
－1－ 

平成28年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時：平成28年８月19日（金）午後３時～午後５時25分 

場 所：大阪市立大学 学術情報総合センター 10階 会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、桑原委員、竹村委員、田辺委員、馬場委員、眞下委員、 

宮本委員 

【大 学】荒川理事長兼学長、京極副理事長、井上理事兼副学長、 

櫻木理事兼副学長、石河理事 ほか 

【大阪市】小西大学支援担当部長、森山大学支援担当課長 

 

○開会 

（小西大学支援担当部長） 

定刻となりましたので、始めさせていただきます。本日は残暑厳しい中お集まり

をいただきまして、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

３回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたしたいと存じます。 

 なお、本委員会は原則公開の取り扱いとなっております。 

 まず、簡単ではございますが、私のほうから本日ご出席の皆様のご紹介をさせて

いただきます。 

  

 《評価委員、法人役員の紹介》 

 

それでは、楠本委員長、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）   

それでは、委員会の議事に入ってまいりたいと思います。 

 第３回評価委員会ですが、これは恒例のことなのですが、杉本キャンパスにお邪

魔して開催するという運びになりました。開催にあたりましては、法人の皆様方に

ご準備等いろいろお世話になりまして、ありがとうございます。 

 本日は、ご紹介がありましたように荒川理事長ほか役員の皆さんにご出席いただ

いておりますので、お互いに忌憚のない議論が行えればと思っております。よろし

くお願いいたします。 

 本日の議題は２つございまして、１番目が平成27年度業務実績評価について、２

番目が平成27年度財務諸表についてでございます。 

 １つ目の議題、平成27年度業務実績評価につきましては、前回の評価委員会で小

項目評価の妥当性について検討を行ってまいりました。本日は、事務局から各委員

に事前に確認し、大学法人側のご意見を伺いたいという事項をあげていただきまし
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て、それについて、法人からのご意見をお聞きするということになっております。

それを伺って、委員会として評価結果をまとめていく上での参考にするための意見

交換を行いたいと思っております。 

 それが終わりましたら、次に大項目評価の確定も行ってまいります。 

 それから、業務実績評価結果の原案を事務局で作成してもらっておりますが、そ

れには本日の意見交換等で出た追加の意見や修正を加える必要がありますので、ま

だ確定ではないのですが、現段階でのものについてお示ししたいと思っております。 

 ２つ目の議題、平成27年度財務諸表についてですが、６月末に法人側からご提出

をいただいておりまして、前回の委員会の時に委員の皆様のお手元には配付してご

ざいます。その財務諸表の承認と剰余金の繰越については、市長に対して本委員会

が意見を述べるということになっておりますので、それについての議論が必要です

が、本日は時間の都合もございますので、内容の説明を簡潔に受けまして、次回の

委員会において内容の検討を行っていきたいと思っております。 

 それでは、まず１つ目の議題の平成27年度業務実績評価についてですが、平成27

年度で平成24年度から始まった第二期の中期目標期間の４年間を終えたことになり

ます。第一期の中期目標期間の際には、４年間を終えた段階で１回、中間評価を行

っておりましたが、中間評価というものは必ずしもしなければならないという法定

事項ではないことと、地方独立行政法人化からおおむね10年を経過して、法人にお

けるＰＤＣＡサイクルも確立しているであろうということを考えまして、第二期中

期目標期間においては、この中間評価ということは取り立てては行わず、４年間の

進行状況について法人からご報告をいただくという形にさせていただきます。 

 つきましては、平成27年度業務実績評価に入る前に、荒川理事長から第二期中期

計画の現時点での進捗状況をご報告いただきたいと思います。荒川理事長、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

（荒川理事長兼学長）   

よろしくお願いいたします。改めまして、この４月から本学の理事長兼学長を拝

命いたしました荒川でございます。 

 本日は、暑さ厳しい中、本学までお越しいただきまして本当にありがとうござい

ます。委員の皆様方におかれましては、平素より大阪市立大学の運営に対しまして

何かとご配慮を賜りまして、また、業務につきましても細部にわたって精査をいた

だきまして、本当に御礼を申し上げたいと思います。本学は本年度から新たな執行

部体制となりましたが、これまで都市とともに歩んできた建学の精神、それから培

ってきた伝統を継承するとともに、笑顔があふれるような満足度の高いキャンパス

づくりに、新執行部として一丸となって進化を遂げていきたいと頑張っております

ので、引き続きのご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 本日は、第二期中期計画の主な取組と今後の展開につきましても少し触れさせて

いただきたいと思いますが、忌憚のないご意見をいただきまして、評価結果とあわ
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せまして本学の改善に生かしてまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願い

いたしたいと思います。 

 それでは、資料１－１のＡ３の資料を見ていただきながら説明をさせていただき

たいと思います。 

 まず、この資料の一番上のところに第二期中期計画の要旨を記載しております。

ここには、都市を学問創造の場と捉えるという本学の理念に基づきまして、人材育

成とか社会への貢献を今後の使命と定めて、それを実現するための重点三戦略を掲

げております。これは後で詳しく述べさせていただきたいと思います。こういった

三戦略を設定して、これを進めていく上で安定した経営基盤を構築するということ

や、効果的に戦略を進めていくための経営改革にも精力的に取り組んでおります。 

 まず、重点三戦略の主な成果でございますが、これは左の欄を見ていただきたい

と思います。左の欄の上段のところに、重点三戦略のそれぞれの成果を出しており

ます。まず、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

ということで、人工光合成研究センター並びに健康科学イノベーションセンター、

それから、都市防災教育研究センターというような拠点施設を整備いたしました。

外部資金も活用しつつ、都市科学分野の研究に積極的に取り組んで産学官連携活動

を推進してまいりました。また、健康科学分野におきましては、市民の健康拠点と

してだけではなくて、集積データを活用した先端予防医療研究を推進するというこ

とで、ＭｅｄＣｉｔｙ２１という人間ドックのセンターを開設いたしました。社会

貢献活動に関しましては、地域連携センターを開設し、文部科学省のＣＯＣ事業な

どを通じて、地域貢献と教育の連携にも積極的に取り組んでまいりました。また戦

略的研究として、戦略的研究費の制度改革、あるいはＵＲＡセンターの設置を行い、

産学官連携活動の強化を図ってきております。 

 ２番目の左の欄の上段の真ん中のところですが、専門性の高い社会人の育成に関

しましては、博士課程リーディングプログラム、ポストドクター・キャリア開発事

業、女性研究者研究活動支援事業、テニュアトラック普及・定着事業などを、外部

資金を獲得して研究者の育成を行ってまいりました。それから、履修証明制度を活

用した地域文化を担う人材の育成や高校との連携にも努めてまいりました。 

 ３番目の重点項目であります国際力の強化に関しましては、国際センターを中心

にアクションプランやグランドデザインを策定いたしまして、グローバル人材の育

成、海外の大学との連携強化、留学生の受け入れ促進、海外拠点の設置などを積極

的に取り組んできました。また、グローバル人材の育成に関しましては、ＴＯＥＦ

Ｌの全学実施や海外研修の促進、それから、グローバルコミュニケーション副専攻

の設置及び認定留学制度の導入などを意欲的に進めてまいりました。 

 次に、経営改革・大学改革・その他の主な成果ということで、左の欄の下段に示

しておりますが、主だった取組としては大学改革プランの策定、それから人事委員

会制度の発足、理事長・研究科長の選考方法の見直し、学長の諮問機関となる教育

研究戦略機構の設置、戦略的な教員人事を行うための人事計画策定会議の発足、研
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究院制度による教員組織と教育研究組織の分離など、学長のリーダーシップ強化の

取組を精力的に進めてまいりました。附属病院におきましては、手術室の増設や病

院機能の強化を図るとともに、病床管理制度を導入して病院長のガバナンス強化に

も取り組んでまいりました。また、その他安心・安全なキャンパスづくりへの取組

等々も行ってまいりました。 

 それから、一番下段ですけれども、府立大学との統合による新大学の検討としま

しては、両大学で「新・公立大学 大阪モデル（基本構想）」を取りまとめるとと

もに、これまでの連携業務実績と今後の可能性について整理をして、具体的な取組

を進めてきたということでございます。 

 以上がこれまでの主な成果でございまして、前執行部による取組でございます。 

 今後の取組に関しましては、資料右側に記載しておりますように、基本的にはこ

れまでの方針を継承しつつ、第二期中期計画を着実に実行してまいりたいと考えて

おります。あわせて、夢のある魅力あふれる大阪市立大学としてさらに進化するた

めの戦略的な取組についても、新たに進めてまいりたいと思っております。 

 まず重点三戦略の取組として、１番目の重点項目、都市大阪のシンクタンク、

「都市科学」分野の教育・研究・社会貢献ですけれども、これに関しましては、産

学官連携活動をさらに推進して、大阪市などが持つビッグデータを活用できるよう

な仕組みや、行政と連携した活動を行ってまいりたいと思いますが、この健康科学

分野につきましては、後ほど少し述べさせていただきたいと思います。また、２番

目の重点項目、専門性の高い社会人の育成に関しましては、引き続いて多様な教員

登用とか若手研究者の育成を促進していくということで、特に社会科学系分野での

教育研究組織の改革、入試制度改革を含む高大接続改革等に取り組んでまいります。

３番目の重点項目、国際力の強化に関しましては、英語教育の改革をはじめ、キャ

ンパスの国際化などに戦略的に取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、経営改革・大学改革につきましての今後の展望ですけれども、教育研究戦

略機構を活用して、実施体制の整備や安定した経営基盤の構築、環境整備をさらに

進めてまいりたいと思います。また、新大学に関しましては、副首都推進本部会議、

あるいは市会の検討状況を注視しつつ、府立大学との連携・共同化が可能なものに

つきましては、既に実施しているものもありますけれども、先行して実施を進めて

まいりたいと思います。健康科学分野につきましては、追加の資料をお配りして少

し簡単に説明をしたいと思いますが、この４月からのスローガンとして、重点項目

の１番目の都市大阪のシンクタンク機能を強めるということのために、具体的なス

ローガンとして「笑顔あふれる知と健康のグローカル拠点」というスローガンを打

ち立てました。 

 現状の大阪が抱える問題としましては、日本全体の問題でもありますが、少子高

齢化が非常に進んでおりまして、特に大阪は高齢化率も非常に高く、がん検診など

の受診率は極めて低いということが反映されて、平均寿命あるいは健康余命はワー

スト２とかワースト１になっています。しかしこういう状況は大阪が健康都市づく
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りのモデリングとして、改善効果があらわれやすい土地柄であろうということで、

我々といたしましては２番目のパネルに書かれていますようなスローガンのもとに、

大阪市立大学の総合大学としての利点を生かして、総合的にクロスイノベーション

を起こしていきたいと。それから、この健康寿命の延伸については、ものづくりと

スポーツというのは欠かせないアイテムになっておりまして、この両者の巨頭であ

ります「まいど１号」を打ち上げた青木会長と、元女子バレーの全日本の監督であ

ります柳本晶一氏に学長特別顧問になっていただいて、両面から支えていただき、

生き生きした健康増進が見込める大阪をつくっていきたいと考えているところでご

ざいます。 

 そのために、次のページにありますように、現時点の大阪市立大学の各研究科の

潜在能力を引き出して、それを横断的に結びつけて知能結集を図るとともに、企業

及び行政の参画を得て、非常にグローバルなクロスイノベーションを、大阪を拠点

として起こしていきたいと考えております。そのために具体的な行動としましては、

７月１日に学長直轄の推進会議であります知と健康のグローカル拠点推進会議を設

立いたしまして、そこに２つのプロジェクトチームを立ち上げております。１つは

産学官連携事業、それから地域貢献事業ということで、研究の推進とイベント等の

計画を進めていって、研究領域の進化と地域貢献の２つの柱を進めていきたいと。

それを推進する上で、下に書いてあります知と健康のグローカル拠点の推進統括室

という部屋を設置いたしまして、ここで進めているところでございます。 

 このように、これからも具体的で活発な活動を進めていって、２年後の第三期中

期計画の方に進んでいきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

 

（楠本委員長）   

荒川理事長、どうもありがとうございました。 

 この資料に基づいて、力を入れておられる重点三戦略の主な成果、それから経営

改革等の改善についてのお話、また今後の展開についてもお話しいただきました。

さらに最後には、新たに取り組まれるという健康に関する取組のプロジェクトのお

話もいただきました。 

 第二期中期計画の期間、平成26年度までの毎年度の業務実績については、本委員

会においておおむね進捗していると評価しているところでございますが、平成27年

度の実績評価はこれから最終的な判断が出るわけですが、同じように順調に進捗し

ていっていると思います。今年度を含めて残り２年間、第二期中期計画の達成に向

けて今後も着実に取り組んでいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 それでは、平成27年度の業務実績評価について、資料の１－２、法人への意見聴

取事項に基づいて、本日の議題を進めていきたいと思います。この資料は、各委員

からのご意見をもとにとりまとめたものに対して、あらかじめ法人にお示しして回
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答をいただいたものです。早速ですが、法人のほうから、この資料に基づいてご説

明をいただきたいと思います。全項目が12個ありますが、いくつかに区切ってご説

明をいただいて、それぞれのご説明が終わった段階で意見交換を行いたいと思いま

す。 

 それでは、荒川理事長からお話しいただけますか。 

 

（荒川理事長兼学長）   

よろしくお願いいたします。 

 まず、１の取組における質の向上についてでございますが、これまではできる限

り数値による目標設定を行ってきたところでございますが、ご指摘のとおり、中期

計画の進捗に伴いまして数値目標が一定達成されてきている項目もあり、単なる数

字による外形的な評価ではなく、今後は質的な向上を目標としていく時期がきてい

ると認識をしております。質的な向上を図る取組について成果を確認するのは難し

いかと思いますが、例えばアンケートやヒアリングの結果を分析するなどの方法が

あろうかと考えております。オープンキャンパスの来場者アンケートの結果を踏ま

えて、各種改善に取り組んでいることなどが、その一例でございます。教育面では、

大学教育研究センターを中心にさまざまな調査や分析を行っております。また、先

般採択されました大学教育再生加速プログラムは、総合大学である本学の多様な学

生全てに共通して求められる学修成果と、各学位プログラム特有の学修成果両方の

質的・量的な直接評価をＯＣＵ指標に総合し、学生・教員・大学がそれぞれ、学習

や教育実績・カリキュラムの改善に役立て、他の間接評価指標とあわせて活用する

ことで、卒業時の学修成果の質保証につなげようとする試みでございます。ＦＤの

活用もあわせまして、このＡＰプログラムの取組を進めていくことによりまして、

学士課程教育の質的向上とその成果の測定を行っていきたいと考えております。第

三期中期計画ではそういったことも視野に入れつつ、大学の取組をわかりやすく表

現できるように策定してまいりたいと考えております。 

次に、２番目の学外との連携や交流事業と教育研究活動のバランスについてでご

ざいますが、本学では理念にもございますように、大学の普遍的使命である「優れ

た人材の育成と真理の探求」とともに、「市民の誇りとなる大学として、都市を学

問創造の場としてとらえ、都市の諸問題に英知を結集して正面から取り組むことに

よって、地域社会の発展に寄与していく」ということや、「教育及び研究の成果を

都市と市民に還元し、地域社会及び国際社会の発展に寄与する」ということを重要

な使命としております。この理念は、設立以来、脈々と受け継がれてきた考え方を

あらわしたものであり、都市大阪の公立大学として、地域の活性化に貢献していく

ということは当然の役割として、広く本学構成員に浸透しております。もちろん、

高等教育機関として教育研究の質の向上への取組というのは第一義ですので、地域

貢献によって教育研究に割くエネルギーが奪われてしまうということは本意ではご

ざいません。例えば、先般、大阪市と締結いたしました地域福祉等の向上のための
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有効性実証検証に関する連携協定のような形で、最先端の教育研究の成果を還元す

るということで、市民生活の向上につなげていくような取組を進めていければと考

えております。 

 続きまして、４番目の中期計画／年度計画（達成水準）の立て方についてという

ことでございますが、３ページ目になります。これに関しましては、達成水準の現

在の設定方法につきましては、先ほど１の取組における質の向上でご説明させてい

ただきましたように、数値目標を優先してきたこれまでとは異なって、目的を達成

するための手段は非常に重要でございます。達成水準自体に手段を明記したほうが

よいものと、それにはなじまないものがあるとは思いますけれども、次の年度計画

及び第三期中期計画ではそういったご意見も踏まえて、適切な計画、達成水準の設

定についても検討してまいりたいと存じます。 

 続きまして、９の学長のリーダーシップ、ガバナンスについてでございますが、

教育研究戦略機構につきましては、課題ごとにワーキンググループを設置して検討

しておりまして、平成27年度は社会人新大学院案にかかわる提言、全学共通教育改

革プラン、学生負担のあり方について、入試推進本部について、テニュアトラック

制度の定着・運用について等、計９件の提言が取りまとめられ、学長へ具申されて

おります。これらの提言に基づき、入試推進本部の設置と学生納付金の見直しを実

施いたしまして、その他についても具体的な実施方向等について検討を行っている

ところでございます。今後につきましても、学長のリーダーシップを補佐する機関

として積極的に活用してまいりたいと考えております。人事計画策定会議につきま

しては、学長・副学長による研究院長等との個別ヒアリングを実施いたしまして、

各学部・研究科等の将来構想、あるいは人員配置計画等を把握した上で、全学共通

教育改革への取組など、大学の戦略に沿った人員配置となるように平成28年度教員

人事方針の策定及び、それに基づく研究院異動を実施いたしました。今後も、引き

続き大学の戦略に沿った人員配置となるように方針策定を行ってまいります。あわ

せて、平成30年度から始まる第三期中期計画を視野に入れた人員配置や、弾力的な

教員定数管理の実現につきましても検討を重ねてまいりたいと考えております。 

 私からの説明は以上でございます。他の項目につきましては、各担当理事からご

説明を申し上げます。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございました。荒川理事長から１番、２番、４番、９番についてご説

明をいただきましたが、それらについて委員の方からご意見、あるいは、さらに質

問というのがあれば、どうぞ遠慮なくお願いしたいと思います。 

  

（馬場委員）   

私は９番の質問をしたのですが、特に人事については、どこの大学も共通の話で、

極端に言えば、全体の予算が減り、人件費の予算も減ってくることに対して、どう
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対応していかないといけないのか、非常に差し迫った問題があると思います。まだ

具体案は出ていないかもしれませんが、今後の方向として、例えば定員削減に対し

てどういう対応を取るかというようなことの検討、例えば新たな制度などを検討さ

れ始めているのでしょうか。 

 

（荒川理事長兼学長）   

人事に関しましては、現在、まだ検討の途中ですけれども、年俸制を導入すると

いうことも検討の課題として入れておりまして、非常に予算が少ない中でも優秀な

人材の確保に努めてまいりたいと考えております。現在、職員に関しましては、イ

ンセンティブをつけるような方策を講じてはおりますけれども、教員についてはま

だ未実施の状態でございますので、そういったことも含めて、今後、検討していき

たいというふうに考えております。 

 

（京極副理事長）   

今、各大学、国立大学であろうと公立大学であろうと、設置者からいただく運営

費交付金などが削減されつつあるんですが、やはり一定の機能を維持する、あるい

は、さらに発展させるためには、一定の予算の確保ということが非常に重要でござ

います。この点については設置者の理解が得られるように十分と働きかけもしてま

いりたいと考えておりますが、一方で、やはり大学としても、いろいろな形で外部

資金を獲得していくということが重要でございますので、こういった面で組織的に

働きかけを行っていくような形態について、現在、検討を進め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）   

ありがとうございます。他はいかがでしょうか。 

 

（宮本委員）   

２番は私が質問したのですが、今の学長のご説明で、大学の方針としてはよく分

かったのですが、懸念いたしましたのは、多くの先生方がそのように思っておられ

るかどうかということです。こういうことで過重負担だと思っておられる方がおら

れるとすれば、そういう方のご意向も十分反映されたほうがよいのではないかと思

って質問した次第でございますけれど、そういう点で教職員の方のご意見はどうで

しょうか。外部との関係を重視するというのは十分理解されていると思いますが、

どの程度の負担になっているか、その辺を少しお伺いしたいということでございま

す。 

 

（井上理事兼副学長）   



－9－ 

私のほうから、関連するところだけにとどめさせていただきますけれども、確か

にご指摘のように、研究、教育、それから地域貢献等々、いろんな事業を展開して

おります。本年度、教員に対して、教育に限定してですが、アンケートをとったの

ですが、そのときにもやはり負担の過重といいますか、そういうことに関する意見

が複数寄せられておりまして、それについては考えざるを得ないと思っております。

ただ一方におきましては、文科省の方針や外部資金の問題もありまして、それらに

も対応するために、何とか工夫してやっていかないといけないと認識しております。 

 私が担当しております教育についてですと、学部の再編を行って、例えば教養教

育のほうに人を割けるようにするとか、それから先ほど少し出てきましたけれども、

今年度ＡＰに採択されましたので、外部資金を使いまして特任教員を雇用するとい

ったようなことを直接的には行っております。それと、これから改革を進める上で、

各部局に対して、いろんな形でアンケートもしておりますが、その中でやはり負担

と、やらないといけないことのバランスについては各学部でも、もちろん大学全体

でも調整していきたいと考えております。 

 

（楠本委員長）   

ほか、いかがでしょうか。 

 特にないようでしたら、必要があればまた後で戻ってきてもいいかと思いますが、

次の項目に移ってよろしいでしょうか。 

 では、法人のほうから、ご説明よろしくお願いします。 

 

（井上理事兼副学長）   

では、私のほうから説明をさせていただきます。 

 まず、項目の３番目ですが、これは自己評価の判断基準についてのご質問でござ

います。要は、判断基準に揺れが生じないかどうかというところかと思いますが、

まず、年度計画の自己評価の判断基準につきましては、法人評価委員会で４つのレ

ベルが設定されております。上のほうから年度計画が特に進捗しているのがⅣで、

Ⅲは年度計画が進捗している、Ⅱが年度計画がおおむね進捗している、Ⅰが年度計

画の実施にあたって課題があるということでございますけれども、達成水準に対す

る取組実績に加えまして、計画全体の取組状況を勘案して、この基準に基づきまし

て、各部局において自己評価を行っております。また、複数部局に関係する計画に

つきましては、全学評価委員会において各部局の自己評価を集計した結果を参考に

しながら、総合的な自己評価を決定しております。そして、さらに業務実績報告書

として取りまとめた後は、事務局で点検した後、経営審議会での審議を経た上で、

役員会で最終決定を行っておりますので、いわば複数チェック体制というのをこれ

までに築いてきております。委員のご意見を踏まえまして、判断基準にこれからも

個別の揺れが生じないように注意してまいりたいと考えております。 

 項目の５番目をご覧ください。こちらは、大学院教育についてでございます。こ
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れは、大学院の社会的評価が日本の大学院全体として低下していることに関係して

のことでございますが、平成27年度の学校基本調査によりますと、学部卒業生の大

学院等への進学率は平成22年度をピークに５年連続で低下しておりまして、12.2％

となっております。日本の大学院全体としても低下してきているわけでございます

けれども、そういう状況の中で、本学の大学院充足率につきましても前期博士課程

は97％ですが、後期博士課程のほうがやや減少が目立ちまして48％、専門職学位課

程が28％という結果となっております。特にドクターにつきましては大きな問題で

すので、本学の大学院学生の実態を把握するために、進学動機であるとか、学習状

況であるとか、満足度等々の調査を平成26年度に、在学中の院生、それから課程修

了者を対象に実施いたしました。平成28年３月に報告書にまとめて、５月の教育研

究評議会で報告を行っております。 

 詳細は省きますけれども、このときの調査の結果を参考にしながら、今後の教育

や支援について考える必要がございます。その際に、キャリア教育支援につきまし

ては、博士課程リーディングプログラムであるとか、ポストドクター・キャリア開

発事業などでのノウハウの活用などが有効であると認識しているところでございま

す。それと、各研究科には大学院の充足率に関するアンケートも行っておりまして、

最近の取組について、資料にいくつかお示しさせていただいたところでございます。

また、教育研究戦略機構の下に位置づいております全学教育改革ワーキングの中に、

特に大学院共通教育検討チームというのを本年度より立ち上げておりまして、博士

課程を含めた大学院教育に対する問題の対応策を検討する体制を整備したところで

ございます。 

 次に８番目の項目でございます。こちらのほうは研究成果の公表についてでござ

いますが、平成28年度は未入力の教員に対して個別通知による入力促進に加え、事

務による入力サポートを実施しておりまして、年度計画をほぼ達成する見込みでご

ざいます。次年度以降につきましては、さらに抜本的な改善が必要であるというこ

とを考えておりまして、研究者データベースシステムの入れ替え、そして、関係業

務の改善を検討しているところでございます。 

 続きまして、最後の項目になりますが、12番目、最後のところでございます。こ

ちらのほうは教育活動点検評価の活用についてのご質問でございます。教員評価に

つきましては、大阪市立大学における点検・評価の基本的な考え方等の学内規定を

定めておりまして、平成23年度から教員活動の点検・評価を実施しております。教

員個人が教員活動の点検・評価を行うことで、自らの活動を持続的かつ自主的に自

己認識し、自己改善を行っております。また、研究科では組織の活性化に活用して

おります。現状としては、教員個人が自己点検をして、改善をしていくというとこ

ろに力点があるということでございます。教員評価の活用につきましては、教育研

究戦略機構のワーキンググループで具体的な検討を開始しております。教員のモチ

ベーションが向上することにより、本学全体の教育研究の推進に資することができ

るような制度を、できれば第二期中期計画期間中に構築したいと考えております。
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ただ、評価方法であるとか財源等の課題につきましては、いろんな角度からの検討

が必要でございますので、慎重に議論を進めているところでございます。大学とし

て社会一般への説明責任の観点からも、教員活動の実態が具体的に理解できるよう

に可視化するということとともに、教員のキャリア支援も視野に入れつつ、公平性

と汎用性の高い評価方法を活用する仕組みについて、引き続き検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 以上でございます。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございました。３番、５番、８番、12番についてご説明いただきまし

た。ご意見いかがでしょうか。 

 小さなことかもしれませんが、８番目のデータベースの入力の問題は前回の委員

会でも議論になっていまして、何かサポート体制をつくったらいいのではないかと

いうような話もありました。ここに書いてらっしゃるのは、これはシステムを大き

く変えてしまうというようなことをお考えなのですか。そうすると、また切り替え

が大変かなと思いますが。 

 

（井上理事兼副学長）   

現在の研究者データベースの入力状況が悪いということについて、教員から使い

勝手が悪いという指摘がありましたので、入力しやすいような仕組みに変えるとい

うことでございます。 

 

（楠本委員長）   

今までの入力したものが活かされるような入れ替えになるんでしょうか。 

 

（井上理事兼副学長）   

継承性ということも大事ですので、余り無駄な作業にならないように、現在のデ

ータを移行できるようにする予定でございます。 

 

（楠本委員長）   

それから、最後の教員の活動点検評価については、大事であるけれどもすごく難

しい問題です。ある程度、方針が固まりつつあると理解していいんですか。今はま

だ構築中ですか。 

 

（井上理事兼副学長）   

方向性がある程度見えてきたかなというところではございます。できましたら、

教育研究等の活動で非常に頑張った先生方にインセンティブを与えるような、例え

ば報奨制度のようなものが一つの方法として出ておりますけれども、まだ現在は検
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討中でございます。 

 

（楠本委員長）   

ある部局の評価に招かれてお手伝いしたことあるのですが、部局ごと、研究科ご

とにおける点検というようなものは、それぞれ個別にも行っておられるのですか。

これは大分昔の話で、その時は部局ごとに別々に行っておられたものを、それをま

とめておやりになる、あるいは、この評価も大学としてまとまったものになさると

いうようなことを目指しておられるんでしょうか。 

 

（井上理事兼副学長）   

教員評価の活用につきましては、現在の規定におきましては、俸給の面や人事の

面に反映させるということはしないと規定しております。するとすれば、規程を修

正していかないといけないわけです。多分、楠本委員長がかかわられたのは、例え

ば理学部や文学部などの一部の評価ではないかと思うのですが、これまで部局ごと

に自主的に自己評価活動を行っておりまして、場合によってはその評価をどこかに

活用するというようなことが行われていたかもしれませんけれども、現在におきま

しては全学評価委員会のもとで共通の方針を定めまして、例えば教員の活動につい

て教育、研究など、それぞれ得意分野がありますので、そのように重みづけをする

というような仕組みの部分で共通性を保っております。 

 具体的な評価につきましては、各学部、研究科のほうで個別評価を行って、最終

的には各部局におきましては研究評価委員会というのをつくっておりますので、そ

こで最終判断をして、それを全学に報告するというような仕組みをとっております。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございます。ほかにご意見ありませんか。 

  

（宮本委員）   

３番の自己評価の判断基準の質問をさせていただいたのですが、これは法人が評

価されている中で、Ⅳ評価とかⅡ評価はよく分かったのですが、Ⅲ評価については

いろいろなⅢがあるなという印象を持ちました。少しつつましやかに評価されてい

るところと、少し甘いのではないかという、Ⅲ評価の中にバリエーションがあった

ような気がいたしましたので、そういう質問をさせていただきました。 

 

（井上理事兼副学長）   

１つの項目の中に幾つもの目標を設定していますので、いいところもあれば悪い

ところもあります。最終的にはその辺のバランスをとって、全体としてよくやった

ということであればⅢ評価にしていますが、全体として見た場合に、少し努力が足

りないかなという時には、評価を下げるというようなこともしております。 
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（馬場委員）   

項目の５の大学院教育についてですが、大学院の社会的評価が低下しているとい

う文章が非常に気になりましたので、この質問を書かせていただきました。正直に

言いますと、本当なのかなというのが一つです。揚げ足を取るわけではありません

が、じゃあ学部の社会的評価が上がっているのかと言いたくなります。ちょっと回

りくどい表現をしてしまいましたが、私は大学院の社会的評価が低下しているとは

あまり感じておりませんので、むしろ大学院の社会的評価を上げるべきであるとい

う方向で考えるほうがいいように思いました。 

 

（井上理事兼副学長）   

委員のご指摘は、非常によくわかります。私どもは、ずっとこの大学院の充足率

であるとか、そういう問題と向かい合っております。大学院の重点化が日本の大学

で行われてから、どの大学でも定員を増やしましたけれども、その中でやはり質の

低下ということがどこでも起こっていると思います。 

マスコミでもよく報道されていますが、全体として以前よりも、一部では質の低

下が見られるのではないかというところで、評価の低下という言葉を使わせていた

だきました。ただ、外国における大学院の定員などに比べれば、まだ日本の場合に

は余裕がありますから、評価も含めてですけれどもレベル、学問的、教育的水準と

いうのは上げていく余地がありますので、やはり先生がおっしゃるように、これか

ら大学院の充実に、さらにそれを向上させるような努力をしていくべきだと思いま

す。 

 そういう意味におきましては、現在行っています博士課程教育リーディングプロ

グラムやポスドクキャリア開発事業、他にも卓越大学院構想などが掲げられており

ますが、それらの文科省の政策もにらみながら、本学でも大学院の質の向上につい

て検討し、向上させていきたいと考えております。 

 

（馬場委員）   

この表現ですと、ちょっときつい言葉になりますが、大阪市大の大学院の社会的

評価が低下しているととられるおそれがありませんかということです。勘違いされ

るのではないかと思いました。 

 

（井上理事兼副学長）   

日本の大学に全般としてというところで書いていますので、先ほどの回答の中で

も学校基本調査を最初に挙げさせていただいたのは、そのあたりのことを、念頭に

置かせていただいたからです。 

 

（楠本委員長）   
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内容については井上理事がおっしゃることで問題ないと思いますが、馬場委員が

言われるのは、資料に、大学院の社会的評価が低下しているという表現があるのは

好ましくないのではないかということだと思いますので、ご検討いただきたいと思

います。 

 他はいかがでしょうか。ないようでしたら、次に移りたいと思います。 

 残りは４項目あるんですが、櫻木理事と京極副理事長から、それぞれご説明をお

願いします。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

それでは、私のほうから、まず６の都市研究プラザに関するご意見について、お

答えさせていただきます。 

 都市研究プラザ、Ｇ－ＣＯＥの期間が終了いたしましたけれども、それ以降も重

点項目として大学独自の取組を続けているということで、その経済的裏づけはとい

うご質問でございます。こちらにつきましては、事業運営費の一部は大学の独自の

予算と、それから文部科学省の共同研究拠点の事業に一昨年から採択されており、

外部資金を獲得しておりますので、それらを使いまして捻出しているということで

す。学内予算につきましては、学長裁量経費等の学内競争的な資金により支援を行

っておりますが、これも全体としては限りがございますので、引き続き外部資金の

獲得についても取り組んでまいりたいということでございます。 

 それから、次の７番ですけれども、これは女性研究者支援についてということで、

こちらも国の支援事業の補助期間が終了しますが、本学としても引き続き取り組ん

でまいりたいと思っております。まず、27年度までに国の支援によってされている

部分と、自主経費で取り組んでいる部分については、そこに書かせていただいてお

ります。計画に盛り込んでおりました女性研究者の支援制度や、メンター制度、あ

るいはネットワークシステムの構築等々につきましては、国の支援制度を使って実

施しております。自主経費としては女性教員の採用・昇任に係るインセンティブの

経費というのを大学独自に設けておりまして、こういうものをあわせて、この事業

に取り組んでまいりました。それらの相乗効果によりまして、女性研究者の比率、

あるいは女性研究者の採用比率も、そこにございますように上昇をさせているとい

うことでございます。それから、さらに研究実績等も上げております。また27年度

は、厚生労働省の認定マークの「くるみん」の取得、あるいは大阪市の女性活躍リ

ーディングカンパニーの市長表彰の受賞などもいただいております。これらの部分

につきましては、平成28年度以降も自主経費で運用を継続しているということでご

ざいます。規模は少し国の支援が減った分縮小しておりますけれども、これらにつ

いても可能な限り自主経費で継続をしているところでございます。 

 それから、２番目のダイバーシティ推進センターと女性研究者支援室の関係でご

ざいますけれども、男女共同参画の視点から就業環境の整備、あるいはダイバーシ

ティに係る取組を推進するためにダイバーシティ推進センターというものを設置い
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たしまして、この推進センターのもとに女性研究者支援室を置きました。女性研究

者支援室を事務局として、実際の支援活動事業に取り組んでいるという形になって

おります。 

 それから、３番目のご質問についてですが、このダイバーシティということにつ

きましては、女性に限らず育児中の男性の研究者、あるいは女性研究者を配偶者に

もつ男性研究者からの相談に応じるなど、支援対象というのをこれまで以上に、女

性に限らない部分に広げまして、幅広いテーマで意識啓発も含めて取り組んでおり

ます。 

 それから、11番のところでございますが、これは外部資金の獲得と支援体制の充

実ということで、特に27年度に新たにＡＭＥＤも設置されましたけれども、そうい

う研究獲得のアプローチに関するご質問でございますが、具体的には東京事務所に

常勤の職員を配置しておりまして、国の新たな政策や研究開発の動向にかかる情報

収集を行っております。それから文科省や厚労省からの教員等の受け入れ、あるい

は逆に、市大の職員を行政研修として文科省に派遣するなどして、情報収集及び交

流に努めております。さらに、昨年７月にはＡＭＥＤの理事長をお招きして「日本

医療研究開発機構のミッションと課題について」という講演をしていただいて、学

内での周知も図っております。 

 ＡＭＥＤに関する部分では、27年度に認知症の研究開発事業で約２億5,000万円、

感染症の実証化研究事業で約8,000万円の外部資金を既に獲得しておりまして、実施

を進めているところでございます。今後ともＡＭＥＤや、あるいはＪＳＴ、ＮＥＤ

Ｏ等、本学の研究力を積極的にアピールして、新たな研究費の獲得につながるよう

な取組をしてまいりたいと考えております。 

 それから、２番目のＵＲＡの具体的な事業と、その導入効果がどうであるかとい

うご質問でございますが、昨年４月にＵＲＡセンターを設置して、まだ１年半くら

いですけれども、昨年度は、資料７ページの１から５まで書かせていただいたよう

な取組を行っております。それぞれ地道な取組ですけれども、若手研修者を中心に、

科研費の取得のための説明会やあるいは応募書類の作成支援等を行いまして、採択

率がかなり上昇しているという結果もございます。 

 それから、そこに書いてございますような科研費獲得についての情報収集・分析

等は、日常的に行っております。ＵＲＡセンターの活動につきましても、今後、学

内への周知、それから学内の要望を吸い上げながら、さらに充実した取組を、今後

も進めてまいりたいというふうに思っております。以上です。 

 

（京極副理事長）   

それでは、最後に人事給与制度、業績評価及び目標管理を処遇に反映させること

について、私のほうからご説明をさせていただきます。 

 この点につきましては、労働組合等関係団体との交渉の中で、評価を処遇に反映

するにあたっては、公平性や透明性が担保され、被評価者が納得できるような評価
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制度であることが大前提であるというような意見を表明されておられます。私ども

としては、当然のこととして、制度運営についてはこういった点に注意して運営し

てまいっているところでございます。 

 この評価制度、目標管理とか業績評価については、職員がその資料を作成してい

くということについて、相当のエネルギーを費やしている部分もございます。大学

という限られた活動の組織ですので、できるだけそのエネルギーというか、評価疲

れみたいなものが起こらないように、一旦は導入しましたが、やはり職員の軽減負

担、こういったことについては、今、また新たなる改革というか、改善を考えてい

るところでございます。 

 私のほうから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。今のご説明について、何項目かありましたがいかがで

しょうか。 

 

（竹村委員）   

私、質問させていただいたものとは違いますが、まず、11番の外部資金のことで

すけれども、これはどこの大学も非常にご苦労されていると思います。採択率も非

常に上がっているということで、さすがに市大さんはよくやっておられると思いま

すが、応募される方が偏っていると言いますか、一定の同じような方々がどんどん

熱心にやっておられて、やらない方は全然やらないというようなことが、大学によ

っては非常に問題になっているというようなことを聞きますけれども、そういう全

学的なインセンティブを上げるような動きというのは、どのようなことをやってお

られるんでしょうか。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

まず、大学全体で応募に関してどういう状況かということにつきましては、文科

省の科研費に関しては、実際に教員数から継続課題を持っている教員の数を引きま

して、どのぐらい応募しているかという応募率というものを各部局ごとに集計して

います。それを過去６年程度についてグラフ化したものを評議会等で提示をして、

さらに応募自体を促進するようにという呼びかけを全学的にしております。各部局

ごとには、それぞれ部局によっては、そういう応募に関するインセンティブをつけ

る等をして、まずは応募しないといけませんし、かなり応募率全体としては文系で

も５割以上、理系では７割から９割に科研費に関してはございますので、それをさ

らに理想的には100％にしていくようにということで、大学全体として、あるいは部

局ごとにそれぞれ取り組んでいるところでございます。 

 

（眞下委員）   
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11番のところを質問させていただいたのですが、ＡＭＥＤが27年度に始まって、

日本の医療の研究、あるいは医療のレベルを上げる大きな契機になるのではないか

と非常に期待しております。やはり医学部病院というものが一つの中心になってく

るかなと思っておりますが、医学部病院の末端の研究者のところまで十分、ＡＭＥ

Ｄについての情報が入っているのかどうかということと、それについて応募も含め

て、積極的にＡＭＥＤに対してアプローチができているのかどうかというようなと

ころ。それと大学以外の先生方も研究に加わっていくというような国の方針でもあ

りますので、いろいろな関連病院や開業しておられる先生方も関係しているわけで

すが、そういったところも含めて、大学として何か方針というものがありましたら、

教えていただきたいと思います。 

 

（荒川理事長兼学長）   

医学が中心になりますので、医学研究科にいた者であるという立場からお答えし

たいと思いますが、ＡＭＥＤに関しましては基礎から臨床まで一貫した過程で、入

り口から出口までトータルに通していくような制度だと理解しておりまして、最終

的には、企業と手を組んでいくというところが出口になると思います。ですから、

その間の資金を使って、いかに市場に出していくかというところだと思いますので、

医学研究科では４月から４つの重点項目として、脳科学、それから感染症、がん、

血管医療の４つのセンターをつくって、これを横断的に基礎から臨床まで人が入れ

るような、トランスレーションのような部署として設置をしました。 

 この目的はＡＭＥＤの外部資金をとっていくというところに焦点を当てていると

いうことです。それより先立って日常では既にＡＭＥＤでとっていますが、感染症

予防センターは設置後に採択されているということで、大学だけではなくて関連研

究施設とか関連病院も含めて、協力者を募ってやっていっているということです。

これは医学だけではなく他の学部、例えば理学とか、あるいは生活科学とか、工学

も関係して、そういう連携の中でやっているところもありまして、出して採択され

なかったものもあるんですけれども、そういう医工連携、あるいは他学部との連携

の中で応募しているというところも出てきております。 

 

（眞下委員）   

積極的に取り組んでいることをお聞きしまして、非常に頼もしく思いました。 

 

（楠本委員長）   

よろしいですか。 

ほかに、ダイバーシティの話などはいかがでしょうか。 

 

（竹村委員）   

こちらも、いろいろと多面的な取組をされていると思いますが、ご指摘にもあり
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ます女性への支援をするだけではなくて、同僚の理解が重要というのが非常に大き

いと思います。育児中の男性研究者や配偶者を持つ男性研究者からの相談にも応じ

ているとありますが、実際に相談がどのぐらいあって、どのようなご回答をされて

いるのでしょうか。特に大学の場合は、市大の場合も恐らく女子学生さんも多いと

思うのですが、次の世代の方々はいろんな形で自分の将来のモデルを探しておられ

ますから、例えば女性の研究者が非常に疲弊して、研究し続けてもおもしろくない

とか、また配偶者に悩みを持たれるのではないかとかなど、いろいろ影響がありま

すので、そういう意味からでも、大学の中ではいろいろとご対応いただきたいなと

思うのですが、具体的にどのようなことをやっておられるのか、教えていただけれ

ば。 

 

（藤井大学運営本部事務部長）   

大学運営本部事務部長の藤井でございます。 

 女性研究者支援室のほうで育児中の男性研究者であるとか、あるいは女性研究者

から具体的にどのような相談があるのかということでございますが、大変申しわけ

ございません。ちょっと細かい資料というのは、今は持ってはおりません。ただ女

性研究者支援室のスタッフに聞きましたところ、ワーク・ライフ・バランスの関係

で、やはり男性のほうも女性の配偶者の研究を、今後、どう発展させていったらい

いのか、その中で自分の役割はどうしたらいいのかなど、それぞれの相談者の家庭

事情に応じた細かいご相談があるというように聞いております。 

 細かい資料がございませんので、このような回答で大変申しわけございません。 

 

（京極副理事長）   

私、ダイバーシティ推進室も担当しておりまして、大阪市の市役所にもいたので

すが、やっぱり全体として環境整備が大切であるということで、今年からまさに一

般の職員も含めた大学全体で理解を深めていくということで、理事長以下でイクボ

ス宣言をしまして、まず意識の改革に力を入れていきたいと考えております。今ま

でイクボスと申しますと、育児の面に非常に力点を置かれているのですが、実は研

究者にとっては、介護問題というのも、これから大きな骨子になっていきますので、

そういう意味では必ずしも育児だけでなく、介護といった、これは男性教員も同じ

ように負担というものが出てまいりますので、こういったことにもターゲットを置

いて、相談窓口については充実するというような対応をしております。これが、相

談しやすい環境になっているかどうかというのは、これから検証していくべき事柄

かなというふうに考えておりますが、何とか成果を出していきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

 

（楠本委員長）   
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よろしいですか。どうぞ。 

 

（田辺委員）   

私も女性研究者支援のところで、この質問を書かせていただいたのですが、今、

同僚の理解というところで竹村委員からもご質問があったところですけれども、支

援を求めておられる方のサポートはすごく充実されていると思うのですけれども、

私は大学の中に入ったことがないのですが、一般の企業においては、やはり支援を

求めている方の周りの方、まだ育児も介護もしたことがないような、時間を全て費

やせるような環境にいらっしゃる方に、どういうふうに支援というか理解してくだ

さるかということが、物理的な問題だけではなくて、精神的にやっていく上ではす

ごく重要だと思うのです。支援を求めている方に十分な支援をというようなご回答

でしたが、それ以外の周りの目といいますか、周りの環境を変える、まだその事態

に直面しない方々の意識を変えるための取組は、何かされていますでしょうか。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

昨年度の12月でしたか、この場所で支援室が主催する女性研究者支援に関するシ

ンポジウムを行いまして、管理職を含めて多くの教職員が参加しました。大学ある

いは企業で、実際にダイバーシティ、あるいは女性研究者支援にかかわっておられ

る講師の方にご講演をいただき、どういう問題があるかということについてご指摘

いただきました。その中には、もちろん周りの理解が非常に大事であるというよう

なこと、そういうことにつきましての企業の取組なども含めて事例を紹介していた

だきました。学内にも周囲の理解が大事であるということについて、一定の理解を

得る機会になったかなと思いますので、こういうことも、今後、継続してまいりた

いと思います。 

 

（藤井大学運営本部事務部長）   

事務部長の藤井でございます。補足的にご説明をさせていただきます。 

 資料５ページの回答の１行目の終わりから２行目にかけて、女性研究者ネットワ

ークシステムというのがございますが、これは人材データバンクという機能とＳＮ

Ｓ機能というのがございます。このＳＮＳに登録してくださっている方には、子育

て中の研究者だけではなくて、独身の方もいらっしゃいますので、できればＳＮＳ

機能をさらに発展させまして、そういう女性研究者のコミュニティの中で、お互い

に支え合うというような意識も、少しでも多くしていければいいのかなと考えてお

ります。 

 

（楠本委員長）   

他はいかがでしょうか。何かございませんか。 

 外部資金にかかる11番目の項目のＵＲＡのことで質問ですが、既に随分成果が上
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がっているようなご説明でしたのでよかったと思いますけれども、ＵＲＡセンター

というのは、どれぐらいのスケールの組織ですか。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

現在のところはシニアＵＲＡを二人、特任の形で採用していて、その方々を中心

に、事務局や新産業研究センターのコーディネーター、あるいは女性研究者支援室

のコーディネーターも含めて、ご協力いただきながら、まだ現在のところ人員体制

としてはそれほど大きな規模ではありません。次年度に向けてこの体制をどういう

ふうにしていくべきか、あるいはプレアワードからポストアワードにかけて、どう

いうことを今後重点的に取り組んでいくかということについて、毎月ＵＲＡセンタ

ーの定例会議を開いておりますので、報告を受けながら今後の方向性も検討してい

るという状況でございます。 

 

（楠本委員長）   

日本の大学ではこういうシステムが余り今までなかったので、成果が上がってい

るというのは大変結構なことだと思います。研究者みんなのレベルが非常に上がっ

てくると要らなくなってくるかもしれませんね。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

大学としてどういう方向を向いていくかということの戦略というんですか、プラ

ンニングという部分で、やはり個別の研究者にはできない機能というのがどうして

も必要ですので、その部分はむしろ、さらに充実していかなければいけないと考え

ております。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございます。 

 

（桑原委員）   

２ページの学外との連携というところで教えていただきたいのですが、例えば、

先般大阪市と締結した「地域福祉等の向上のための有効性実証に関する連携協定」

ですけれども、最先端の教育研究の成果を還元することにより、市民生活の向上に

つなげていくような取組を進めてまいりたいと書いてあるのですが具体的にこの地

域福祉等の向上のための有効性実証に関する連携協定の主なキーワードはどういう

ところにあるのでしょうか。 

 

（荒川理事長兼学長）   

これは大阪市との連携協定で、大阪市の抱える問題として、福祉の問題が特に財

政的にもかなり課題になっているところがあるということや、生活科学部のほうで
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も福祉の問題に取り組んでおりまして、それをさらに発展させるような形で大阪市

と協定を結んで、大阪市のデータを使って解析をするとともに、それを有効に使用

していくというような方向で、今、研究をしているというところでございます。 

 

（楠本委員長）   

よろしいですか。 

 

（桑原委員）   

気になりましたのは、先ほどおっしゃられた知と健康のグローカル拠点推進会議、

私は、これはいい企画であり、また実践的ないいプロジェクトだなと非常に期待し

ております。本当に実践につながっていくのであれば、画期的なイノベーションが

大阪に生まれるのではないかと期待しておるわけです。 

 この知と健康のグローカル拠点推進会議というのは、完全に学部横断的で極めて

先進的ですよね。従来は、個々の研究者が科研費としてどれだけの予算をとってき

たかとか、あるいは外部資金をどれだけ受けたかとか、そういう評価だったわけで

すけれども、そういう評価を越えて大阪市とのタイアップ、先ほど言った有効性実

証に関する連携協定というところもあって、大阪市自身が抱えている課題、あるい

は大阪市民が抱えておる課題に対して、大阪市立大学がどのように貢献できるかと

いう、かなり高度な次元の、もっと言えばグランドデザインが描かれた形でのお話

をされているのだと思います。 

 そう考えていくと、先ほど言われた介護の問題であり、医療の問題であり、ある

いは市民の健康の向上、あるいは促進といいますか、そういう問題に入ってくるの

だろうと思います。確かにそういう医療とか、介護とか、健康の側面は、ここに非

常に詳しく書かれております。なお非常にユニークなところは、大阪市あるいは大

阪府も含めて、関西のものづくりの医療コンソーシアムをこしらえて、いわゆる技

術の向上を世界的に発信したらいいというようなところを、理想として考えておら

れますよね。これは非常に大切なところで、大阪市や関西での就業の機会がだんだ

ん減ってきていますので、大阪市あるいは関西での就業の機会を増やすという側面

が一つ。また先ほどおっしゃられた生活科学部では居住環境の問題の研究者がたく

さんおられると思うのですが、震災の問題や、あるいは安全性というものを担保し

た形での居住環境、あるいは居住の環境をどういうふうに向上していくかというと

ころがつながっていくというように思います。 

 結局、大切なことは、大阪市との関係で言えば、いかに若い人で大阪を愛する人

口を、できるだけ半永久的に居住していただけるかというところが、財政的に非常

に大事になってきますよね。そうすると、先ほどおっしゃられた大阪を愛する居住

人口を増やすという面と、大阪市において就業の機会を潜在的に拡大させるような

手当てをできるだけつくるという２点も考えていくならば、この知と健康のグロー

カル拠点推進会議というのは、非常に大きな、革新的な事業じゃないかと思ってい
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ます。 

 

（荒川理事長兼学長）   

非常にありがたいご意見といいますか、本当に核心を突いたご意見をいただいて、

ありがとうございます。まさに委員がおっしゃるようなことを目指しているわけで

ありまして、まず一つとしましては、大阪市立大学は総合大学ですが、必ずしもク

ロスイノベーションがうまくいっているかというと、そうでないところもあります

ので、一つの大きなスローガンに向かって各研究科が横のつながりをもっと強化を

していくということによって、知の結集が非常に倍増してくるということを一つの

狙いとしています。 

 それと、もう一つは、やはり大阪の持つ特徴を十分理解して、それを解決してい

くということはアカデミアにとって、特に市立の公立であります我々にとっては非

常に大きな使命ですので、そういう使命を果たしていきたいと。そこに、やはり大

阪に住んでいる方々が健康に生き生きと生きるまちづくり、そういったものを掲げ

ていきたいということです。既に企業も参画を申し出てきてくれておりますので、

そういう企業を巻き込んで、そして行動していくことによって、行政もそれをバッ

クアップしてくれるというような体制が整ってくると思いますので、行政と企業と

アカデミアが三位一体で強い大阪をつくっていくことに邁進していくための一つの

起爆剤ということで、こういったスローガンを打ち立てさせていただいたというこ

とでございます。 

 今、いろいろなご意見をいただきましたので、ぜひ、これをもっと深化させてい

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。 

 議論が盛り上がってきたところですが、他の議題もありますので、ほかに特にと

いうご意見がなければ、この意見聴取というのは終わりにしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

 大学法人からいろいろご説明いただいて、評価委員としても皆さんが活動してお

られる様子がよく理解できたと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、次に移りたいと思います。 

 前回の評価委員会では、業務実績報告の小項目について、法人の自己評価の妥当

性について検討いたしました。おおむね法人の自己評価で妥当との結論になりまし

たが、今回の委員会に判断を持ち越す項目も幾つかございました。それについて事

務局から説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長）   

それでは、資料１－３の平成27年度業務実績報告書に関する法人の自己評価の妥
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当性確認一覧、こちらをご覧になっていただけますでしょうか。資料の１－３につ

きましては、前回７月の評価委員会が始まる前に委員の皆様方からご意見をいただ

きましたもののうち、法人の自己評価の小項目にかかわるものとしていた項目を並

べてございます。 

 前回の委員会では、これらにつきまして法人からの説明を踏まえましてご議論を

いただきました。今、委員長のほうからおっしゃっていただきましたとおり、２項

目を除きまして、法人の自己評価につきまして特段のご異議がございませんでした

ので、こちらの資料の右端のほうに法人からの回答という欄がございますが、そち

らの中に太いかぎ括弧つきで法人の自己評価で妥当と、特にご異議なかったと解さ

れるものについては、そういうふうに評価してございます。ただ、２項目を除いて

の２つですけれども、項番の７番、それから項番の48番の２項目につきましては、

今回の評価委員会で引き続き議論をする項目と位置づけられてございます。 

 ページの４ページに項目の７番がございます。ご覧いただきますと、一番右端の

法人からの回答欄の下のほうに、「自己評価の妥当性について確認する→資料１－

４」と記載してございます。また、同じく７ページに項目の48がございますが、そ

ちらにつきましても同様に記載しております。 

 資料の１－４の法人の自己評価の妥当性についてという資料がございますが、そ

ちらのほうをご覧になっていただけますでしょうか。 

 項目の７番、こちらは大学院教育にかかる項目でございまして、前回の委員会で

大学院共通科目についてご議論をいただいておりましたけれども、改めて評価はⅡ

が妥当ではないかというようなご意見をいただいております。また、下の段の項目

48につきましては、知的財産の活用に関する項目でございますけれども、前回の委

員会におきまして、知的財産にかかる実績をお示しさせていただいた上で、改めて

議論をしようということでおっしゃっていただいていたものでございます。 

 説明につきましては以上でございます。ご審議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。 

 今、ご説明いただいたように、項目７と項目48の小項目評価について議論し、そ

れで委員会としての結論に至りたいと思っています。特に、項目48については何か

データをお示しいただくことになっています。ではまず７番からご説明いただけま

すか。 

 

（井上理事兼副学長）   

先ほども、大学院については問題になりましたけれども、新たに本学で設けまし

た大学院共通科目についてのご質問でございます。 

 この大学院共通科目につきましては、平成27年度から新たに取組を始めたもので

ございます。開講科目として２科目、１科目は新規科目で、もう１科目は複数の研
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究科を対象とした基礎科目を全研究科対象の大学院共通科目と位置づけている次第

でございます。委員のご指摘のとおり、当然、量的拡大はもとより、質も含めた拡

大・充実の検討チームを本年度より設けて検討体制に入っておりまして、その検討

結果を踏まえて全学的に対応する段取りでございます。 

 この大学院共通教育科目につきましては、新しい取組ということで、現時点では

履修者数を成果の判断根拠とする必要はないと考え、年度計画の達成水準を設定し

ております。項目全体といたしましては、年度計画の達成水準が６点ございます。

この大学院共通科目のほか、院生に対する質問紙調査の分析実施であるとか、博士

課程教育リーディングプログラムの実施、インターナショナルスクールの集中科目、

科学のプロ育成プロジェクトの実施、科学人材育成プログラムの実施という、以上

の６つの中の１つでございまして、全てにおいて、これはほぼ当初の目的は達成し

ているということから自己評価をⅢとしたということでございます。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございます。 

 次に、48番についてのご説明をお願いします。 

 

（櫻木理事兼副学長）   

48番については、私のほうからご説明をさせていただきます。 

 資料１－４の別紙として、こちらの縦長の表がございますので、これをご参照い

ただきながらご説明をさせていただきます。まず知的財産に関する実績をお示しさ

せていただくということでございますので、この別紙の上のほうに特許の出願数推

移というものを書いております。それから、その内訳として共同出願、単独出願等

の表がございますけれども、まず※１のところにございますように、平成27年度か

ら、特許の出願の数から質を重視するという方向に、前回ご説明しましたとおり転

換しました結果、法人継承率自体は82％というふうになっております。この転換に

伴いまして、以下の３点に成果の兆しがあるというふうに判断しております。 

 １つは※２のところでございますが、共同出願数につきましては、国内・外国合

計で40件と、前年比で143％というふうに増加しており、産学官連携には増加の傾向

が見られるということ。それから２番目として、※３でございますが、出願数につ

いても外国での出願も23件と、前年比で44％増というふうに、国際的な活用も期待

できる特許の件数が増加する傾向にあります。それから３番といたしまして、※４

の下の外部資金獲得推移のところですけども、これらの特許を足がかりといたしま

して、企業との関係を構築して幅広い民間との共同研究につなげて外部資金の獲得

も、前年比で14％増というふうに増加傾向にあるということです。 

 このように、知財の充実と活用については、年度計画の達成水準そのものは満た

しませんけども、こういうふうに質を重視する方向に転換した結果、着実に成果を

上げつつあるというふうに考えております。これが、実績を踏まえた内容でござい
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ます。 

 それから、あわせて次年度以降に向けた取組方針についてということでご質問が

ございました。これは資料の１－４の右側の回答欄の２番目からですけども、今年

度の取組といたしましては、従来以上に実用化、あるいは特許の質を重視して、特

許の出願件数の目標というのは45件と設定をしております。また、企業との共同出

願に重点を置きますが、あわせて単独出願についても奨励をしております。それか

ら、共同出願件数に加えて、新たに共同研究に結びついた単独出願の件数というも

のも、これは特許の活用件数として、これもあわせて目標を30件と設定しておりま

す。この目標達成を目指して特許の権利を希望する企業へは譲渡をする、あるいは

共同研究の獲得額の上乗せというものを目指して取り組んでまいりたいと考えてお

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。 

 それでは、この７番と48番について、自己評価はそこに書いてあるとおりですが、

評価委員会としてどのような評価にするかということを決めたいと思います。ご意

見いかがでしょうか。 

 

（宮本委員）   

この７番の質問は私が出させていただいたのですが、やっぱりこれは準備不足だ

ったんじゃないかという感を否めないのです。受講生が少ないというのは、初年度

だからやむを得ないと思いますけど、ここでお書きの質の面でいきますと、全学部

共通科目というのはどういう意図で設定されたのか、よく理解していないのかもし

れませんが、技術経営というのが本当にふさわしいのだろうか。これはやはり経済

とか商学研究科とか、工学研究科には向くでしょうけど、文学研究科には向かない

というふうに思います。既存科目をそのまま全学共通科目にされたということです

ね。 

 それから、演習というのも少人数でやる科目ですから、全学共通科目ということ

にふさわしいかどうか、そういうことを考えますと、やっぱりⅢ評価というのはど

うなのかなという疑問を持ったということです。今日のご説明でも、技術経営と、

演習が全学共通科目にふさわしかったかどうかということについてはご説明をいた

だいていないと思います。そういうことで、この疑問が氷解しなかったというのが

率直な意見であります。 

 

（井上理事兼副学長）   

 現在、大学として進めております博士課程教育リーディングプログラムとポスド

クキャリア開発事業がございまして、この２科目につきましては、当初はそちらの
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受講生向けにということで開講しております。それを大学院全体の共通科目として

導入していく、普及していくという方向でございますが、これは大学院の将来をに

らんだときに、先ほどちょっと触れさせていただきましたけれども、卓越大学院の

構想がかなり重要になってくるかと思っています。その場合のプログラムづくりを

しておりますので、その一つのスタートラインとして、この２科目を位置づけてい

るということです。 

 結果として、数値的には確かに受講生が少なかったという形になっておりますし、

そして、またご指摘のように、例えば技術経営論というのが文系の学生にふさわし

いかどうかという問題もございますけれども、一方におきまして、大学として文理

融合的な教育ということも、そういう方向性というものも模索しておりますので、

もう少し検討した上で、これをさらに練っていければと考えております。 

 

（楠本委員長）   

大学側としては、自己評価としては、これはやはりⅢであろうというお考えです

か。 

 

（井上理事兼副学長）   

先ほど申し上げましたように、この７の項目につきましては、合計で達成水準が

６つございます。そのうち、この大学院共通教育科目につきましてご意見をいただ

いているわけですけれども、２科目設定ということで、当初の目的も達成している

ということでございますので、大学といたしましては全体を見ていただいてⅢにで

きればと考えております。 

 

（楠本委員長）   

さっき６つあるうちの１つが大学院教育と言われましたが、この実績報告書を改

めて拝見しているんですが、この６つというのは、どこを指しておられるんでしょ

うか。 

 

（井上理事兼副学長）   

実績報告書の18、19ページのところです。19ページの一番右側に自己評価の判断

根拠がございます。そこで達成水準に対する実績を掲げておりまして、上から順番

に６項目ございまして、そのうちの第１行目に大学院共通教育科目が挙げられてい

ます。 

 

（楠本委員長）   

 その他の、２番目以降の項目については達成されているというご説明ですね。 

 

（井上理事兼副学長）   
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確かに当初の目標設定自体がどうかということもあるかとは思いますが、大学院

共通教育につきましては、目標を達成しているということで、一応、100％という数

字を挙げさせていただいております。 

 

（楠本委員長）   

それでは、少し視点を変えて、これは来年度以降はどうなさるんですか。 

 

（井上理事兼副学長）   

ご指摘の点も踏まえますと、例えば博士課程教育リーディングプログラムは大阪

府立大学とも合同で実施しているものでありまして、数値的な面で言いますと、実

は大阪府立大学の受講生の方が多いのです。なぜかと申しますと、大阪府立大学は、

例えば学生が学内の奨学金などに応募するときに、この共通教育科目の受講を条件

づけているというのがあります。本学の場合は、当初からはそういうこともしにく

いということもございましたので、周知のみでしたが、やはり量的なところも大事

ですので、来年度までに検討いたしまして、院生がより多く受講できるような仕組

みをつくっていきたいと考えております。 

 

（楠本委員長）   

いかがでしょうか。ご意見ありませんか。 

 それでは項目７はしばらく時間を置くとして、48番、馬場委員、これはどうでし

ょうか。 

 

（馬場委員）   

項目48については、私はなぜⅡ評価なのかという逆の疑問を提示させていただき

ました。目標の設定が数だけの設定になっていたように思います。知財に関しては、

乱暴なことを言えば、どういうふうに内容を活用したか、件数よりも例えばいくら

外部資金が取れたかで評価すべき話であって、そういうふうに目標を設定されれば

必ずしも、Ⅱ評価ではないのではないかと思いました。 

 今の説明をお聞きすると、多分、特許活用件数が低いからⅡ評価にされたという

ことですが、金額は増えていますし、共同研究も増えています。私は共同出願とい

うのはある意味、活用だと思います。企業が費用を負担して、出願をしてもらうと

大学の負担が減るわけですから、共同出願が増えているのであれば、きちんと理論

づけをされて、Ⅲ評価にすべき項目だと思いました。 

 今のご説明をお聞きして、内容から考えてⅢ評価にしたほうがいいのではないか

というのが私の意見です。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございました。 
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確認しておきますと、この最終の評価をⅡかⅢか、あるいはⅣかというのは、こ

れは委員会で決めることです。ですから、大学側がつけてこられたものについて、

その根拠を伺って、Ⅱは低過ぎるのでⅢにしようと委員会で決めれば、それはⅢで

もいいかとは思います。 

 どうでしょう。結論が出やすそうなほうから先にいきまして、48番、委員会とし

てこれをⅢ評価にするということにしてもよろしいですか。 

 

（田辺委員）   

これを仮にⅢ評価にする場合には、この取組実績であるとか判断根拠の文章は変

更いただくということになるのでしょうか。 

 

（楠本委員長）   

実績報告書はもう決まったものですので、これを今から変えることはできないで

す。例えばⅢ評価にするならば、委員会でこうして評価を変えたということを、ど

こかに記録するというようなことになります。これまでも評価を変えたことはあり

ましたね。 

 

（森山大学支援担当課長）   

おっしゃっていただいていますように、あくまでも実績報告書は法人側でまず自

己評価をしたというものになりますので、その内容を踏まえて評価が変わったとい

うものにつきましては、今回の議事録でも残してまいりますし、後でご説明させて

いただきます評価結果のほうに反映するという手法もあります。 

 

（楠本委員長）   

わかりました。委員会としての評価を下すということですが、どうでしょうか。 

  

（宮本委員）   

私は、項目48については、数値的に大分下回っておりますので、法人の評価は適

切ではないかと思います。 

 項目７については、私の誤解がありまして、大学院共通科目だけについて申し上

げておりましたけれど、井上理事がおっしゃったように、他の項目は高い点だとい

うことになりますと、総合的にⅢ評価で結構だと思います。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございます。 

 それでは、項目７のほうはⅢ評価とするということを委員会の意見としたいと思

います。項目48は、達成水準として件数が明確にあげられています。ですから、件

数だけを見ると、やっぱりⅡ評価になるかなと思います。ただ、大学としていろい
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ろ取り組んでおられて、いい成果も出ているということですので、Ⅱ評価というの

は残念ではないかという馬場委員のご意見ですが。 

 後でまたご説明いただきますけれども、評価結果に委員会の意見を書くことがで

きますので、そこで今のご意見を記載するということでいかがでしょうか。 

今後、いい結果が出ることを期待しつつ、項目７はⅢ評価、項目48番はⅡ評価と

いうことでよろしいですか。 

 では、そういうことにしたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは、小項目評価はこれで確定といたします。 

次は、大項目評価ですが、大項目評価は第二期中期目標期間から段階別評価を導

入することになっておりまして、基本的には小項目評価の数をもとに評価を行いま

す。それについて、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、大項目評価の、主に方式についてご説明申し上げます。 

 委員長からおっしゃっていただきましたとおり、大項目評価につきましては、今

期、第二期中期目標期間より段階別評価を導入することとさせていただいておりま

す。参考資料の１－１、第二期中期目標期間における各年度終了時の評価について

という資料の２ページ目に、大項目評価の基準を書かせていただいております。 

 あわせまして、資料１―５をご覧ください。こちらは評価結果の原案でございま

す。中の説明につきましては後ほどさせていただきますけれども、この資料の一番

後ろのページに表がついておりますので、そちらのほうをご覧いただけますでしょ

うか。 

 こちらは、大項目ごとに小項目評価の集計を行ったものでございます。先ほどの

ご審議に従いまして、一定大学の自己評価をもとに事前に整えさせていただきまし

たけれども、この内容ということで確定いただきました。参考資料１－１の基準に

従いまして、右端に評価委員会での小項目評価の数をもとにした大項目別評価を記

載しております。 

① 教育研究等の質の向上に達成するための措置につきましては、小項目が全部で
52項目ございまして、Ⅳの評価が３項目、Ⅲの評価が47項目、Ⅳの評価とⅢの

評価が合計で50項目となりまして９割以上を占めることになりますので、先ほ

どの目安に従いますと、大項目評価といたしましては数値的にはＢ評価となり

ます。②の業務運営の改善及び効率化に関する措置のほうにつきましては、小

項目９つあるうち、全てⅢの評価でございますので、数から判断するとＡ評価

ということになります。次の③、財務内容の改善に関する措置、④の自己点検

及び評価並びに情報公開等に関する措置、⑤のその他業務運営に関する重要目

標を達成するための措置、これらにつきましても小項目が全てⅢ評価でしたの

で、数値的にはそれぞれＡ評価としております。 

 なお、今の大項目評価につきましては、あくまでも小項目評価の数を基準にした
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ものでございまして、参考資料１－１、２ページの記載には数を目安として諸事情

等により総合的に判断するとなってございます。委員の皆様には、小項目の数によ

る大項目の評価をそのままとするか、あるいは評価を変更するほうがいいのか、ご

審議を賜りたいと存じます。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。 

 いかがでしょうか。大項目評価を小項目評価の数字で判断しますと、Ａ評価が４

項目、Ｂ評価が１項目となります。ただし、これを目安として、評価委員会として

法人の諸事情や重点項目の達成されている割合が高いので全体の評価をもっと上げ

てもいいのではないかというように、総合的な判断をすることができるということ

になっています。 

 それでは、大項目評価についてご意見をお願いできますでしょうか。今のところ、

数からいくと教育研究の質の向上を達成するための措置がＢ評価で、あとは全部Ａ

評価ということになるということのご説明がありました。 

 特にご意見がなければ、Ａ評価をＢ評価に下げるというような問題があることは

なかったと思いますので、Ａ評価はよいとして、Ｂ評価になっている教育研究等の

質の向上を達成するための措置、これがＢ評価のままでよいかというところを検討

いただいたらと思いますが。今まで委員会でこの評価を、数の目安から違う評価を

したということは何度かありまして、それについてはそれぞれ理由がはっきりして

いたと思いますが。いかがでしょうか。特にご意見がなければ、このままというこ

とでよろしいですか。 

 それでは、１番目の教育研究等の質の向上を達成するための措置、これがＢ評価

で、あとの４項目はいずれもＡ評価、大項目についてはこのような評価を委員会の

結論としたいと思います。ありがとうございました。 

 では、次にまいりたいと思います。 

 続いては、平成27年度業務実績に関する評価結果についてですが、事務局で、本

日までの検討内容をもとに調整していただいた原案ができていますので、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）   

評価結果につきまして、本日の会議でのご意見も含めまして、この後、改めてま

とめてまいりたいと存じますけれども、本日は、そのたたき台といたしまして、資

料１－５をお示しさせていただいております。めくっていただいて１ページ目は評

価にあたってということで、委員の皆様の名簿を記載させていただいております。 

 ２ページ目には、先ほどご説明をさせていただきました大項目評価と小項目評価

の評価基準、ルールを記載してございます。続きまして、評価の記載に入ってまい

りますが、これに関しましては全体的評価、それから項目別評価という形で記載さ
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せていただいております。 

 ３ページ目から全体的評価になります。はじめに、大項目評価の内訳をお示しさ

せていただきまして、それによって全体的評価を定める構成とさせていただいてお

ります。今回は、先ほどご評価いただきましたとおりＡ評価が４つ、Ｂ評価が１つ

でございますので、全体として順調に進捗しているというご判断につながってまい

るのではないかと考えてございます。 

 次に、全事業のうち重点三戦略にかかわる取組につきまして、特筆事項として記

載してございます。重点三戦略のうち、１つ目の都市大阪のシンクタンク、「都市

科学」分野の教育・研究・社会貢献につきましては、ＣＯＣ＋（プラス）、地

（知）の拠点大学による地方創生推進事業に関連した連携協定の締結、それから、

地域との対話の場であるＣＲテーブルの開催などのシンクタンク拠点としての機能

の強化、また、都市防災教育センターでの取組について記載しております。 

 ４ページ目、②で重点三戦略の２つ目、専門性の高い社会人教育の育成につきま

しては、テニュアトラック制による研究者の支援につきまして記載しております。 

 続きまして、３つ目の戦略、国際力の強化につきましては、学生の留学意欲向上

に向けました取組や、上海に引き続き、新たにタイでの拠点を設置したことにつき

まして記載しております。 

 重点三戦略以外の取組につきましては、人事計画策定会議の設置や教育研究戦略

機構の設置についての記載も考えておりまして、本日の意見聴取事項でのご意見を

踏まえまして、何か文章を補えないかと思っております。 

 次に、昨年度の指摘事項の項目がございます。昨年度の指摘事項につきましては、

全体的評価で指摘をいただきました達成水準の設定にかかわる事項と、それから、

ＭｅｄＣｉｔｙ２１について記載を考えております。今年度の主な指摘事項につき

ましては、現時点ではまだ記載しておりませんけれども、本日、法人から意見聴取

させていただきました内容であるとか、意見交換を踏まえまして、これから記載内

容を考えていきたいと思っております。 

 ５ページ目からは項目別評価になります。大項目評価の判断基準をわかりやすく

お示しさせていただくために、大項目の項目ごとに表を追加いたしまして、左から

大項目別の評価と、それにかかわる小項目の数を記入しております。また、簡単に、

その後に続けて文章でのコメントも記載しております。それぞれの大項目ごとに主

な取組事項、意見・指摘事項をその後に続けて記載する構成とさせていただいてお

ります。また、全体的評価で記載しているものも、項目別評価でも改めて再掲とし

て記載させていただいております。 

 それでは、項目別に説明をさせていただきますが、大項目の１つ目、教育研究等

の質の向上を達成するための措置のうち、１つ目の教育に関する措置といたしまし

ては、主な取組事項としてグローバルコミュニケーション副専攻やコミュニティ再

生副専攻の開始、若手研究者の育成としてポスドク事業での取組、あるいは、教育

に関する学生支援について。このあたりを記載しております。また追加で、入試広
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報についての記載もしてはどうかというふうに考えておりまして、意見・指摘事項

につきましては、小項目評価の妥当性でご議論いただきました大学院教育について

の記載を考えております。 

 続きまして、６ページ目、教育研究等の質の向上を達成するための措置の２つ目、

研究に関する措置といたしまして、主な取組事項として複合先端研究機構や人工光

合成センターでの取組、それから、全体的評価にも記載しております都市防災教育

研究センターでの取組、それから、テニュアトラック制について記載をしておりま

す。意見・指摘事項といたしましては、ご意見をいただいております研究成果の公

表についての記載をしてはどうかと考えております。 

 ３つ目の社会貢献に関する措置といたしまして、主な取組事項はＣＯＣ＋（プラ

ス）事業に係るシンクタンク拠点、７ページ目にまいりまして、理学部附属植物園

での市民講座の開催、人工光合成センターや健康科学イノベーションセンターでの

産学連携について記載しております。意見・指摘事項といたしましては、先ほどご

議論いただきました小項目48番の知的財産の活用についての記載をしてはいかがか

と考えております。 

 続きまして、４つ目の国際化に関する措置といたしまして、主な取組事項として

は学生への留学支援と、国際交流拠点についての記載をしておりまして、意見・指

摘事項は、この委員会の場でご審議になったものが、今の段階では特段ございませ

んので、現時点では空欄となっております。 

 ８ページ目、附属病院に関する措置につきまして、主な取組事項といたしまして

は専門医療として、がん拠点病院、造血幹細胞の移植推進拠点病院としての取組を

記載しております。意見・指摘事項につきましては、ＭｅｄＣｉｔｙ２１の集客、

経営にかかわる事項についての記載をしてはどうかと考えております。 

 続きまして、大項目の２の業務運営の改善及び効率化に関する措置では、主な取

組事項といたしまして、学長のリーダーシップとしての人事計画策定会議や、教育

研究戦略機構の設置についての取組。こちらのほうを記載いたしまして、意見・指

摘事項は、現在、特段こちらに記載するようなところがないというような状況でご

ざいます。 

 ９ページ目に移りまして、大項目の３つ目、財務内容の改善に関する措置では、

主な取組事項として、ＵＲＡセンター設置による外部資金の獲得について記載して

おります。こちらのほうも、現時点では意見・指摘事項については空欄とさせてい

ただいております。 

 大項目の４つ目の自己点検及び評価並びに情報公開等に関する措置では、主な取

組事項として、大学機関別認証評価の受審につきまして、そちらと、10ページにい

きまして、国際広報について記載しております。ただいまのところ、こちらの大項

目の４つ目につきましても、意見・指摘事項のほうは空白とさせていただいており

ます。 

 大項目の最後、５つ目、その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置
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では、主な取組事項といたしまして、国際交流の安全対策について記載しておりま

す。こちらも意見・指摘事項、現時点では空欄となっております。 

 以上が、たたき台としまして記載している内容についてのご説明になります。 

 本日はなにぶんたたき台ですので、説明にもございましたように、まだかなり記

載があいている項目もございます。構成を中心にご確認いただくとともに、まだ空

白になっている事項を中心に、取組事項として加えたほうがいいというものであり

ますとか、ご指摘の事項等がございましたら、ぜひご意見をいただきまして、第３

回委員会で案としてご提示できるように、いただいたご意見を盛り込んでまいりた

いと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございました。 

 今は、どのような報告書を出すかということのご説明として受け取っていただい

たらと思います。今日、いろいろ議論していただきましたので、その内容も加えて、

もっと充実させて、また、委員の皆様方のご意見も伺って完成させるということに

なります。 

それでは議題の１、業務実績評価については終わりまして、議題の２番目、平成

27年度財務諸表についてに移ります。財務諸表及び剰余金の繰り越しにつきまして

は、最初にも申しましたように、市長が承認するにあたって市長に対する本委員会

の意見を述べることになっておりますが、本日は事務局から簡潔に説明を受けるこ

ととして、詳細については次回の委員会でご検討をお願いしたいと思います。 

 では、事務局から財務諸表の概要についてご説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長）   

それでは、ご説明させていただきます。公立大学法人が市民その他の利害関係者

に対しまして、財政状態や運営状況に関する説明責任を果たして自己の状況を客観

的に把握するという観点から、公立大学法人に対しましては、財務諸表として貸借

対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分に関する書類、行政

サービス実施コスト計算書と、以上の作成が義務づけられております。公立大学法

人は事業年度の終了後３月以内に財務諸表を市長に提出することとされており、市

長におきましては、評価委員のご意見を伺った上で承認を行うこととされておりま

す。なお、財務諸表の提出にあたりましては、監事の監査、それから会計監査人の

監査を受けることが、これも法定で義務づけられておりまして、今回の平成27年の

財務諸表につきましては、適正に表示され、法令に適合しているという旨のご意見

を、既にいただいているところでございます。 

 27年度の財務諸表につきましては、今年の６月23日に法人から大阪市長あて、本

日お手元にお配りしております別冊１のとおり、財務諸表の提出がございました。

資料の２－１に、その概要をまとめてございます。資料２－１、平成27年度財務諸
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表の概要について、お手元に置いてご覧になっていただきながら説明を聞いていた

だけたら幸いでございます。また、公立大学法人におきましては、平成24年度以降、

効果的な広報活動の一環といたしまして、委員の皆様をはじめとするステークホル

ダーの方々に財務面からも大学の状況をご理解していただけるようにと、ファイナ

ンシャルレポート2015（平成27年度財務報告書）を作成しております。本日お配り

しているものの参考資料２でございます。財務指標の概要が端的にまとめられてお

りますので、こちらも活用しながらご説明を続けさせていただきたいと思います。 

 まず、貸借対照表の概要をご説明申し上げます。説明はファイナンシャルレポー

トの７ページに沿ってさせていただきたいと存じます。概要につきましては、同じ

レポートの５ページでもお示しいたしておりますので、そちらのほうも適宜ご覧に

なっていただければと存じます。 

 最初に、資産の部でございます。資産の総額は1,354億円でございまして、平成26

年度の資産の総額1,377億円と比べて、23億円の減となりました。要因につきまして

は、７ページの貸借対照表の要約のところをご覧ください。主な減要因といたしま

して、有形固定資産の建物・構築物・機械装置で12億円、さらに工具器具備品で10

億円が、それぞれ減となっております。これは、それぞれ減価償却等により資産が

減少したことによるものでございます。一方で、主な増要因といたしましては、長

期性預金におきまして10億円の増となっております。これは、新たに長期の定期預

金として運用を開始したことによるものでございます。また、未収附属病院収入で

15億円の増がございます。これは、年度末の２月から３月にかけて附属病院収益が

増加したことに伴って、これに対する未収も増加したものでございます。 

 次に、負債の部でございますけれども、負債の総額は445億円となっておりまして、

平成26年度と比較いたしますと、各項目において微増微減はございますものの、お

おむね同額となっております。ただし、未払金におきまして16億円の増となってお

りますけれども、これは主に退職者が増加したことによる退職手当などの増であり

ますとか、２月から３月の医薬品費、それから、診療材料費の増加等に伴って未払

金が増加したものでございます。 

 続きまして、純資産の部でございますけれども、一番下の表をご覧ください。総

額は909億円でございまして、平成26年度932億円に比べて23億円の減となりました。

主な減要因は、まず、損益外減価償却累計額で23億円が減となっております。これ

は、市が出資した学舎等の減価償却に相当するものになりまして、施設整備の更新

につきまして市からの財政的支援を前提としているものでございます。しかしなが

ら、市の財政状況も厳しく、これまで理系学舎整備や耐震改修など、選択と集中と

を図りながら計画的な整備を進めております。予算とのかかわりにおきまして、大

学運営における課題となっておるところでございます。 

 次に、前中期目標期間繰越積立金で12億円の減となっております。これは、目的

積立金の取り崩しを、その使途に沿って計画的に進めたことによるものでございま

す。一方、主な増要因といたしましては、田中記念館や本部棟などの改修工事を実
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施したことによりまして、資産価値が増加いたしましたため、資産剰余金におきま

して11億円の増となったものでございます。 

 次に、損益計算書の概要をご説明申し上げます。６ページのほうに沿ってご説明

いたします。詳細につきましては８ページ、９ページにもお示ししておりますので、

そちらのほうも適宜ご覧ください。より実態を把握していただけますよう、セグメ

ント別に表記してございます。 

 ６ページの一番下の吹き出しをごらんください。大学セグメントにつきましては、

当期総利益が２億円となっておりまして、平成26年度に比べて２億円の減となりま

した。これは、経常費用の縮減に努めたものの、平成27年10月からの標準報酬制の

移行に伴う共済負担金の増でありますとか、退職者の増加によりまして退職手当が

増加したことによるものでございます。 

 続きまして、病院セグメントにつきましては、当期総利益が４億円となっており

ます。平成26年度の２億円の損失に比べまして６億円の増加となりました。これは、

患者数と一人あたりの単価の増加などによりまして収益が24億円増加する一方で、

医療品費や診療材料費の増加などによる費用の増加が18億円にとどまったことによ

るものでございます。 

 以上、法人全体としての当期総利益は６億円となっておりまして、前年度と比較

いたしますと４億円の増となっております。 

 続きまして、10ページをご覧いただけますでしょうか。法人の資金の出入りを示

すキャッシュ・フロー計算書につきましては、表の下から５行目にございますよう

に、平成27年度中の資金増減額は約２億円の増加となっております。資金期首残高

が65億円でございますため、資金期末残高は67億円となります。その主な要因とい

たしましては、附属病院収入の増などが挙げられます。 

 続きまして、行政サービス実施コスト計算書をご説明申し上げます。この表に関

しましては、企業会計にはない主要な表でございまして、公立大学の業務運営に関

しまして市民の負担に帰せられる、現在、それから将来のコストを表示するもので

ございます。法人の実質的な業務実施コストは、一番下に記載しておりますとおり

161億円となります。平成26年度の173億円に比べまして12億円の減となりますけれ

ども、これは平成26年度に比べまして、診療経費等の増加により損益計算書上の費

用が21億円増加したものの、附属病院収益等の自己収入が27億円増加したことなど

によるものでございます。 

 財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

 財務諸表、それから、剰余金の使途承認に関するご議論につきましては、はじめ

に委員長のほうからございましたとおり、次回の委員会でお願いしたいと存じてお

ります。 

 説明のほうは以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長）   
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ありがとうございました。ただいま事務局から財務関係の資料のご説明がありま

した。今もお話があったように、この詳細についての審議は次回の評価委員会で行

うということにいたします。 

 本日の審議はここまでといたしたいと思いますが、何かご意見ございますでしょ

うか。 

  

（森山大学支援担当課長）   

事務的な連絡を１件させていただきたいと存じます。評価結果につきましては、

本日、たたき台のほうをお示しさせていただきましたけれども、次回の評価委員会

では評価結果の案としてお示しさせていただきまして、評価結果を確定していただ

くことになります。評価委員会でお示しさせていただきます評価結果の案を作成す

るにあたりまして、委員の皆様のご意見をお聞かせ願いたいと存じております。本

日の議論を踏まえました案を事務局のほうで早急に作成いたしまして、メールでご

意見の照会をさせていただきたいと存じます。 

 25日の、来週木曜日ごろには事務局のほうから案を送付させていただきますので、

ご確認いただきまして、短い期間で恐縮ですけれども、８月31日の水曜日、こちら

をめどにご意見をお返しいただければ、ありがたく存じます。お忙しいとは存じま

すけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次回の委員会は、９月７日の水曜日、２時半を予定しております。どうぞよろし

くお願いいたします。 

 

（楠本委員長）   

これからのスケジュールについて、今、ご説明いただきました。評価結果の事務

局案を仕上げていただいて、それについて委員の皆様のご意見を聞いて、それをさ

らに次の委員会でまとめるということですね。締め切りがありますので、ご多忙と

思いますが、ご協力をよろしくお願いします。 

 それでは、次回の開催については、今、事務局から説明がありましたので、私か

ら申し上げることはないのですが、よろしいでしょうか。 

 特にご意見なければ、本日の審議はこれで終了したいと思います。どうもご協力

ありがとうございました。 

 

（荒川理事長兼学長）   

お礼を申し上げたいと思います。本日は、本当に長時間にわたりまして貴重なご

意見、細部にわたりますご審議をいただきまして、本当にありがとうございました。

法人といたしましては、本日いただきましたご指摘をもとに、さらなる改善に取り

組んでまいりたいと思いますので、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は、どうもありがとうございました。 

 


