
平成１８年度 第１回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 

 
日 時  平成１８年４月１８日（火）午前１０時から正午 
 
場 所  大阪市立大学医学部学舎１８階会議室 
 
出席者  【委員】 
     上野谷委員、金森委員、吉川委員、栗原委員、白幡委員、西田委員、細見委員 
     【大阪市】 
     關市長、京極経営企画監兼市政改革室長、岩城市政改革室理事、 
     石原公立大学法人等担当部長、池田大学支援担当課長、柄池大学評価担当課長 
     【大学】 
     金児理事長、岸野副理事長、中村理事、角野理事、土井理事、原理事、 
     西川事務部長、根来事務部長 
 
開 会 

（石原部長） 

 本日は、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。ただいまから、平成 18

年度第１回大阪市公立大学法人評価委員会を開会いたしたいと存じます。 

 公立大学法人の設立団体である大阪市として、本評価委員会の事務局など市立大学に関係する

事務を市政改革室事業監理部が担当することとなりました。 

 また、すでにご案内のように、３月 17日に総務省・文部科学省から設立認可を得、４月１日

付けで公立大学法人大阪市立大学が設立されました。本日は、法人の常勤の役員にもオブザーバ

ーとして出席いただいております。 

 それでは、金森委員長どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 事 

１． 前回議事録の確認について及び中期目標の議会での議決報告 

（金森委員長） 

 まずはじめに、前回委員会の議事録の確認を行います。内容は、事前に事務局から各委員へ送

付しご確認いただいており、ご指摘いただいた点を修正し、本日、資料１として配布いたしてお

ります。すでにホームページでも公開されておりますので、特にご意見がなければ、この内容で

確認いたしたいと存じます。 

 また、資料２、中期目標につきましては、この委員会での前回のご議論を踏まえた案を市議会

に提案され、去る３月 30日に議決を得たとのことでございます。 

 本日は、業務方法書及び中期計画のご議論をお願いすることとなります。 

 

２． 公立大学法人大阪市立大学の業務方法書について 



（金森委員長） 

 次に、公立大学法人大阪市立大学の業務方法書について、審議に入ります。まず、事務局から

資料についての説明をお願いします。 

（池田課長） 

 資料３－１、公立大学法人大阪市立大学の業務方法書ですが、本年４月１日付けで法人から認

可申請がありました。内容としては、第２条で業務の効率的かつ効果的な執行に努めること、第

３条で効率的な業務遂行や優れた成果が期待できる場合は法人の業務を法人以外の者に委託で

きること、第５条で契約を締結する場合は、一般競争を基本とし、やむをえない場合は指名競争

又は随意契約によることができること、を定めております。 

 資料３－２、大阪市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則につきまして、

業務方法書に定める事項については、業務委託の基準、競争入札その他契約に関する基本的事項

などとなっております。 

（金森委員長） 

 事務局からの資料の説明がありましたが、この業務方法書につきましては、現在ご提案いただ

いている内容で了解をいたしたいと存じますが、何かご意見はございませんでしょうか。 

（細見委員） 

概ね了解できる内容だとは思いますが、業務方法書の第５条に、契約に関する基本事項が記

載されており、本文から読み取れないことはないけれども、法人の契約業務に関する理念、基

本的な考え方、スタンス等をもっと具体的に明らかにしてほしいと思います。 

（金児理事長） 

契約に関する精神をすでに盛り込み、文章化していると私どもは理解しております。 

（吉川委員） 

金額だけではなしに、中身も大切であり、すべて金額が低ければよいというものではない。

実績や中身も考慮して契約することもしなければならない。第５条に指名競争、随意契約も行

えると明文化されているが、金額の低さだけでなく、中身を考慮した契約の場合、世間の非難

をあびている随意契約の形になってしまうのでしょうか。 

（岸野副理事長） 

一定の条件を付した指名競争入札による契約も行えるし、随意契約であっても事前に委員会

を設置し、議論することになっております。 

（京極経営企画監） 

一般競争入札が基本でありますが、契約の手法よりも、透明性、公平性が重要であり、随意

契約であっても不透明な運用は行わず、情報公開してまいります。 

（金児理事長） 

監査法人のコンペを行いましたが、委員会を設置し、そこでそれぞれの提案内容の質の確認

等の審査を行いました。 

（金森委員長） 

それでは、この業務方法書について、委員会として了解してまいりたいと存じます。 

 



３． 公立大学法人大阪市立大学の中期計画について 

（金森委員長） 

 続きまして、公立大学法人大阪市立大学の中期計画についての審議に入りたいと思います。 

 中期計画につきましては、すでに市議会での議決を得ております中期目標を達成するため、公

立大学法人が作成するものでございます。 

 中期計画の案につきましては、前回の委員会でもその概要について説明を受け、ご意見もいた

だいているところでございます。その後の検討の結果を含め、配布資料について、事務局から説

明をお願いします。 

（池田課長） 

 資料４、公立大学法人大阪市立大学中期計画をご覧ください。 

 前回委員会からの修正点ですが、132 行のオープンラーニング環境ですが、意味があいまいで

誤解を招くため、削除しております。 

 170 行のダブルライセンスにつきましても、意味があいまいで誤解を招くため、削除しており

ます。 

 207 行に女性研究者の支援を挿入し、第３次基本計画からの課題を明記しております。 

 502 行に研究・教育倫理綱領の策定を挿入しておりまして、特に研究倫理の確立が急務と考え

ております。 

 また、評価指標欄を新設しまして、数値的指標を例示しております。評価に際して、数値を大

学活動の評価指標として活用できると考えられるものについて、例示しております。これらの指

標について、データ集を作ることも必要だと考えております。目標数値を設定することが大学の

活性化に資すると考えられる項目については、積極的に目標値を明らかにして大学活動を進める

ことも検討していく必要があります。 

 資料４の後ろの方ですが、予算、収支計画、資金計画について、６年間の予算総額、収支の総

額、資金の総額を示しております。運営費交付金については、資料５に示しているように、平成

22年度までは年率４％程度の削減が行われることとなっております。 

 短期借入金の限度額につきまして、公立大学法人の場合、長期借入は設立団体である大阪市か

らしかできないこととなっておりますが、１年以内に返済する短期借入金は金融機関から借り入

れができるので、その限度額を定めております。 

 剰余金の使途につきまして、利益が生じた場合は、公立大学法人評価委員会の経営努力の認定

を経て、次年度以降の教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善に充てることができ

ます。 

 資料５ですが、参考に中期目標期間における法人の予算を示しております。 

 運営費交付金は、平成 22 年度までに平成 17 年度比 20％削減することとなっております。法

人としては、それに対応するため、人件費、物件費の相当の削減が必要であります。 

 ８学部・９研究科という総合大学としての基本の枠組みの再検討が迫られるぐらいのボリュー

ムであり、人件費削減の具体的な実施プランや学部・研究科の再編の考え方などを 18 年度中に

検討を進めることとしております。 

 資料６は、中期目標と中期計画（案）を対照させた参考資料になっております。 



 資料７ですが、一般広報用のパンフレットとして中期目標・中期計画（案）の概要を示してお

ります。 

 資料８ですが、一般広報用の資料として中期計画の主な項目と概要を示しておりまして、新規

項目について強調表示しております。また、18 年度から着手もしくは実施する項目を明示して

おります。 

 資料９ですが、一般広報用の資料として各学部・研究科の理念、人材育成の目標像、アドミッ

ション・ポリシーを示しております。 

 参考資料の６、大阪市における公立大学法人を担当する部署につきまして、４月１日に設置さ

れた大阪市側の組織とその役割を説明した資料であり、本評価委員会の事務局と法人に対する運

営費交付金等の予算の執行などを担当し、大学改革を引き続き支援する観点で活動することにな

ります。 

 参考資料の７、ですが、４月１日に発足した公立大学法人大阪市立大学の概要であり、役員名

簿、経営審議会の名簿、教育研究組織、事務組織の概要を示しております。定款に定めておりま

すように、役員には学外から任命する理事を含んでおります。 

 教育研究組織として教育推進本部、研究推進本部、地域貢献推進本部を置くとともに、役員会

直属の全学評価委員会、外部資金等獲得活用委員会を置くこととしております。 

 事務組織につきましても、法人運営本部、大学運営本部、医学部・附属病院運営本部に再編を

行っております。 

 説明は以上です。 

（金森委員長） 

 事務局からの資料の説明がございましたが、中期計画につきましては、本日、最終的な意見を

とりまとめたいと考えております。それでは、何かご意見はございませんでしょうか。 

（細見委員） 

４月に法人が発足したばかりのこの時点であまり細かいことまで指摘するというのはいかが

かとは思いますが、疑問点として、大阪市の市政改革とシステムも含め、どうリンクしている

のかがよく分かりません。配布されている資料により、組織が明らかになってますが、これか

ら具体的にどう展開していかれるのか。 

また、大学はこれから厳しい競争の時代に入っていきますが、それには広報のシステムが重要

になってきます。広報担当理事がいらっしゃるが、具体的にどのような効果を発揮していく体制

になっており、今年度はどのような成果を期待しているのか。 

また、今後は法人自身が自立していくべきだが、実施主体はどこが担うのか、そして、その機

能が発揮されるためにどのような体制になっているのでしょうか。 

（池田課長） 

 大阪市から独立した法人組織として活動を行い、意思決定の機関は理事長であります。それを

法人の役員で組織される役員会が法人としての活動を決定し、経営審議会については、役員と同

数の外部委員をいれ、法人の経営を審議していきます。この役員会と経営審議会が理事長を支え

る機関として法人を運営していくことになります。 

 また、法人の一番の仕事は大学の設置・運営であり、大学については、学長を２名の副学長が



サポートする仕組みになっており、その下に教育・研究・地域貢献の各推進本部が設置されてお

ります。 

（金森委員長） 

経営審議会の開催ペースはどの程度でしょうか。 

（池田課長） 

法人化後、４月 13日に開催しました。最低でも、年に２・３回は開催する必要があると、法

人側は考えているようであり、秋頃と年明けを予定しております。 

（金森委員長） 

役員会についてはどうでしょうか。 

（池田課長） 

随時行っていく予定です。 

（金児理事長） 

常勤の役員で一週間に一回のペースで行ってまいりたい。最初のご質問に戻りますが、市政

改革との関係では、大阪市の市政改革室が公立大学法人の監理部署となり、法人の業務実績評

価を行い、毎年度、議会へ報告することになります。 

（細見委員） 

法人の目標、計画をたてて、それに基づいて組織を動かし、そしてそれを達成する責任者は

理事長でありますが、これらの組織を動かし、目標を達成するのは並大抵のことではないと思

います。どのような活動方法をとっていかれるのでしょうか。 

（金児理事長） 

従来から大学には様々な事業・活動を行う各種の委員会が存在し、大学の運営がなされてき

ております。法人化後も基本的にはそれらの委員会が計画の実施を主体的に行っていくことに

変わりは無いと考えております。また、事務組織として各課が設置されていますが、今後は職

員も各種委員会の正規メンバーに入り、活動していくようにしてまいります。既存の委員会で

全体の８割の活動は対応できると考えていますが、教育・研究倫理、臓器移植に関することな

ど、広い意味でのコンプライアンス関係は新たに委員会を設置し、対応していく必要があると

考えております。 

また、広報活動については、これまで本学は控えめな対応でありましたが、今後は広報活動に

力をいれていきたいと考えております。土井理事に新たに広報を担当していただきますが、先立

つものが必要であり、そのために学長裁量経費を活用し、広報活動に利用してまいりたいと考え

て考えております。 

（西田委員） 

予算・計画が確定後の実施をどのように行うかが重要です。参考までに、当社では毎月、経

営会議を行い会社の方針等を決定し、それを取締役会で承認するという形をとっております。

法人化後、これまで以上に採算性が厳しく求められ、あるレベル以下の権限は各部長に移譲す

るなど、フレキシブルに対応していくべきだと思います。 

（金森委員長） 

各委員会、教育・研究の推進本部が設置されているとのことですが、以前の評議会である教



育研究評議会の位置づけ・役割がこれまでとは違ってくるようですが。 

（金児理事長） 

以前の評議会とは違う評議会のあり方をどう形づくっていくかが課題でありますが、法人が

発足し、研究科長は法人経営を担う立場ではないですし、教育研究評議会は教育・研究・地域

貢献について担当するというその辺りの意識改革は徐々になされてきております。ただ、教員

の人事については、今後も緊張をはらんだやりとりが続いていくと思われます。 

さらに、従来の各種委員会を各推進本部に集約し、一元化を図り、組織を動かしてまいりたい。

それは、法人を運営していきながら、この半年の間に試行錯誤しながら十分な体制を整えてまい

りたいと考えております。 

（細見委員） 

いろいろとご説明いただいたが、他大学に比べ、認識が甘いのではないかと思います。市大

の強みは何なのか、改めて考え直し、市大ブランドを構築するということが重要になってきま

す。そのためには、市役所との連携を最大限に活用することが大事であり、また、市政、科学

等の各記者クラブとも連携し、情報の発信等にうまく利用することが重要です。広報について

も、今後はお金よりも知恵を出すということが大事で、スピード感をもって、トップダウンで

すすめていっていただきたい。 

また、教育研究評議会が、市大ブランドの構築に関して、非常に重要な役割を果たすと考えら 

れますので、知恵を出して、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。 

（栗原委員） 

予算の関係で伺いたいのですが、６年間の収支計画の資料を見てみると、長期借入金収入が

48億円で、償還金が 27億円予定されており、詳細な資料で確認すると、附属病院の長期借入金

収入が 48億円で、施設整備費についても 48億円が計上されてます。年度別では平成 18年度に

18億円が計上されており、19年度以降は毎年６億円が予定されている。毎年、施設の維持管理

費として経常的に必要であり、18 年度は何か大きな施設整備が予定されているということだと

思われるが、この点について説明していただきたい。 

また、償還については、平成 20年度から償還が予定され、最終的に 27億円を償還する計画に

ついて、見通しに疑問があります。附属病院収入については今後、診療報酬が毎年増えていくと

いう予想は数値の根拠がなく、その増収に基づく償還計画は見通しが甘いのではないでしょうか。 

（池田課長） 

償還については、償還計画をたてて、中期計画の６年間では償還しきれないので、10年ほど 

の期間で返還していきます。 

予算については、６年間で 20億円の収支改善を図るという計画であり、病院側で工夫し、増 

収策を考え精査した結果であり、全体的に６年間でほぼ達成しうると考えております。 

また、18年度の施設整備費 18億円については、電子カルテ等の医療機器整備が予定されてい

るためでありまして、維持管理に毎年６億円程度かかる予定になっております。機器の整備は

日々の診療収入では賄えないので、大阪市から借り入れする形をとっております。 

（栗原委員） 

毎年度、経費を削減していく計画は評価できると思いますが、患者数の増など、収入を増や



していく方策・見込みはあるのでしょうか。 

（根来部長） 

診療報酬が期待できないというのは事実ですが、病院長を中心に病院で検討し、例えば治験や 

救急救命など、診療報酬以外も含めた病院収益の向上を５年間で５億円程度は確保していきたい

という目標値をたてております。 

（上野谷委員） 

公立大学は、私学と従来の国立大学の狭間にあり、市立大学は公立大学の良さが活かされる

ような法人化を目指されたのだと思う。従来から市大の良さ、ブランドは「人」であると考え

ております。従来から市大は効果的に経済界や研究教育界に非常に高い率で優秀な人材を輩出

しています。私学はたしかにプロ野球選手や優秀な学者など、多数輩出しているが、率からい

くと、非常に少ない。市大は大学院を修了した方の研究者になる率や国家試験合格率が非常に

高い。私学ではなかなかできることではない。公立大学は少数であるので、ブランドがつくり

にくい仕組みになっているのは確かです。その際、広報が一番大事ですが、外部への広報だけ

でなく、内部広報も重視し、教職員が情報を共有し、意識を高めていかないといけないと思い

ます。 

また、国立、私立では研究支援が非常に充実しているが、この分野が弱いと、他大学に負け

てしまいます。市大の研究支援に対する体制はどのようになっているのでしょうか。 

（西川部長） 

広報については、市政改革室を通じて各記者クラブへ情報を流していきます。教育・研究成

果の公表については、シーズ集を作成しており、理系だけでなく文系も表しております。また、

ホームページを全面的に改めていろいろな情報を発信し、経済界にもＰＲしてまいります。 

様々な環境を整えながら、ＰＲに努めていきたいと考えておりますが、目玉としては市大広報 

にも掲載しておりますが、特に、４月から都市研究プラザを開設し、大阪市の抱える様々な問題

や文化・芸術についても取り扱ってまいります。 

また、杉本町駅周辺の整備についても、地域と連携してＪＲに働きかけを行ってまいります。 

（上野谷委員） 

入学式をライヴでネットで流しているところもあります。宣伝ではなく、サービスの一環と

してで、そういう時代に私学は入っている。他大学の動向も含め、今後の広報のあり方は、そ

れこそトップダウンでやっていけると思います。 

（金森委員長） 

各界で活躍している卒業生が多いので、利用していくべきです。 

（細見委員） 

広報の方法ですが、例えば理学部附属植物園などの大学の施設ツアーといった、外部に大学

の施設を開放することにより評価が高まるということも考えられ、そういう手法もあると思い

ます。 

（白幡委員） 

中期計画全体をみて、私の印象では、外部からの要望として数値的なものを意識しすぎてい

るように思います。分りやすい数値的なデータを外部から求められているのを気にしすぎてい



るのではないでしょうか。 

大学の役割・価値とは何かを考える必要があります。語学にしても、駅前留学と単純に比較す 

るのではないし、医学部附属病院は、医療法人と違い、収益が多いほど優秀な病院というわけで

はない。医療法人とは違う意味があります。長期的に支持される大学を目指していかなければな

らないと思います。 

外からの要望に拙速に応えるのでなく、数値にしばられないで、大学の役割・価値を見出して 

ほしい。一歩一歩着実にすすめていっていただきたい。 

また、中期目標に関して、議会での質疑があったのなら、内容を教えてほしいのですが。 

（吉川委員） 

中期計画では、病院で 19年度から電子カルテ等の情報システムの整備を行うとあるが、施設

整備費は 18年度に計上している点について、説明してほしい。 

（根来部長） 

18 年度までに 18億円を予算化・開発し、19年度から実施していきます。 

（吉川委員） 

中期計画に裁量経費の体制等具体的に盛り込まないのですか。 

（金児理事長） 

従来より、大学の特色ある研究として、重点研究・都市問題研究・新産業創生研究の３つの

体制を設け、配分を行ってきております。体制はすでに構築されております。 

（池田課長） 

議会での質疑の件ですが、中期目標に関して、学生のキャリア形成支援、教員不足に関する

大学の役割、長期的な視点に立ったものや、また、理事長が学長を兼ねる件について、そのサ

ポート体制に関する質疑がありました。 

（金森委員長） 

競争的研究資金、外部資金の獲得について、今後の方針等を説明してほしい。 

（金児理事長） 

全教員に科学研究費補助金の申請を義務として促していきたいと考えております。本学は他大

学に比べ共同研究が少なく、新産業の創生に結びつきにくい状況です。今後は企業への働きかけ

を強化していきたいと考えております。市の厳しい財政状況の中で、これまで以上に外部資金の

獲得について教職員が意識をもって努力してまいります。 

（細見委員） 

中期計画の中で、附属病院に関する事項も盛り込まれていますが、全体的に目立たない感があり

ます。その中で近年、女性の学生が非常に増えてきている一方、女性教員が不足しております。女

性の参画、女性研究者の育成が非常に大事になっており、それをやってこそ市大の特性、ブランド

につながるのではないでしょうか。独自の目標像をたててほしいと思います。 
（原理事） 
附属病院では、保育所の設置や産休制度の整備、また、職場復帰後の問題等、働きやすい環境の

構築を検討中であります。 

（金森委員長） 



運営費交付金が年４％削減というのは、大きな影響があると考えられますが。 

（金児理事長） 

他の公立大学と比べ、本学は自ら手を挙げ法人化を選択している経過があります。市の財政状

況や方針等に基づいた運営を心がけていかねばならず、そのためには外部資金の獲得や特任教授、

短時間雇用制度といった多様な任用制度を活用していかなければならないと考えております。教

員・職員一律 20％の削減ではなく、事務のアウトソーシングといった工夫を行い、対応してま

いります。 

また、理系の研究・教育は非常に経費がかかるので、文系４学部の学生定数を増やすことによ 

り安定的な収入の確保についても検討課題と考えておりますが、少人数教育が本学の特色であり、

本学の学生の満足度はベスト５に入り、図書館利用度は全国一であることがベネッセコーポレー

ションの調査で証明されております。したがって、学生の満足度は少人数教育によるところが非

常に大きいと思われるので、あまり学生定数を増やし、少人数教育を破壊してしまうのもいかが

かと思われます。 

 いずれにしましても、学部・研究科の統合、再編が差し迫った課題であると考えており、本学

は商学部・経済学部・創造都市研究科と経済系がかなり多いので、すでに商学部・経済学部には

学部での議論を依頼しており、その他の理学部・工学部の間にも一部内容が重複する学科等もあ

るのでそれらも合わせて、今後さらに検討してまいりたいと考えております。 

（金森委員長） 

それでは、この中期計画案の内容につきまして、委員会として了解をいたしたいと存じます。 

（細見委員） 

ところで、評価委員会の役割というものがあると思いますが、もう少し早く資料等をいただ

かないと、意見が反映されるものもあるが、反映されないものもあるのではないでしょうか。 

（金森委員長） 

法人の方で、役員会、経営審議会等が行われてから、我々は大阪市側の委員会として、法人の 

方針等に意見を述べる役割です。ただ、法人が発足したばかりであり、まだ具体的に指摘する

などの段階にないことは確かだが、今後はもう少し早めに資料等をいただけるようにしていた

だきたい。 

（細見委員） 

評価委員会を活用していただくために、事務局の方も対応していただきたい。 

（上野谷委員） 

第三者評価の機関はもう決まっているのですか。 

（金児理事長） 

まだ最終的に決定していませんが、おそらく大学基準協会の方向で検討するものと思います。 

（金森委員長） 

我々評価委員会が評価を行う際には、それらの認証評価機関の評価を踏まえることになって

おります。 

（池田課長） 

法律では７年に１回受けることになっております。市立大学は平成 10年に大学基準協会の評 



価を受けており、ちょうど去年あたりが節目でしたが、法人化ということもあり、法人化後に

評価を受けることとしております。評価の対象としては、法人化前の 17年度あたりから評価の

対象とし、期間の真ん中あたりで評価を受けたいと考えております。具体的には認証評価機関

とも相談しながら決めてまいりたいと考えております。法律では７年ですが、中期目標期間の

６年の間に必ず１度は評価を受けることを中期計画に盛り込んでおります。 

 

４． 公立大学法人大阪市立大学の役員の報酬等の基準について 

（金森委員長） 

すでに各委員に送付されております、公立大学法人大阪市立大学の役員の報酬等の基準につき

ましては、事前に委員の皆さんに取り扱いについてのご意見もいただいておりますように、本委

員会としては特に意見を申し出ることはしないことといたします。 

 

閉 会 

（金森委員長） 

 本日は、限られた時間の中での審議ですので、各委員におかれては、この委員会終了後におい

てもお気づきになられた点があれば、事務局までメールやＦＡＸでご意見をお寄せいただければ

と存じます。 

 なお、次回委員会につきましては、10月頃を予定しております。 

公立大学法人の評価について、具体的にどう進めていくのか、ご審議いただきたいと考えてお

ります。 

日程につきましては、後日事務局から調整したうえで、お知らせいたします。 

本日は長時間、お疲れ様でございました。これをもちまして、委員会を閉会いたします。 


