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平成 18 年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 
 
日 時  平成 18 年 10 月 26 日（木）午後２時から午後３時 45 分 
 
場 所  大阪市役所Ｐ１階会議室 
 
出席者  【委員】 
     金森委員長、上野谷委員、吉川委員、栗原委員、西田委員、細見委員 
     【大阪市】 
     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 
 
 
開 会 
（石原部長） 
 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 18 年度第２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。 
 私は本日の司会を務めます、大阪市市政改革室の公立大学法人等担当部長の石原でございます。 
 初めに、京極経営企画監兼市政改革室長からごあいさつ申し上げます。 
（京極経営企画監） 
 市長がミラノへ出張されてますので、代わって私の方からごあいさつを申し上げます。 
 本日は、お忙しい中、本委員会にご出席いただきまして、また常々、大阪市政に格別のお力添

えを賜りまして、心から厚くお礼申し上げます。 
 大阪市立大学は、本年４月１日をもって独立法人化して約半年が経過してきたところでござい

ます。私ども設置者といたしましては、市立大学には今後、基本的な学問の教育・研究はもちろ

んのこと、文化、芸術、産業、技術などに関する知恵を次世代に伝え発展させるとともに、人を

つくり、知恵を出すという大きな役割を果たしていくことを期待しているところでございます。 
 そういった中で、いわゆる市立の大学から独立法人化したというところで、今、まさに動いて

いるという状態の中であるにも関わらず、大阪市といたしましては、ご存知のように行財政とも

に極めて大きな危機に直面している中で、市政のあらゆる分野において事務事業の見直しをはじ

めとして、市民の信頼回復を最優先に抜本的な改革に取り組んでいるところでございまして、結

果として地方独立行政法人となった大学に関しましても、経営の効率化などご苦労もかけている

ところでございます。また、大学自身としても、今後、どういった方向性で具体的な成果を出し

ていくのかということが、広く課題として問われているところでございまして、本日は今後の大

学の評価等につきまして、進め方につきましても皆様方の知恵も拝借して進めてまいりたいと考

えております。そういった中で、大阪市民の誇りとなる、誇りとする大学となりますよう、我々

も設置者として力を尽くしてまいりますので、どうか忌憚のないご意見を賜りますようお願い申

し上げます。どうぞよろしくお願いします。 
（石原部長） 
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 それでは、金森委員長、よろしくお願いします。 
 
議 事 
（金森委員長） 
 それでは、始めさせていただきます。今日は白幡委員がご所用のためご欠席でございますが、

案件についてはご意見もいただいておりまして、後ほど紹介させていただきます。 
 
（１） 大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱の改正について 
（金森委員長） 
 はじめに、各委員にも送付されておりますけれども、18 ページの参考資料２のとおり、大阪市

公立大学法人評価委員会運営要綱が改正されまして、前回の委員会から会議録として公開される

こととなっております。前回の会議録につきましては、事前に事務局から各委員に送付し、ご確

認を行っておりますので、その通りとさせていただきたいと思います。 
 
（２） 大阪市公立大学法人評価委員会の役割及び今後の進め方について 
（金森委員長） 
 本日の議題は２つに分かれておりまして、公立大学法人大阪市立大学に対する各年度終了時の

評価をどのようにするかという、基本的な考え方を議論します。ただし、結論までには今日は至

りません。それから、次は剰余金の繰越で、後で説明がございますけれども、公立大学法人にな

りましたので、剰余金が出てまいりましたら、それの繰越に関する承認の考え方をご議論いただ

くということになっております。 
 では、その前に事務局から本評価委員会の役割とスケジュールについて、ご説明をお願いしま

す。 
（柄池課長） 
 事務局を担当しております柄池でございます。よろしくお願いいたします。まず本日、お配り

しております資料でございますが、配席表、それから本委員会の審議資料の冊子、平成 18 年度年

度計画実施状況等調査についてというものが１枚、それと 18 年度の年度計画の４種類をお配りさ

せていただいております。 
 それでは本委員会の役割・今後のスケジュールについて簡単に説明させていただきます。 
 本委員会につきましては、資料の 16 ページにございますように、１の①各事業年度の業務実績

の評価を行うことが役割の１つとなっておりまして、今回につきましてはその評価の方法につい

て、検討していただきます、第１回目としまして、各年度終了時の評価の考え方、アウトライン

について、ご議論をお願いしたいと考えております。 
 また、同じページの２の⑤にございますように、各年度の損益計算後の残余の額を「剰余金の

使途」として充当することについて、本市が承認するにあたりまして、本委員会の意見を聴かな

ければならないということになってございますので、その承認の考え方についてご議論をお願い

したいと考えております。 
 本日の議題としましては、以上の２点でございます。よろしくお願いいたします。 
 次に、17 ページでございますが、今後の進め方を記載しております。今回、18 年 10 月に業務
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実績評価方法の検討として、ご議論をいただいた内容を踏まえまして、翌 19 年１月頃に予定して

おります、次回の委員会におきまして、とりまとめを行ってまいりたいと考えております。19 年

度は６月頃の委員会で、業務実績評価を行いますとともに、剰余金の繰越の承認にかかるご意見

をいただきたいと考えておりまして、その後の予定につきましては、記載のとおりでございます。

以上でございます。 
 
（３） 各年度終了時の評価の考え方及び業務実績報告書について 
（金森委員長） 
 それでは、各年度終了時の評価の考え方について、審議に入りたいと思いますが、まず、事務

局から資料についての説明をお願いします。 
（柄池課長） 
 まずはじめに、先般お届けしました資料でございますが、修正すべき箇所がございましたので、

本日配布させていただいております資料におきまして、修正させていただいております。資料１

ページの１の（４）の１行目でございますが、「その特性に配慮し」とあります、「その」という

部分ですが、「その」が何を指すのか分かりにくいというご指摘がございまして、「それぞれの特

性に配慮し」というふうに修正させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
 それでは、資料の１ページでございますが、本市におけます公立大学法人の各年度終了時の評

価の考え方（案）を示しております。４ページでございますが、参考といたしまして、国立大学

及び他の公立大学法人に対する評価の考え方をまとめたものを添付しております。全体といたし

まして、国立や他の公立大学法人に対する評価の考え方に準拠したものとなってございます。評

価の基本方針でございますが、、１の（１）から（４）まで、同じく国立や他の公立大学法人の場

合と同様の趣旨としております。また、１の（４）でございますが、教育・研究に関する事項に

ついては、次の２の（１）⑤の下にもただし書きとして記載しておりますが、３ページに添付し

ております、地方独立行政法人法におきまして、認証評価機関の評価を踏まえることと規定され

ておりますのを受けまして、国や他都市と同様、専門的な評価はこの認証評価機関の評価に委ね

ることといたしまして、年度ごとには専門的な評価は行わず、外形的な進行状況の確認を行うこ

とといたしております。 
 次に１ページ、２の評価方法でございますが、これも国と同様に項目別と全体と２系統で評価

するということにしております。項目別評価といたしましては、①から⑤に掲げております大項

目について、進捗状況の確認と評価を行います。ただし、①の教育・研究に関する事項につきま

しては、先ほど申し上げましたように、外形的な進行状況の確認にとどめるとしております。 
 次に評価についてでございますが、教育・研究・地域貢献の活性化、業務運営の改善等に資す

るよう、簡潔な表現で示しますとともに、必要に応じて理由等を付すということを基本としたい

と考えております。これは直接的でストレートな数値指標によらない方が好ましいのではないか

と考えたことによるものでございます。表現の記述例につきましては、１ページから２ページに

かけまして、例えば、ということで、四角で囲った部分において、例示しております。 
 それから、２ページの４、評価の進め方で、手続き的なことでございますが、法人から業務実

績報告書と自己点検・自己評価報告書を提出いただきまして、評価委員会はそれに基づいて、年

度計画の実施状況の確認、評価を行いまして、その結果を法人に通知するとともに、市長に報告
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することとしております。 
 最後に、５のスケジュールでございますが、現段階といたしましては、５に記載しているよう

なスケジュールを考えております。 
 続きまして、業務実績報告書の書式でございますが、５ページから８ページのような形で現在

検討しておるところでございます。内容といたしましては、法人から大学の概要や全体の状況を

記載していただきまして、年度計画の各項目ごとに実施状況や 18 年度末の現況・課題、自己評価

を記載して提出していただきます。それに基づきまして、本評価委員会が評価を行います。法人

の評価と相違する場合など、必要に応じて理由等を示すということにしております。以上でござ

います。 
（金森委員長） 
 ただいま、事務局から資料の説明がございました。これに基づきまして、評価を実施するに当

たっての基本方針というのを今日、決めていただきたいと思いますが、具体的なことは今後、説

明のあった趣旨の報告書が大学から出てきて、それに基づいて行うわけです。そういうことで、

最初はご自由にご質問なりご意見を伺いたいと思います。 
なお、白幡委員からは、先にご紹介するのはどうかと思いますけれども、ご紹介しておきます

と、先ほどの説明を別に引用しているわけではございませんが、評価の表現方法というのは、数

値のように、つまり、５点とか４点とかそういうような点数をつけない、ストレートでない方が

よい。ここでもそういうような案がでてるわけでございますけれども、数値指標のようにストレ

ートでない方がよい。また、だいたい教育・研究の評価というのは数値指標になじまないもので、

質については数値指標で示せるような平面的なものではなく、立体的に。立体的という意味がよ

く分からないんですけれども、立体的に評価すべきであると、２点のご意見をいただいておりま

す。そういうことで、白幡委員はこのような簡潔であるけれども数値的でない評価がよいという

ご意見でございます。 
 それから、また、教育・研究の外部の評価につきましては、先ほどから説明がございましたが、

認証評価機関の評価を踏まえるとなっておりまして、この認証評価機関は学位授与機構の方にす

るわけですか。まだ決まっていないかも分かりませんが。 
（石原部長） 
 最終決定はいたしておりませんが、その方向で検討されております。 
（金森委員長） 
 そちらで教育・研究の審査を受けられるわけですけれども、我々はそれを踏まえて評価するこ

とが法律に定められておりますので、現段階では外形的な評価をするだけとなります。分かりに

くいことでございますけれども、ご質問、ご意見どちらでも結構です。 
（細見委員） 
 ちょっと見当違いかも分かりませんけれども、１つは評価の考え方ということで、新しい組織

になって、それの評価の考え方ということで、今日の議論とそれから何回かの議論で、正式なと

いうことはないんでしょうけれども、案として出るわけですよね。 
（金森委員長） 
 今日、だいたいご意見まとまれば、まず大学からどういう書類を出してもらって、それに基づ

いてどう評価するか、ということです。 
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（細見委員） 
 では、評価の考え方、基本的な考え方とか、そういうのは文案として、文書として確定するん

ですね。確定させる作業なんですね。そうではないんですか。 
（金森委員長） 
 大学もこういう業務実績報告書を出していただいて、それについて我々はこういう方針、方法

で評価しますと、そういうことをします。 
（細見委員） 
 分かりました。それでは表記の仕方とかそういうことにも関わると思うんですけれども、評価

の基本方針ということで、①・②・③・④、それから国の方は⑤という形で法人を取り巻く諸事

情を考慮すると、５つ書いてあって、事務局の説明では、それを見ながら（１）から（４）まで、

こういう形で一応書いてみた、ということでいいんですね。そうすると、白幡先生の意見とまた

真っ二つになるかも分かりませんけれども、１の基本方針の（４）、それからもう一つ、評価方法

のただし書き以下ですね、教育・研究に関する事項については、という具合に取り出されている

んですけれども、これは今までの評価の歴史的な経緯もあって、こういう文案があるというのは

分かってるんですけれども、それを超えて、それは当然のことであるけれども、しかし、どうい

うように教育・研究についての評価をしていくのか、というそういう考え方はできないんでしょ

うか。 
（金森委員長） 
 法律で決まってありますので、大前提で。それは資料１の３ページを読むと、地方独立行政法

人法第 79 条、そこに認証評価機関の評価を踏まえると規定されています。先ほどの説明では、こ

れは学位授与機構の評価ということになりますけれども、その評価がまだ出ていない前に、我々

が先に評価は出来ないわけです。 
（細見委員） 
 認証評価機関の評価を踏まえるというのは当然ですけれども、委員会としての教育・研究に対

する評価は行わないんですか。 
（金森委員長） 
 認証評価機関による評価を毎年受けられるわけではないので、教育・研究についての専門的評

価はそちらに任せるということは法律で決められていて、我々は、それについては踏み込まない

ということです。 
（細見委員） 
 教育・研究に関しても、外部の評価もいれながら、どのようにやられておるのかということは、

当然、委員会として評価すべきではないんでしょうか。 
（金森委員長） 
 毎年、そういう評価をいちいち大学に注文するというのは、いろんな議論、背景があるんです

けれども、大学には大学の自治、学問の自由というものがあるわけですから、大学の自由な裁量

ですすめていってもらったらいいんですけれども、それをまず、認証評価機関である学位授与機

構や大学基準協会で教育・研究を精査されて、第三者としての意見を聞いてもらう。ただ、我々

はその評価が妥当であるかどうかはもちろん議論していいんですけれども。その認証評価機関に
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よる評価が出てこない前は、大学の教育・研究に注文をつけるということは、我々は避けるべき

だという考え方であります。そういう意味で毎年注文をつけるということは行わず、法律に定め

られている以上、それを踏み越えていくことはしないというのが基本方針です。 
（吉川委員） 
 評価方法のただし書きの外形的な進行状況の確認を行うにとどめるというところですが、例え

ば、私どもの滋賀医科大学で指摘されたのは、修士課程の学生定員が基準の 85％に満たなかった。

84％だったんですが、それはだめだというふうに言われて、交付金が預かり金にされてるわけな

んです。そういうこととか、例えば、例年に比べて就職率が悪かったとかですね。そういう外形

的な評価はこの委員会で行うんですね。 
（金森委員長） 
 当然の事実ですからね。 
（吉川委員） 
 そういうことは行っていき、研究の質や教育の成果なんかはそういう専門の機関に任すという

ことですね。全然何も評価しないということではなく、外形的なことは評価していくということ

ですね。 
（金森委員長） 
 そうですね。改善の努力をされているのかどうかというようなことは当然ということです。で

すけど、それ自体について、こうしたらどうかというようなことについては、もうちょっと長い

スパンで考えたいと思います。 
（上野谷委員） 
 評価には、自己評価がありますよね。そして大学の事業というのは単年度でできるものではな

いので、今おっしゃったように、単年度で外形的に分かることと、分野によって違いますけれど

も、研究のサイクルとして５年とか７年とか、長いもので 20 年から 30 年の蓄積が必要になって

くるものもあります。 
認証評価機関による評価を受けるのは７年に１回でしたでしょうか、５年でしたでしょうか。 

（石原部長） 
 法律上は７年に１回です。 
（上野谷委員） 
 だいたい学部学生は４年で卒業されて、修士過程に進まれる方は６年で、市大の場合は大学院

大学ですから、どちらかというと６年スパンですね。その中で入学された学生さんが、７年間の

投資によってどう変わられたのかという１つの考え方ですよね。５年がいいのか７年がいいのか、

何年か、というのはかなり議論された結果、法律として出てきてますので、それは尊重していか

ないといけないと思いますし、妥当だと思います。 
 また、自己評価は毎年、先生方はその年の研究業績等について、かなりの作業量ですが、頑張

って作っておられるし、ホームページとかでも公開されてます。もちろん、その公開の仕方がど

うなのかという問題もありますが、ただ、次は仲間で、仲間内のピアレビュー審査を学部間でお

やりになったりすることもありますし、他大学の先生方で、そういうトレーニングを受けた方た

ちによる評価もあります。かなり細かく見られたうえで評価をされるんですけれども、実際３日・

４日泊りがけでいらして、かなりの詳しいことを評価されたり、実際に授業までご覧になられた
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り、かなり厳しいです。同志社も今年、社会学部があたりまして、かなり厳しい評価がありまし

たが、すごく丁寧で専門的な評価です。 
 私は、先ほども先生おっしゃいましたように、教育・研究の中身の評価は専門的にやっていた

だかないといけないものですので、ここではやっぱり、毎年の分が７年間に耐えうるような方向

であるのかどうかの外形的な方向付けみたいなのは、委員会としてはチェックする責任はあるの

でしょうから、財務の問題とか、業務の運営とかは報告なさって、それを見る視点も課題かも分

かりませんが、この委員会でやっていきたいと、私はそういう理解でいます。言っていることが

ずれているかも分かりませんが。 
（細見委員） 
 それはよく分かるんですけれども、表現の仕方が、教育・研究に関する事項については、それ

ぞれの特性に配慮するとして、認証評価機関による評価を踏まえ、外形的な進行状況の確認を行

うと、そういう表現に違和感を感じます。 
（金森委員長） 
 この委員会による評価は、そういう認証評価機関から評価が出てきたときは、それを踏まえて

評価を行い、出てこない時にはそういう評価は行わないということです。 
（上野谷委員） 
 ただ、こういう評価委員会を置かれて、大学独自で毎年、外形的にしろ、評価を受けていると

いうことは学位授与機構が評価をなさるときには大きなポイントになりますね。 
（細見委員） 
 外形的な進行状況の確認を行うにとどめるという表現が非常に消極的な表現なんですよね。実

質的にはそうなんでしょうけれども、表現としてどうもすっきりしない。教育・研究の中身には

踏み込まないというのは当然のことでよく分かるんですけれども、しかし、こういう形で教育・

研究の評価に関わるんですよということは表すべきではないかなと思います。 
（上野谷委員） 
 基本的には、外形的な進行状況の確認以外は我々にはできません。大学の自治がありますし、

例えば、社会科学分野の人から自然科学分野を見たときに、外形的なことで、３年もかかってる

のに、研究業績出ないとか、そういうのは見えるんですよ。でもその中身がどうかという議論は、

その分野の方でないとできないことです。それは評価の難しさで、してはいけないこと、踏み込

んではいけないことに対しては、研究者は相互に批判はいたしますけれども、謙虚であるべきだ

と思っております。それができると言った途端に、学問の自由・自治は壊されていきます。そう

いう意味では非常に消極的に見えるようですが、これは逆説的な意味では非常に積極的だと私は

思っております。 
（吉川委員） 
 とどめるという文言が消極的すぎるのではないかということですね。 
（細見委員） 
 当然、教育とか研究に対するオリジナリティとか、そういう意味合いというのはよく分かって

るんですよ。しかし世間はその教育・研究活動が、どのように社会に役立っているのかとか、あ

るいはどれぐらい進んでいるのかということは知りたいわけです。 
（金森委員長） 
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 それは教育・研究そのものとは別の角度からの意見になるのかと思いますが、地域貢献の活性

化という点について、さらにもっと努力してほしいと、そういうことを我々の意見として述べる

ことはできると思います。ただ、教育・研究の中身から出発して、そういう議論をするというの

は難しいと思います。 
（上野谷委員） 
 例えば、手術を何件されたとか、そういうのはデータとして出てくるんですよ、情報公開に関

わることですから。そういう外形的な事項は評価の対象になりますので。 
（金森委員長） 
 ご意見を述べられるのを制限しているわけではないので、率直なご意見を聞かせてください。

評価に関することで、ここが少しおかしいのではないかというご意見があれば当然、正式な評価

以外にも付帯事項として、意見を伝えることもできるわけでして、そういうことまで委員会の役

割ですから。 
 それから、認証評価機関は学位授与機構にされるようですけれども、これまで評価をする側と

される側で意見の食い違いがあったり、いろいろと不満や問題もあるでしょうけれども、もしそ

ういう評価結果が出れば、我々としても公平に見て、少なくとも意見を付け加える必要があると

考えております。 
（吉川委員） 
 質問ですが、国立大学でも評価委員会があって、評価委員会の評価結果が公表されますけれど

も、公表前に、我々国立大学法人が事前に意見を述べる機会がありまして、意見を述べて、その

意見も一緒に公表してくれるんですけれども、その意見が向こうの評価委員会が取り入れるよう

なものならば、評価委員会はそれを取り入れてくれる。また、それは絶対に譲れない、というも

のがあれば意見交換の場があるんですが、この公立大学法人評価委員会でもそういう方法をとる

んでしょうか。 
（金森委員長） 
 そこまではまだ決めていませんが、実際に業務実績評価等を行う際に、大学からこういう実績

報告書が出て、我々が評価する時に、先生おっしゃったように、反論というか、そういう機会を

許したうえで、公表するべきでないかと考えております。 
 私も実際に審査を受ける側になったこともございますけれども、非常に不当な審査をされたと

思うこともございますし、審査をする側も大変だと思いますけれども、すごく公平にやらないと

いけないと思っております。 
 今、吉川先生おっしゃった手続き、公表をどうするかは、次の委員会できちんと議論、検討い

ただくことにいたします。 
いろいろとご議論をいただきましてありがとうございます。評価をこのような簡潔な表現にさ

せて、必要に応じて理由を付し、数値的な表現を行わないという、こういう方式でよろしいかと

思っておりますけれども、いかがでしょうか。 
実は私はセンター・オブ・エクセレンス、ＣＯＥ（２１世紀ＣＯＥプログラム。我が国の大学

に世界最高水準の研究教育拠点を形成し、研究水準の向上と世界をリードする創造的な人材育成

を図るため重点的な支援を行い、もって国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを

目的とする文部科学省のプログラム）については評価の中心になっておりまして、勝手に評価結
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果を受けた側はＡＢＣＤと訳して、つけた覚えのないＳという勝手に最高級まで作ってるところ

もありまして、困ったこともございました。新聞記者発表するときには、説明しやすい、分かり

やすいということもあるんでしょうが、迷惑したことがございます。 
今回の案は必要に応じて理由を付すということもありますし、示されております内容でよろし

いでしょうか。 
（細見委員） 
 ところで、大学の評価というのは評価機関なんかに、求めて評価を受けるというものなんです

よね。トリプルＡだとか、いろいろありますよね。あれは民間の評価ですか、格付けは。 
（金森委員長） 
 法律ができる前は、大学基準協会なんかに求めて評価をもらってたんです。 
（吉川委員） 
 トリプルＡなんかは財務体質のことです。 
（細見委員） 
 慶応とかいろいろやってますよね。同志社もやってますよね。あれは民間の格付け機関なんで

すね、財務を見る。ただ一般的に、うちはトリプルＡですっていうことが受験生とか、一般に大

きな評価基準になってるわけです。そうすると、市大はどうだ、ということになったらどうなん

ですか。市大はその土俵にはあがってないということですか。 
（上野谷委員） 
 同志社は民間の企業体ですから、土台が違うということです。同志社は土地をたくさん持って

ますからね。市大はあまり土地がありませんから。 
（細見委員） 
 そうしたら、それは評価以前の問題ということですね。 
（金森委員長） 
 この委員会の評価とは全く無縁のことです。この委員会の評価は一般的な参考にしてもらって

いいんですけど。 
（細見委員） 
 それはそうですけど、数値でなかったら、誰も気が付かないでしょ。 
（金森委員長） 
 我々の評価結果を勝手にＡとかＢとか訳されるようなことはあるでしょうけれども。 
（吉川委員） 
 必ずすると思いますよ。公立大学法人を全部、横浜とか大阪とかを並べて、必ず４・３・２・

１と。それで、横浜市立大学は、大阪市立大学はこうだとかいうような比較は必ずされます。 
（上野谷委員） 
 大学の中でいろいろなことに数値化はするんですよ。あの学部は４もらえた、ここは２.６だっ

たとか、この研究科は２.２だから、学内の中の予算配分を変えろであるとか。評価には必ずそれ

はつきもので、私は評価そのものはいいとは思いますけれども、みんなが成熟していない状況で

評価すると、ものすごく恐ろしいことが現に起こっております。 
（金森委員長） 
 もし悪い評価を下されたときに、学長としてその部分へ予算をつぎ込んで良くしないといけな
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いというのが当然なんですけれども、そうではなくて、悪いから減らすという手続きをするのは、

大きな間違いだと思います。 
（上野谷委員） 
 その場合、社会がどれぐらい成熟しているかによって、評価結果が生きるもダメにもなるので、

今の状況からすると、あまり成熟しているとは考えられませんので、評価の数値化にはかなり反

対です。成熟した社会での評価の数値化というのは生きてきますけれども。 
 大学の教員の中でも、それこそ０.１が意味を持つというようなことに慣れておられる方が多い

ですけれども、科学研究費などの外部資金を獲得していないから悪い評価、では哲学とか史学は

潰れていくことになってしまいます。 
（栗原委員） 
 財務内容の評価について、お聞きしたいんですけれども、財務内容の評価をするにあたっては、

改善に関する措置という文言を使っているわけですが、例えば初年度の場合だと、予算との乖離

というような形で評価していくわけでしょうか。年度計画に書いてある項目についての評価とい

うことでしょうか。 
（柄池課長） 
 例えば今おっしゃいました予算と決算との違いということになりますと、いわゆる剰余金、プ

ラスとマイナスがでてくるかと思いますけれども、後ほどご議論いただくテーマですが、剰余金

に対して、どういう判断を下すかということが市長の責任としてあるわけですが、それに対して、

評価委員会が意見を申し述べることになっておりますので、その時点で見ていただくというスタ

ンス、そういうことになっております。 
（金森委員長） 
 それは議論しますから。今のご質問は具体的に、項目別の財務内容の改善に関する措置に関し

てどうするかということですね。 
（栗原委員） 
 例えば、収入が予算より多かったとか、経費が少なかったとか多かったとかいうことが出てく

るかと思うんですけれども、そういうことを評価するということですか。 
 ここで書いてある財務内容の改善に関する措置というのは、数値に基づかないような評価とい

うことなんでしょうか。一般的な。 
（石原部長） 
 先ほど先生おっしゃいましたように、年度計画に財務内容の改善に関する措置が 13 ページ・14
ページにありますけれども、こういう項目について、大学としてこういうことを年度計画として

掲げてますから、その実施状況等を見て、判断していくということになりますので、その時は、

経費抑制がもう少しで、やるべきものがまだできていないということが見えるのであれば、それ

は評価の対象になると思います。 
（栗原委員） 
 例えば収入増の可能性を検討するであるとか、効率的に業務を行うであるとか、年度計画の１

つ１つの項目に関して、大学側が自己評価をしたものについて、我々が意見を述べるという形に

なるんですね。 
（金森委員長） 
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 努力しているとか、あるいは、注意を喚起するとか、そういうことは行います。剰余金につい

ては後で具体的に議論いたしますが、改善に関する措置が目標どおりに行われているかどうかと

か、そういうことになると思います。 
（上野谷委員） 
 学位授与機構の財政、財務に関する委員会は別に持っておられますね、専門的な。かなり厳し

く伝票なんかをご覧になられるような。 
（吉川委員） 
 監査法人と契約してお金を払ってやってもらうんですけれども、監査法人がＯＫという審査を

評価委員会に出す、それがないと評価を出せない。第三者評価を必ずしないといけない、財務に

関しては。監査法人も最近いろいろと話題になっておりますけれども、専門家ですから。その結

果、剰余金が本当の剰余金になるということです。 
（細見委員） 
 確認ですけれども、数値目標という手法はとらないということですよね。 
（金森委員長） 
 数値目標ではなく、評価の数値化を行わないということです。 
（細見委員） 
 委員会が評価の数値化は行わないということですね。 
（上野谷委員） 
 大学が自分たちのことを数値化するのは、それはおやりになったらいいんですよ。大学独自で

到達目標をたてる際に、来年は何人増やそうとか、合格率を何倍にしようとか就職率のこととか、

そういう数値目標を自分たちで作られて、それに向かって努力するというのは、計画の方ではい

るわけですから。 
 そのことにこちらが点数をつけたりはしない。あなたは何点だとか、あなたの学部は 80 点とか、

法学部は 60 何点だとか、そういうやり方はこの委員会ではしない。 
（細見委員） 
 評価委員会としては、そういう自主的な評価方法なり、数値化については、それはいいことで

すからやってくださいということですね。 
 評価委員会としては、ブランド力を高めてもらって、いい評価をもらえるようなことをやって

くださいというようなことですから、そういう評価基準を出さないといけないのではないでしょ

うか。 
（金森委員長） 
 ただ、怖いのは、逆の作用が考えられることで、大学と評価委員会が対立するということは過

去にもあったことですから。 
（金森委員長） 
 そういうことで、もう一度確認いたしますと、大学からは、ここに示されている案のような業

務実績報告書が出てきて、我々はそれを受けて、基本方針としては、ここに示してあるようなこ

とを行います。もちろん、今後どう肉づけするかという大切な問題が出てきたときは議論すると

いうこともございますけれども、基本方針としては、これでよろしいでしょうか。一応そういう

ことで決めさせていただきたいと思います。 
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 では、評価の基本方針、評価方法としましては、数値化するものではなくて、簡潔な言葉で示

すこととし、項目別評価をしたうえで、その評価の結果を踏まえて、双方的な評価を実施します。 
（金森委員長） 
 資料１－２もこれでいくということを言うわけですね、業務実績報告書（案）ですが、これで

いいということをここで表明するということですか。 
（柄池課長） 
 一応、現段階での案ということですので、こういう項目などをいれたらいいのではないかとい

うことがなければ、この方向でお願いしたいと思います。 
（金森委員長） 
 それでは、評価は項目別評価・全体的評価によって行うということで、評価方法の審議まで終

わったことにいたしまして、評価の進め方について、ご議論いただきたいと思いますが、市立大

学は当該年度における業務実績報告書を４月末までにこの評価委員会に提出、それを受けて６月

頃に評価をするという手順になるわけでございますが、この提出する業務実績報告書というのは、

資料の１－２についております。ご覧いただきたいと思いますが、これにつきまして、意見等ご

ざいましたら。 
（細見委員） 
 質問なんですけど、この業務実績報告書に工夫をされたとか、あるいは以前の様式からここが

変わったとか、そういう点はあるんでしょうか。 
（石原部長） 
 この業務実績報告書の件ですけれども、これをお示しするのは今回が初めてです。 
（金森委員長） 
 これは今回が初めてですね。初めて作られて、中期目標とかそういうものをどういうふうにい

れるかとか、いろいろ苦労されて作られたものです。 
（細見委員） 
 特に工夫された点とか、見てほしい点というのは、どこでしょうか。 
（石原部長） 
 基本的には、法人化直前の 17 年度末現況・課題という項目と法人化後の 18 年度末現況・課題

も法人で記載していただきますので、この１年間でどういうふうに、課題の解決とか、あるいは

状況がどう変わっていったかということを、大学から示していただくということと、それから法

人の方で全学評価委員会、自己評価の結果を記載していただくことになっておりますので、いろ

いろな項目について、それぞれ法人の方でも評価していただきます。そういう点を先生方に見て

いただきたいと思っております。 
（金森委員長） 
 そういうことで、中期目標、計画なんかも書かれておりまして、これまでの取組みの推移が分

かるように作っていただいたということです。それからこの１年間でどう変わったかということ

もですね。 
 これは毎年度出されるわけですけど、実際に出てきてみないと分からないこともありますけれ

ども、一度これでやってみていただいて、問題があれば、再度議論するということでいかがでご

ざいますでしょうか。 
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（細見委員） 
 私たちに分かりやすいようにしていただいたら結構です。 
（上野谷委員） 
 ぜひお願いしたいと思うんですが、教員に個人評価を出させて、学科でまとめ、学部でまとめ、

全学評価委員会で、というここまでに至るプロセス、その間の書類の束なんかは大変なものです。

それで、私たちはたぶん１枚ものを見るんだと思うんですけれども、例えばこれだけの時間数、

労力を要したということが分かるような写真でも撮ってきていただきたいと思います。ここに仕

上げるまでにかなり大変だと思うので。すごく大変な作業ですので、それを知ったうえで、もっ

と簡潔にしなさいとか、次年度以降、実際にそれが出てきたときに、質問をする予定です。もし

委員でおりましたら。 
（金森委員長） 
 この業務実績報告書が出されたときは、委員会に大学の方が来られて、質問を受ける予定にな

ってるんでしょうか。説明もされるんですか。 
（石原部長） 
 まだ決めておりませんけれども、中身については私ども事務局の方で各項目につきまして、大

学の方をヒアリングをしないといけないと思っております。 
（金森委員長） 
 それを報告していただけるんですか。 
（石原部長） 
 そういうことを考えておりますけれども、直接、大学の方からお聞きになりたいということで

あれば、それはまた考えさせていただきます。 
（金森委員長） 
 ヒアリングはやらない方がいいでしょうね。せいぜい書面で質問する程度でしょうね。 
（上野谷委員） 
 プロセス評価というのがありますでしょう。せっかくこれだけ評価しよう、という時代ですか

ら、そのプロセスも大事で、私たちは出てきたものしか見ませんので、そのあたりが分かれば。 
（金森委員長） 
 事務局のヒアリングのときに気を付けていただければと思います。 
 それではよろしいでしょうか。これで一応、経過が分かるようなデータをつけていただくとい

うことで、承認したいと思います。 
 それでは、スケジュールは申し上げましたように、法人は４月に業務実績報告書を提出して、

６月からこの評価委員会で評価をして、それから市立大学に通知する。それに対する反論も聞き

たいと思いますけれども、そのうえで、市長に報告する。そういう手続きでよろしいでしょうか。 
 それではこれで、各年度終了時の評価の考え方については、委員会としては原案どおり承認と

いうことにさせていただきます。 
 
（４） 各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方について 
（金森委員長） 
 次に、各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方について、事務局の方から説明をお
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願いします。 
（柄池課長） 
 それでは説明させていただきます。９ページでございますが、承認の考え方をお示ししており

ます。考え方としましては、１の（１）～（３）にございますように、（１）では運営費交付金等

ではない外部資金、例えばですが、外部資金の収益から剰余が生じた場合。（２）では行うべき業

務を行い、費用が減少して剰余が生じた場合。（３）では法人が特に立証した場合。という３つの

場合に分けて剰余金についての考え方を示しています。いずれの場合につきましても、原則とし

て経営努力によるものとして認定したいと考えております。 
 その考え方につきましては、11 ページの１に国の独立行政法人会計の基準がございます。それ

と 13 ページの１に同じく地方独立行政法人会計基準にございますように、国立及び公立、地方に

対する考え方と同じとしております。 
 次に９ページの２でございますが、運営費交付金や教育・研究の特性等について考慮するべき

事項を記載しております。まず（１）におきまして、13 ページの２（１）に準拠いたしまして、

業務の実施と運営費交付金及び授業料等につきましては、期間的に対応しているものとして、一

定の期間の経過を業務の進行とみなし、運営費交付金及び授業料等を財源として充当することを

原則としております。 
次に（２）におきましては、これも 13 ページの２（２）にありますように、教育・研究はそれ

ぞれが相互に複雑に関連し合いながら実施されており、区分けが困難であること、個々の業務の

達成度の客観的な把握が困難であることなどから、財源としての運営費交付金につきましては、

法人の業務効率化へのインセンティブを働かせるためにも、その達成度に応じて充当していくこ

とは適当ではないとしています。 
また（３）では、10 ページの上のところですが、運営費交付金につきましては本市が求めてい

ます効率化、いわゆる削減額を先取りした形で法人に交付することとなっていることを記載して

おりまして、11 ページの２（２）及び（３）の国立大学法人の場合の考え方に基づきまして、行

うべき業務を予定通り行えば基本的に収支均衡するものであるという考え方を採用しております。

10 ページの３ですが、これらのことから、行うべき業務を行ったことをもって、経営努力にかか

る説明責任を果たしたものとして、原則として全額を剰余金として繰越承認を行うこととしたい

と考えております。ポイントといたしまして、四角で囲っておりますが、計画どおり事業を実施

すれば収支均衡するものであり、法人は行うべき事業を行ったことを立証することによりまして、

剰余金は原則として経営努力認定したいというものでございます。なお、この考え方は総務省及

び文部科学省の見解と同様のものでございます。以上でございます。 
（金森委員長） 
 何かご質問等ございましたら。 

ポイントは最後に言われたところで、お分かりいただけたと思うんですけれども、計画どおり

事業を実施すれば、本来は収支は均衡するものであり、事業を行ったことを立証し、それでお金

が余ってたら、それは経営努力によるものだと認めるというのが基本的な概念です。 
（栗原委員） 
 質問なんですけれども、もし剰余金を経営努力によるものではないとなった場合には、例えば

運営費交付金を返還するとか減らされるとか、そういうことになるということでしょうか。 
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（石原部長） 
 基本的には、その場合は債務として残りまして、６年間債務で繰越ししまして、６年間終わっ

た段階で大阪市に返還されるということになります。 
（栗原委員） 
 経営努力の結果生じた剰余金ということであれば、使途は自由に使えるんですか。 
（石原部長） 
 中期計画の中でご議論いただきましたけれども、剰余金の使途が決められておりまして、大学

の教育・研究あるいは診療といった部分に使うということになっております。 
（細見委員） 
 何度読んでもあまりよく分からなくて、説明を聞いてる方が分かりやすかったんですが、こう

いう書き方をした方がいいんでしょうか。法律を引用したらこういう形になるんですけれども、

こういう形式を整えないといけないものですか。 
（金森委員長） 
 独立行政法人会計基準、そういうところから発してるんだと思うんですけれども、こういうこ

とを書かないと分かってもらえないところも多いと思いますので。 
 委員ご指摘のように、剰余金の繰越について、（１）運営費交付金及び国又は地方公共団体から

の補助金に基づく収益以外の収益から生じた利益については、経営努力により生じたものとする。

これが一体何を指しているかというと、授業料収入、入学料収入、受託研究等の自己収入及び収

益。授業料とか、入学料とか受託研究等で大学へ直接入ってくるもので、それが 100 万余ったと

か 200 万余ったとか、そういうのがあれば、それは収益として経営努力によるものとするという

ことです。問題は、運営費交付金、補助金についてどうするか、ということですけれども、運営

費交付金は大阪市から大阪市立大学運営のため交付されてまして、毎年４％減ってはいるんです

けれど、これは大変で、実際本当にそれでやれるのかと思うぐらい、大阪市の厳しい状況ですけ

れども、きちんと事業をやってますと、いうことを立証されたら収益として認めてあげましょう

というのが原点にあると思います。中期計画の記載内容に照らして、本来行うべき業務を効率的

に行ったために費用が減少した場合については、経営努力によるものと考えます、と。ただ本来

行うべき業務を省略した場合には、運営費交付金はこれだけ余りましたとお返しすると。３番目

はその他、市立大学において経営努力によることを立証した場合。これらが承認の考え方なんで

すけれども。 
（細見委員） 
 それはそうなんですけれども、具体的にはどういうのが考えられるんでしょうか。割とあるん

でしょうか。 
（金森委員長） 
 勝手に分かりやすく言いますと、例えば講習会だとか教育事業をやると言っておいて全然やら

なかったり、そういうこととかですね。 
（吉川委員） 
 先程、修士課程の学生数が定員を充足しなかったということをお話しましたけれども、そうす

ると、定員に対して学生１人当たりいくらということで運営費交付金が出てるんですけれども、

定員満たなければ、それは業務をしなかったから余るということで、それは剰余金ではないとい
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うことになるんですか。 
（金森委員長） 
 国立大学の場合は、各課程ごとに定員の確認をやってまして、吉川先生の所のような医学部は

学生が少ない場合が多いですよね。逆に工学部や理学部は定員よりたくさんとっているところが

多い。一方では非常に努力しているとそれを見るのかどうかも問題ですけれども、大学の定員と

いうのが合理的に決められてるかどうかも定かでないとしたら、大学全体として定員より少なか

ったらしょうがないと思いますけれども、学部学科の個々にまでいちいち調べていくのは、私は

行き過ぎだと思います。 
（細見委員） 
 質問なんですが、例えば 14 ページとか、考え方としてまとめてるんですけど、東京都なんかは

こういう形で出しておられるんですか。大阪市もこういう分かりやすい形で出していただけない

かなと思いまして。 
（金森委員長） 
 これは、それぞれを噛み砕いて分かりやすくまとめ直したものです。 
（細見委員） 
 分かりやすいですね、これは。こういう形じゃだめなんですか。 
（金森委員長） 
 やっぱり、国に対してこういう基準で描いておりますということなんかも説明しないといけま

せんので。よく読めばそういう解釈できますので、ご了承いただきたいと思います。 
（上野谷委員） 
 例えば市大の場合ですと、定員は少ないですよね。30 人の学科だとして、１割が途中で休学を

したり、退学をしたり、他大学へ移るとしたら、１つの学科だけで３人ですよね。 
全体で考えるとかなりの数になります。それと私学は数のメリットのようなものがあって、講義

１人の先生を雇うのは一緒ですので、全然違いますよね。大学院なんかの授業でも、学生を１人

とっても非常勤の先生をお願いしないといけない、10 人聞いてくれてもお願いしないといけない、

ひどい私学は学生が３人以下やったら閉講するなんていう学校がでてきてるんですよ。学問の体

系が崩れてきますよ。 
（金森委員長） 
 学科単位で考えるのも、それは大学内部の問題ですから、大学としてはやるかもしれませんけ

れども、それは我々は触れないつもりです。ただ今回の大阪市の案は全体的に評価しましょうと

いうことですので、国立大学のとおりではないということです。ただし、実際それでうまくいく

かどうかは分かりませんけれども、また、議会でも議論になることもあるでしょうし。 
 定員のことは、国立大学の学長先生方も、見過ごされたのか、それとも分かっててこれを承認

されたんでしょうか。 
（吉川委員） 
 初めから言ってましたけれども、そんなに召し上げられるとは思わなかったですね。ただ一応、

先ほども説明がありましたけれども、６年間はそこへ債務として置いておくということですので、

次の学年で定員オーバーをとれば、返してくれるということですけれども。 
（石原部長） 
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 次年度に新たな必要経費がでましたら、その債務をそこへ充当することはできます。 
（金森委員長） 
 それは認めるわけですか。定員が１講座何名ということまで、この委員会が確認するというの

はちょっとおかしいと思います。大学全体の定員と比較して、どうかというのはあってもいいと

思うんですけれども。 
（吉川委員） 
 あの時は定員ではなくて、過去３年間の平均実数で行ったんです。定員が 15 人であっても、過

去３年間平均 18 人入っていれば、18 人からいくら減ったかによって債務にされるわけです。本

来 15 が定員なのに、３年間の平均値を使うんです。医学部にとっては非常に大きな問題です。 
（金森委員長） 
 それは困りますね。でも今頃になって各大学いろいろ言ってるんで、何をボンヤリしてるんだ

と思われるかも分かりませんが、よく考えたらそんなに費用が減るわけでもないわけですから。 
 ですから、我々評価委員会としては、実態をよく見極めたうえで、評価する、認定するという

ことで、その点は国立大学どおりに採用するわけではないですから。 
（西田委員） 
 予算というのは、それ以上の経費を使うというのはあり得ないんですか。 
（金森委員長） 
 あり得ないです。使えないんです。 
（西田委員） 
 赤字になるということですか。赤字はあり得ないということですね。 
 それでは１年間の間に、状況が変化することに対するリスク対応ができないんですね。余るの

はいいんですけれども、これやったらもっといいっていうようなことがもし起こった場合に、強

いて言えば、来年度に行うということになるわけですね。 
（吉川委員） 
 法人化して一番良かったのは、全体の財布の大きさは変わらないんですけれども、財布の中は

自由になったことです。国立大学の時は、薬代は 30 億円だったら、30 億円と決まってるわけで

す。その 30 億円がなくなったら、２月・３月には、なくなったらですけど、もう薬買えないんで

すよ。今は他のところからまわしてくる、そういうことができるようになりましたので。という

のは、薬がそれだけ出てるということは、増収になってるということですから。それはできるよ

うになったのは非常に便利になりましたね。しかし、赤字は許されないということです。 
（金森委員長） 
 医学部はまだそういう収入がありますけれどもね。 
 それと、よく分からないんですけれども、入札なんですが、研究設備なんかはもちろん入札で

調達されるんだと思うんですけれども、それでお金余った場合はどうするんですか。 
（石原部長） 
 当然そういったケースは出てこようかと思いますので、当然そういう剰余金については当然経

営努力の範疇です。 
（金森委員長） 
 経営努力と見てよろしいんですね。 
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（京極経営企画監） 
 トータルとしての経営努力については、運営費交付金も５年間でこうしますと決めてますから、

それ以上の細かいところを、また経営努力が足るとか足らないとかいうことを、むしろ言う方が

おかしいのかなとは思います。そもそも運営費交付金が一定のままでいきますよと言ったときに、

努力を働かせてくださいとかいうことをいろいろ注文することはあるかと思いますけれども、今

の大阪市の状態ですと、大学自身が基本的に運営費交付金をこの５年間で何パーセント落とすと

いうことになってますから、それ以上の部分を求めるというのは逆におかしいのではないかと思

いますけれども。 
 定員についても全学で考えて、個別の学科までを我々、設置者がとやかく言って、運営費交付

金を削減する方向というのは、やりすぎになるのではないかと思います。本来はむしろ増やさな

いといけないのかも分かりませんけど、トータルとして効率化をお願いしますと言ってる以上は、

個々のことをやるよりは全体として計画が進行していることをもって経営努力されてるとするべ

きだと思いますけれども。 
（金森委員長） 
 そういうことで学内の予算配分とかでもめることはいっぱいあると思いますけれども、それは

大学の問題ですからね。 
（吉川委員） 
 10 ページに５年間で 20％削減とあって、附属病院は 20 億円の経営改善とありますが、附属病

院は両方しようということですか。 
（京極経営企画監） 
 附属病院はもともと、法人化前から 20 億円の経営改善を行うという方針がありましたので、定

額の部分の５年間で 20 億円の改善を行い、プラス 20％の経費削減ということではありません。 
（金森委員長） 
 しかし、運営費交付金の削減 20％というのは大きいですね。 
（栗原委員） 
 経営努力の認定の考え方として、14 ページ・15 ページに書いてある他都市の例を見ると、横

浜市が一番甘いような考え方なんですかね、この経営努力の認定については。 
（金森委員長） 
 特に基準を定めず、という意味では甘いのかもしれませんが。 
（栗原委員） 
 厳しいのは大阪府ですかね、定員がどうこうと。大阪市は順番で言うと、東京都よりも甘いぐ

らいの感じですかね。東京都は効率化係数という考え方を導入されてるようですが。 
（石原部長） 
 東京都の場合は、毎年２.５％ずつのカットをやっていくということになっております。それが

効率化係数なんですけれども、私ども市大の場合は、年４％カットということになっておりまし

て、かなりカット率が高いという状況でやっておりますので、東京都よりも非常に厳しい状況で

ございます。 
（京極経営企画監） 
 その代わり、市から派遣されている職員は基本的には引きあげさせていただくという前提です。
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そのまま派遣の職員ばかりですと給料のさわりようがありませんので、自由のきくように職員を

雇っていただいて、我々の公務員身分を持ってる者は、人ごと引きあげさせていただくことにな

っております。そうでないと人件費変わらないから無理です。ただ単に人の削減だけでなく、給

料のある程度弾力的な運用ができるように人を戻すということでやっていきましょうとなってお

ります。 
（栗原委員） 
 いろいろな事情をお聞きしないで文言だけを読んでると、10 ページに書いてあるポイントとし

て、法人は行うべき事業を行ったことを立証すると、剰余金は原則として経営努力として認定す

るという書き方が、ちょっと甘いんじゃないかなというようなニュアンスを受けるんですよ。他

都市の分と比べてみると、私の読み方の問題だと思うんですけど、例えば東京都だったら効率化

係数というものを設けてやってることに比べて、ご説明をお聞きしたらなるほどと思うんですけ

れども、文言だけ読んだ場合、大阪市は甘いと突っ込みやすいような感じを受けてしまう気がす

るんですよ。 
（京極経営企画監） 
 そういう意味では運営費交付金の性格というものをわざわざ１つ設けてるのが、逆に他大学に

はないものですから。むしろ厳しいのかも分かりません。 
（吉川委員） 
 努力でなしに、強制ですからね。ものすごく厳しいですよ。 
（上野谷委員） 
 学生に来ていただこうと思ったら、掃除とかも含めて、一定程度学内が整備されていないとい

けません。この間、十何年ぶりに市大に集中講義に行ってまいりました。生活科学部・工学部・

理学部を見ましたけれども、あの状況を見ましたら、他大学との差が開きすぎてます。車椅子で

入ろうと思えば、ぐるーっとまわらないと入れない状況にあったりですね、基本的なハード面の

整備が本当に遅れてしまっている。 
今は美しさみたいなものがなければ、都市の大学とは言えないわけですから、それを見るや本

当に残念な状況です。私学は見えるところにお金をかけますから。掃除なんかにもすごいお金を

かけてます。そういう意味では、運営費交付金のカットのこともあって、できないこと足りない

ことばかり言ってるみたいですが、卒業生としても非常に悲しい思いをしました。タイルがはが

れてても貼れないし。 
（石原部長） 
 施設の整備の関係につきましては、今年度の計画の中に大学がこれからの施設マネージメント

も含めて整備計画をたてなおして、大阪市と協議するとなっております。そういう作業に今かか

りつつありますので、今先生がおっしゃってるようなことも含めまして、これからの大学のある

べき施設整備について、きっちりした計画が出てくるものだと思っております。出てきた計画に

ついては、私ども大阪市としても施設整備の補助ができる中で、対応していきたいと考えており

ますので、順次実現をしていきたいと思っております。 
（上野谷委員） 
 周りの草の生え方とかね、整備というのはいろんなものを含みますよね、お手洗いなんかも。

企業なんかもそうでしょうけど、第１印象がものすごく大きいですから。もちろん計画を十分に
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やってらっしゃるというのは分かるんですけれども、入学生は５年、６年待ってくれませんので、

一度、大学の印象がついてしまいますといけませんから、早急に。20％カットとかあって、別に

お金がある状況の中でやれないものですけれども。 
（金森委員長） 
 評価した時に、我々の立場から、美しい大学とかそういうことを、評価にいれたらいいわけで

すよ。 
（石原部長） 
 もともと、今ご議論になってます運営費交付金とは別に、施設整備には別の補助金の制度があ

ります。 
（上野谷委員） 
 来年きれいになるとか再来年きれいになるというレベルじゃありませんでしょう。入学生とい

うのは、来年、再来年とか待てないから、私学は見えるようにとりあえずきれいにしていくわけ

ですよ。 
（金森委員長） 
 各学部のテリトリーによってずいぶん違うわけですよ、すごくきれいにしてくれるところもあ

るし、そうでなかったりですね。 
（細見委員） 
 今おっしゃった、施設がどれくらい改善されたかというのは、そういう評価はできるんですか。

どこで評価するんですか、目標に対してどれだけできたかという。 
（石原部長） 
 施設整備計画というのを大学が全体のマネージメントを考えまして、マネージメントに従って、

できているかどうかということであって、物ができあがるかどうかについての評価ということに

はなってこないと思います。ですが当然、学生サービスとかいろんな観点で考えるということは

ありますので、大学当局もあるいは我々の方も改修していくという方向で努力していくというこ

とになります。 
（金森委員長） 
 強いて言えば、その他業務運営に関する重要事項という項目がありますから、そこで我々が逆

に指摘してもいいし、逆にやらなければいけないかもしれません。 
（京極経営企画監） 
 18 年度の年度計画で施設の機能性、安全性、信頼性を確保するための整備計画を策定するとい

うのが 15 ページにありますから、これで策定したか、策定してないかということについてはご評

価いただけます。それで、その次の年の 19 年度から、たぶんこれの実行バージョンみたいなもの

が出てくる、入ってくると思いますから、そこで評価にもなりますし、またご意見という形でこ

の委員会でいれていただくということも当然あろうかと思います。 
（上野谷委員） 
 ものすごく細かい話で、雑談になって申し訳ないんですが、生活科学部にしても、トイレが洋

式じゃないでしょ。あちこち見ましたけれども、昔のままなんですよね。今どきの若い入学生は、

そういったこととか、いくつかチェックポイントあるんですね。ここ５年ですよ、各大学が整備

にものすごく力をいれ始めたのは。いろんな意味で施設整備はとにかく遅れてます。 
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（石原部長） 
 細かい話で恐縮ですが、一応トイレの改修は、大学全体の維持補修の経費がありまして、各所

改修と呼んでおるんですけれども、順次やっていってますので、先生ご覧になられたかどうか分

かりませんが、本館、１号館は洋式にしてますので、毎年順次やっていきます。 
（上野谷委員） 
 分かりますけれども、そんなレベルで今の入学生はいないということです。ちょっと考えない

といけないと思いますよ。 
（金森委員長） 
 いろいろとご議論いただきましたけれども、剰余金についての考え方というのは、これでよろ

しいでしょうか。 
（吉川委員） 
 見かけは剰余金ですが、使えない剰余金があるんですよ。財務会計のシステムとかルールなん

かが原因だと思うんですけれども、私共の大学では 11 億円の剰余金のうち８億円しか使えなくて、

３億円はだめということでした。キャッシュの裏づけがないから使えない。去年は３億円の剰余

金があったんですけれども、恐らく全部だめで、キャッシュフローとはまた別なんですよ。そう

いう財務会計のシステムで、一生懸命努力して余ったんだけれども、いわゆる剰余金ではありま

せんと、そういうことが行われると、一生懸命やってもつれないですから、その辺はどうなんで

すかね。どういう仕組みになってるのかよく分からないんですが。 
（京極経営企画監） 
 資産が上がったとかそういう関係ではないでしょうか。要はキャッシュに変わってないから使

えないという。資産価値が変動したことで、例えば３億円の剰余が出ても、それを現金に換えな

いことには使えないという、そういう意味での剰余ですかね。普通は現金ベースで剰余が出てお

れば当然使えますよね。現金化されてないというと、資産価値が変わったから結果的に剰余が出

てるとかいうような問題で、それを現金化しないと使えないというような制約がかかるかもしれ

ませんね。何で剰余が出てるのか具体に見てませんので、思いつくのはなんとなくそんな場合か

なと思いましたので。 
（金森委員長） 
 それでは、剰余金の繰越に関する承認の考え方について、ご承認いただいたということにさせ

ていただきます。 
 
報告事項 
（金森委員長） 
 それで、事務局の方は報告案件ですか。 
（柄池課長） 
 報告させていただきます。資料をお付けしておりますけれども、今年度の事業の実施状況につ

きまして、どのような状況になっているかということについて、ご心配いただいているかと思い

ますが、事務局といたしまして、年度計画の進行状況を把握するということで、半年が経過した

９月末で調査を行いました。 
 結果につきましては、法人の自己申告に基づきまして、ごく簡単な様式でございますけれども、
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ご参考にしていただければということでお配りさせていただいております。この調査につきまし

ては、今後 12 月末とか節目に行いまして、年度終了後の今後の評価のための参考資料として活用

していきたいと考えております。以上でございます。 
（金森委員長） 
 白幡先生からはこれについてコメントをいただいておりまして、紹介させていただきます。 

根本的に大学を良く変えていこうとするのであれば、あせって短期的なものを求めるべきでは

ない。その場しのぎの対応をしてしまい、大学にとってマイナスになる。３年、６年といった長

いスパンで大学を見ていくべき。 
初年度ということでは、現段階でどのような状況であるということの参考として、この程度の

状況の報告が妥当であろう。 
これらのコメントをいただいております。 

（金森委員長） 
 よろしいでしょうか。それでは、大変雑な司会で申し訳ありませんが、これで一応、議題は終

わりましたが、よろしいでしょうか。それではこれで委員会を終了させていただきます。ありが

とうございました。 
 


