロー
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チャート化いたしまして、お示ししているものでございます。大阪市のほうから市

立大学にお示ししております中期目標につきましては、昨年９月25日に当評価委員

会のほうにもお諮りさせていただきまして、変更に当たっては原案どおり御承認い

ただいておるところでございます。その後、10月９日に大阪市会へ上程いたしまし

て、議論いただいておりましたところ、１月15日に可決と相なっております。 

中期目標と申しますのは、資料２のほうにも書いてございますけれども、独立行

政法人が達成すべき業務運営に関する目標を設立団体のほうが定めまして、これを

目標として法人に指示するものでございます。それを受けまして、中期計画、これ

は目標を達成するための計画として、法人が策定するものでございますが、それに

反映の要否が、反映が必要かどうかというところの検討が必要となってまいります。 

資料１のフローチャートに戻りますと、中期目標の変更を受けまして、その後速

やかに市立大学法人に、中期計画変更に向けてということで、地方独立行政法人法

の規定に基づきまして、指示をさせていただいております。以降、市立大学法人の

中で、変更に当たっての要否も含めました検討を重ねられまして、変更案を作成、

それにつきましての大学におけます経営審議会などの内部審議会の承認などを経ま

して、私ども設立団体側のほうに変更案についてということで、申請が上がってま

いりました。 

 この申請につきましては、市長が認可を与えるものでございますけれども、認可

に際しましては、当評価委員会での意見をあらかじめお伺いするということが法定

手続になっております。つきましては、本日この場で大学法人のほうから申請が上

がってまいりました中期計画変更の内容につきまして、御意見賜りたいと存じます。 

 具体的な中身につきましては、資料３になります。一番左の欄は、中期目標の変

更部分だけを抜粋しておりますが、変更いたしました中期目標の内容になります。

変更箇所は前文の表現を１行ほど改めさせていただいたところと、それから「第６

その他業務運営に関する重要目標」のところに、１項つけ加えた２カ所の変更にな

っております。今回の中期計画の変更申請内容は真ん中の欄になってございますが、

この１点目の前文の変更に当たりましては、それを受けての具体的計画の変更は特

段予定しておりません。２点目の第６その他重要目標を受けての計画の変更が今回

の申請内容となっております。目標のほうの変更内容を申し上げますと、「世界的

な大学間競争を勝ち抜き、より強い大阪を実現するための知的インフラ拠点として

存在感を高めるため、大阪府立大学と大阪市立大学でまとめた『新・公立大学』大

阪モデル(基本構想)を踏まえ、世界に展開する高度な研究型の公立大学を目指し、

大阪府、大阪市及び公立大学法人大阪府立大学と緊密に連携を図りながら、次期中

期目標期間中における大阪府立大学との統合による新大学の実現に向け、準備を進

める。」という内容を示しております。 

 これを受けまして、大学法人が６年間の中期計画の中にこの目標をどう具体化、

実現をしていくための計画として反映していくかにつきましては、「大阪府立大学

との統合による新大学実現へ向けた取組の推進」、「『新・公立大学』大阪モデル
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(基本構想)を踏まえ、新大学の姿など統合の基本的事項等について、大阪府、大阪

市及び公立大学法人大阪府立大学と具体的な協議・検討を行う。検討にあたっては、

学生、卒業生等の関係者への説明を行うとともに意見を十分聞くよう努める。」と

いうことになっております。ポイントといたしましては、中期目標の中にもありま

したように、新大学実現に向けて、「大阪モデル(基本構想)」、いわゆる基本構想

と呼んでおります府、市両大学が主体的に新大学のあり方について、策定いたしま

した構想を踏まえてという点がまず１点。それから関係いたします大阪府、大阪市

と府大と市大の４者で具体的な協議・検討を行ってまいるという点が２点目。それ

から検討に当たりましては、学生、卒業生、保護者、受験生等も含めました市大関

係者に対する説明を行うということと、関係者からの意見も十分聞くように配慮を

してまいるというこの３つがポイントになってまいります。こういう計画を立てま

して、中期目標の実現に向けて動いていくという内容のものでございます。 

 この上がってまいりました計画が、中期目標に即した内容になっておるか、この

中期計画についても当評価委員会におけます主な担任事務でございます業務実績評

価をいただきますけれども、表現も含めまして、その後々の評価につながるような

適正な計画になっておるかという点について、本日御意見を頂戴いたしました上で

取りまとめのほうをお願いしてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

（楠本委員長）   

事務局から変更のポイントと、我々に求められる役割のこと等について御説明を

いただきましたが、何か御意見がありますでしょうか。要は我々がこれについて承

認を求められているということは、年度が終わったときに、大学の活動がこの目標

に基づいて、その計画が実行されたということが評価できるようになっているかと

いうことをあらかじめ見ておかなければならないという意味合いだろうと思います

が、いかがでしょうか。 

 中期目標の変更についても昨年度にこの委員会で意見を求められておりますが、

今回はこの目標に基づいて大学でつくられた計画についての意見があれば申し上げ

るということだそうです。 

 

（宮本委員）   

あえて申し上げることもないのですが、先ほどの事務局の御説明でもありました

が、最後のほうに「検討にあたっては、学生、卒業生等の関係者への説明」という

のがありますけど、これは現在の学生と卒業生ということで、間接的な影響は受け

ますけども、実際に影響を受けるのは受験生ですよね。「等」には含まれていると

いうことなので、問題はないとは思うのですが、これから受験される方への説明と

いうのが本当は一番大事なのですが、具体的に相手がわかりませんよね。そのあた

りが少し気になるといえば気になりました。 
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（楠本委員長）   

ありがとうございます。大事なポイントで、実際に統合された大学に入ってくる

学生はまだこれから先ですし、どういうふうに意見を集約していくかというような

ことは大学の皆さんも苦労されるところかと思いますが、いかがでしょうか。今の

御指摘を含めて、率直な御意見をいただければと思います。 

 

（森山大学支援担当課長）   

事務局のほうからよろしいでしょうか。 

 

（楠本委員長）   

はい、どうぞ。 

 

（森山大学支援担当課長）   

宮本委員、御意見ありがとうございます。中期計画といいますのは、６カ年、中

期目標６カ年間を受けました６カ年計画でございます。今、書ききれない部分とい

うものもございます。一旦中期計画として書かせていただきまして、それを受けま

した各年度の年度計画というものもございます。宮本委員が今おっしゃっていただ

きました、受験生に対しての説明、配慮というものも当然必要だと我々行政のほう

も、大学法人のほうも認識してございます。 

年度計画には具体的な各年度の取組事項をブレイクダウンした形で記載していく

ことになります。そちらのほうでその年度、年度に応じたものとしてあらわしてい

きたいと思います。大学法人でもそう考えていると聞いてございますし、そうなっ

てまいると考えております。 

 

（馬場委員）   

私も今、宮本委員が言われたように、やっぱり一番影響を受けるのは大学生だし、

大学生は４年たてば、あるいは６年で出ていってしまうわけですから、できるだけ

早いうちに、短期間でプランをつくって学生等に示してやることが私も一番大事だ

と思います。くれぐれも学生が一番影響を受けるのだということを中心にして、い

ろんな議論することが一番大事なことだと思っております。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございます。大事なポイントを続けて御指摘いただきましたけども、

さっき宮本委員もおっしゃったように、そのあたりが「卒業生等」の「等」の中に

も込められているので、大学としては強く認識しておられるかと思います。 
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（眞下委員）   

同じような内容ですけれども、中期計画の14ページに、その他業務運営に関する

重要目標の４番目までが記載されておりますけども、その中で「支援組織の構築」

というのがあって、「市大サポーター戦略」とか「卒業留学生組織」とかいうこと

が書いてございますけども、このステークホルダーの中にいろんなものが、今言わ

れた学生、卒業生等はもちろん入っておられると思いますし、寄附者とか、他にも

たくさんおられると思うのですけども、そういった方々もこの「等」に含めている

ということなのだろうか、ちょっとそのあたりが、この４番目に引き続いてこの５

番目という継続したものという記載であれば、そういうことなのかなと思うのです

が、そこはそういう理解でよろしいでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）   

大学法人から常々聞いておりますのは、そういう意味では大学に関係する方々と

いうことで、幅広くとっていただいて結構かと思います。 

 

（眞下委員）   

はい。 

 

（森山大学支援担当課長）   

評価いただく際にはそういう趣旨だったということを踏まえて、達成できたかど

うかというところを、委員の方々にチェックをいただいたらいいのかなと思います。 

 

（楠本委員長）   

今日皆さんの指摘されたところはほぼ一致していると思います。これは文章にあ

らわれるところではないのだと思いますが、大学関係の方は当然そのことを意識し

ておられると思います。ただこういう意見が出たということは何らかの形で大学に

伝わるのでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）   

本日ともに席並べておりますし、当然議事録にも起こしていきます。 

 

（楠本委員長）   

議事録に残るわけですね。 

 

（森山大学支援担当課長）   

中期計画に書かれておる内容について、どこまで含まれた内容なのかということ

を、今、委員の皆様に引っ張り出していただいて、確認いただいたと思いますので、

それを６カ年、途中ですので残り２カ年になりますけれども、２年後そういう計画
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だったというものに対してきっちりと実行できたかどうかという御評価の指標につ

なげていただけたらいいかと思います。 

 

（赤井法人運営本部事務部長）   

よろしいでしょうか。 

 

（楠本委員長）   

どうぞ。 

 

（赤井法人運営本部事務部長）   

 大学のほうから少し補足させていただきます。今回の中期計画の変更は、市が決

められました中期目標の変更に沿っております。参考資料１の冊子、中期目標を見

ていただきますと、最後のページのところ、「第６ その他業務運営に関する重要

目標」は、もともと１から４までだったものが今回５の項目が追加されるというこ

とで、この並びに対応する形で中期計画も変更しております。今御指摘のありまし

たように、その支援組織の構築等々の関係の中でもあるのですが、中期目標が５と

して改めて１項目大きな項目を設けられましたので、それに沿った形で今回中期計

画の変更をさせていただいたところです。 

 当然、学生あるいは卒業生、そういった方々への説明あるいは意見聴取、こうい

ったことが重要である。これは今回の議決に当たりましての附帯決議として大きく

打ち出されておりますので、その中には在学生あるいはこれから受験される受験生

等も当然含んでございます。 

 また、今回の中期目標の変更には第三期の中期目標期間中に新大学の実現を目指

すということが定められておりますので、当面あと２年というのがこの中期計画期

間でございますので、この２年間の中である程度説明できるもの、あるいは意見聴

取が必要なものが見えましたら、そういったことで適宜ステークホルダーの方々へ

情報発信、あるいはそういった意見を聞く場面を設けていきたい。さらにその第三

期の中で、恐らくもっと具体的な議論が進むと思いますので、第三期においてはそ

の辺をもう少し、目標あるいは計画の中で、具体的な表現が必要になってくるかも

しれませんけども、現在のところはこういう形の表現にとどめさせていただいて、

２年間進めていきたいと考えております。以上でございます。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございました。大学はもちろんそういうことをよく考えておられると

いうことと、今回の変更はあと２年間の第二期中期計画の期間のものなので、この

範囲でよいのではないかというような御意見もありましたが、いかがですか。 

 こういう姿勢で行っていただきたいというのが委員の皆さんの御意見で、それは

今もおっしゃったように大学に伝えられることですし、今回我々が求められている
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のは、目標を変えたことによって大学がこの５番目の項目を新たに立てられて、こ

の内容が妥当であるかということを判断するというのが今日の会議の目的です。そ

の点について、今出た御意見についての対応はよくお考えかなと思いますので、そ

れでこの文面でよいかということについて御意見もしあればお聞かせいただけます

か。あるいはもうこれで差し支えないというか適当であるという意見であれば、そ

のように市長に答申するということになろうかと思いますが。 

 

（田辺委員）   

中期目標のほうでも、「新大学の実現に向け、準備を進める。」ということで、

第三期の間には統合が見えてくるというようなスケジュールだと思うのですが、中

期計画に掲げられております「具体的な協議・検討を行う。」という文言について

ですが、この計画に対する進捗を見るときに、例えばスケジュールが決まるところ

まで「検討を行う」に含まれているのか、基本構想と同じレベルのことが検討され

れば検討されたというのか、この文言で評価するっていうのが、私の中ではイメー

ジが難しいので、どこまで検討されることを計画されているのかというのを確認さ

せていただきたいのですが。 

 

（楠本委員長）   

どうでしょうか。 

 

（赤井法人運営本部事務部長）   

 先ほど森山課長から少し触れられましたように、中期計画が承認されたとなりま

すと、大学はそれぞれ年度計画というのを立てていくことになります。実はこの新

大学の議論というのは、うちの大学だけで進めていけるものではなく、当然府立大

学、さらには府・市を伴った４者で今後具体的な検討等が進められるように伺って

おります。当然そこと連携しながらになっていきますけども、年度計画を立てる際

には、そこの議論を一定踏まえた上でどこまで今年やるべきかというところを踏ま

えて、できるだけ具体的にします。年度計画には、項目ごとに達成水準を設けてお

りますので、そこに書き込んだ上で、来年、その年度計画に対しての評価をこの委

員会でしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長）   

はい、ありがとうございました。おっしゃったように我々はその年度計画に基づ

いて、大学がこの１年で何をされたかということを評価をするということになって

いますので、この中期計画にはそこまで、余り細かく書かないのだという御説明だ

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 いろいろと御意見いただいて時間もたってまいりましたけれども、もし今の御意

見はそれぞれとして、この文言ですね、ここに書いてある、中期計画をこのように
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変えるということについて、何か例えば言葉が足りないとか書き過ぎだとかいうよ

うなことがあればおっしゃっていただければいいのですが、そうでなければこの委

員会としてはこれを妥当ではないかというような意見をつけるということになるの

かと思います。 

  

（桑原委員）   

少し教えていただきたいのですけど、中期目標の第６段落に「『国立大学のコピ

ーであってはならない』という建学の精神に改めて立ち返り」と書かれておられま

すが、具体的にどう考えていったらよろしいですか。 

 大学の現場のほうは、一昨年あたりから文科省の指導のもとで大きく動いており

ます。例えば、具体的に言えば、山口東京理科大学がそうですね。私立大学であっ

たものが、山口の県知事に認可をいただいて公立大学に変わっています。私立大学

から公の公立大学に変わることによって、その結果として表面的には志願者数が大

きく増加したと思います。私立のときには、定員割れしていると思います。また、

多分運営費補助、文科省の運営費補助と、研究費補助が大幅に増大されているはず

です。ですから、大学の財務運営のあり方も変わってくるであろうし、それぞれの

教育の指導の仕方も変わってくるであろうし、とりわけ私立の理工系大学から公立

の理工系大学に変わることによって、県での山口東京理科大学のポジショニングい

うのが、重要性が根本的に変わってきています。そういうことがもう４月１日から

起こっており、他にも同様のことが起こっていると思います。 

そういうことを考えてみると、市立大学、府立大学との統合における大学と、こ

こに「国立大学のコピーであってはならない」と書かれておりますので、具体的に

どのようなことをイメージしたらいいのか、非常にはっきりした言葉が書かれてお

り、少し気になったのですが、御意見ありましたらお聞かせいただけますか。 

 

（赤井法人運営本部事務部長）   

この中期目標を定められたのは大阪市ですが、そのころ大阪市のほうからこの目

標を策定されたときのことを少し思い出しながらお話させていただきたいと思いま

す。 

 「国立大学のコピーであってはならない」というフレーズは、もともと大阪市立

大学の前身であります大阪商科大学ができたときに、当時の関市長が述べられた言

葉で、国立大学が国の機関として国を支える人材育成をするのに対して、市立大学

というのは、地域に根差した、特に市民とともに歩むべき大学ということで、実学

を重視して、市民の生活に役立てるような大学を目指すということが設立の基本理

念としてありました。「改めて立ち返り」ということですので、その精神を再度認

識し直して、やはりその路線に沿って市立大学を今後も運営してくださいというの

が、当時の市からの大きなメッセージではなかったかと思います。 

 今回、この文言については、特に中期目標の変更の中には含まれてはおりません
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でしたけども、今基本構想の中で両大学が目指そうとしているものは大阪の発展を

牽引する大学になるべきという形で基本構想をつくっておりますので、それはさし

ずめ言いますれば今までの大阪市民とともに歩んできた市立大学の理念を発展させ

て、もう少し広い意味での大阪というのを、これから人口減少がいろいろ大きな課

題を抱える中で、新しい大阪像をつくっていく牽引役となる新大学を目指すべきと

いうことでの意味合いを込めて、今回も変更がなかったものと私たちは理解してお

りますので、そういう意味では新大学の理念にもこの現在の中期目標というのは合

致するものと考えております。 

  

（楠本委員長）   

どうもありがとうございました。はっきりと御説明いただいてよかったと思いま

す。 

 今日は、この中期目標について議論する場ではないのですが、これはやっぱり大

学がいつも考えておられることなのだろう、それが文字にあらわれたのだろうと思

います。 

それでは、この中期目標の変更に基づいて、中期計画をこのようにするというこ

とについて、そういう点で議論させていただけたらと思います。 

 さっき言われた評価するに当たっては、評価の基準というものはこれから大学が

出されるものがあるので、それを参考に評価をすればよいという説明がありました。 

他はいかがでしょうか。実際に今年度いろんなことをなさると思うのですが、それ

がこの目標に基づいて、計画がどの程度実行されたかということを我々が評価する

ということになりますので、それができるようになっているかという視点も重要か

と思います。 

 よろしいでしょうか。あるいは何かもっと加える必要があるというようなことが

あれば、御意見あればおっしゃっていただいていいのではないかと思います。 

 

（馬場委員）   

具体的評価は年度計画に即して行うということでありますので、これで結構かと

私は思います。 

 

（宮本委員）   

これでいいと思います。 

 

（楠本委員長）   

それでは今回のこの中期計画に関しては、この内容でいいという御意見をいただ

いたと思いますが、よろしいですか。 

 はい、ありがとうございました。それでは、事務局から、どういうふうにするか

というのを御説明いただけますか。特に異議はないという御意見を出すのでしょう
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か。 

 

＜資料（意見書（案））配付＞ 

 

（楠本委員長）   

この意見書案は事務局のほうで御用意くださったものですが、市長に対して評価

委員会として出す意見としては、例えばこういうのでどうでしょうかという意見書

案ですね。「公立大学法人大阪市立大学第二期中期計画の変更について、当委員会

において審議した結果、当評価委員会としては、申請通り認可することが適当であ

ると考える。」。 

意見なしではなくて、意見がこれでいいのではないかというところまで書いてい

るのですが、このような意見書でよろしいでしょうか。 

 よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは、このような内容

で市長に答申をするということにしたいと思います。それで、特に問題ないと思い

ますけど、もし何か細かい文言等についてちょっと変える必要があったような場合

には事務局と私にお任せいただけるでしょうか。大筋はもちろん変えることはない

と思いますが。それではそういうことで、御承認いただいたといたします。 

 それでは、以上を受けて、事務局から何か御意見、御説明ございますか。 

 

（森山大学支援担当課長）   

どうもありがとうございました。では、少し先ほど言ったような話にもなります

が、年度冒頭に先生方にお集まりいただいたということで、今年度の評価委員会の

今後の御予定につきまして若干イメージをお伝え申し上げたいと思います。 

 昨年秋に中期目標について御審議いただきました。本日は、その中期目標の変更

を受けた中期計画の変更認可に当たってということで、例年にはない回次としてお

集まりいただきました。この後、27年度が終了したということで、例年と同様に、

７月８月９月、夏にかけまして、27年度の年度計画業務実績の評価について行って

いただきたいと考えております。例年であれば、秋風が吹くころには昨年度の評価

を終えていただきまして、という形にはなるのですが、今年度は下期におきまして、

今は第二期ですが、30年度に第三期がスタートしますので、それに向けまして、前

年度、さらにさかのぼる今年度の後半に、30年度からの第三期の中期目標の策定に

向けまして、一度機会をつくり先生方の御意見、方向性の認識というのをお伺いし

たいなというふうに思っております。 

 例年の前年度評価だけでも非常にお忙しく、御負担をおかけしているところ、さ

らに恐縮でございますけれども、何とぞ御指導御鞭撻のほうをお願いしたいと思っ

ております。よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長）   
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はい、今日の議題については先ほど申しましたように結論が出たわけで、それで、

今日はこれだけのためにお忙しい皆さん集まっていただいて申しわけなかったんで

すが、やはり極めて公式に評価委員会で認めなければいろんなことが動き出さない

ということだったので、よろしく御了承ください。 

それで、今事務局から御説明があったのは、今年度の今日の集まりは、ふだんの

年にはない集まりだったんですね。それで、普通は年に３回くらい集まりがあって、

それで昨年度の実績についての業務実績報告というのを、大学が出してこられたも

のについて評価をするという本来の役割が始まるということでした。ただその上に

その次の目標のことまで今年度の終わりぐらいから既に始まります。それが固まる

のは来年度の間なのですが、そういうことも始まるのでよろしくという御説明でし

た。 

 何か、これからのスケジュールも含めて、御質問とか御意見とかありましたら。

さっきおっしゃったように、６月いっぱいが実績報告の提出期限ですが、暫定版と

いうのを我々に見せていただくんでしたか。 

 

（森山大学支援担当課長）   

確定版につきましては、大学の中の内部審議会等の手続も必要でございます。法

定の期限は６月ですが、それを待っていると、実際に評価に向けて委員のみなさま

方に見ていただく期間というのが非常に短くなるという御不便をおかけいたすと思

いますので、見ていただけるような形になりました時点で暫定版という形でご覧に

なっていただけたらと考えております。 

 

（楠本委員長）   

それで、６月の末に確定版というような最終版が出た段階で、それについて具体

的な評価を始めていただく。項目がたくさん分かれていまして、まず小項目の評価

から７月ぐらいに始めて、それから８月には恐らく大学へ伺うんですよね。 

 

（森山大学支援担当課長）   

例年どおり、大学のほうにお越しいただきまして、大学の役員の参画のもと、先

生方とまた御意見を交換したいと思っております。 

 

（楠本委員長）   

意見を交換する場があるわけですね。それで、１回目の委員会で何か疑問点があ

ったら、それを理事長以下学長副学長の皆さんと議論して、よくわからないところ

は確かめるという機会があって、それで９月に最終的な結果を出すということです。

結構たくさんの文章を読まなければいけないというのがあって大変だと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

 今日はさっきの結論でもう終わりですね。 
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（森山大学支援担当課長）   

はい、意見書として取りまとめいただきましたので。 

 

（楠本委員長）   

それでは、次のことについてはまた御連絡差し上げるということで、今日はこれ

でよろしいですね。 

お忙しい中このことだけのために集まっていただいて申しわけなかったのですが、

どうもありがとうございました。これで閉会したいと思います。 

 

 

 

 


