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平成 18 年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 
 
日 時  平成 19 年１月 22 日（月）午後２時から午後３時 55 分 
 
場 所  大阪市役所Ｐ１階会議室 
 
出席者  【委員】 
     金森委員長、吉川委員、白幡委員、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 
 
議 事 
（１） 各年度終了時の評価の考え方（案）について 

（２） 業務実績評価のスケジュール（案）について 

（３） 各年度終了時の評価手順（案）について 

（４） 公立大学法人大阪市立大学平成 18 年度業務実績報告書（案）について 
 
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。 
 それでは初めに、大阪市を代表いたしまして、京極経営企画監からごあいさつを申し上げます。 
（京極経営企画監） 
 京極でございます。本日はお忙しい中、本評価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。 
 本来であれば、今日は市長が出席させていただく予定でございましたが、交通局の経営形態の

問題を今、議会で議論しております。その関係で急遽、市会の方の委員会が開かれまして、そち

らの方に出席しておりますので、こちらの委員会に出席できないことになりました。 
 今、大阪市では時期的に予算編成の時期でございます。法人となった大学への運営費交付金に

ついて配分していく時期で、我々が窓口として財政当局と交渉してきたところです。大学から言

うと、もう少し欲しかったというところがあるかもしれませんが、何とか一定額の確保はできそ

うに考えております。実質的には初めての財政局の査定で、一定のルール化が図られ、今後のあ

る程度の方向性は見出せたのではないかと考えております。また教育・研究施設の老朽化という

問題もありまして、施設整備についても大阪市としてどう支援していくのかということも課題と

して認識しているところでございます。そういった中で皆様方には、評価委員会における業務実

績評価に基づきまして、適切なＰＤＣＡサイクルを確立できますよう、法人化初年度の平成 18
年度について、法人の経営と大学運営の改善・向上に資する具体的な業務実績評価をいただきた

いと存じます。本日は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して、私の方か
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らのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 
（石原部長） 
 それでは、金森委員長、よろしくお願いします。 
（金森委員長） 
 本日は上野谷委員がご欠席で、栗原委員につきましても急遽やむを得ないご用でご欠席されて

おります。 
 本日は前回ご審議いただきました各年度終了時の評価の考え方を改めましてその修正を、それ

からスケジュール、評価の手順、業務実績報告書について、ご議論をお願いしたいと考えており

ます。 
 それでは、各年度終了時の評価の考え方について、事務局の方から資料の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。説明させていただきます。 
 まず、資料の１ページ、各年度終了時の評価の考え方でございますが、これは前回議論があり

ました箇所や具体的なスケジュールを検討する中で変更を行っておりますので、説明させていた

だきます。 
 前回からの変更点といたしまして、まず、２ 評価方法（１）項目別評価の※の部分、「教育・

研究に関する事項については、当該年度において計画が達成された場合を除き、外形的な進行状

況の確認を行う」となっております。前回は、「確認を行うにとどめる」となっておりましたが、

「とどめる」という表現が消極的ではないかというご意見がございましたので、検討の結果、今

回「行う」と修正しております。 
 それからその下の枠で囲っている部分、評価の記述の中で、「進捗している」の部分の１つ目の

点、「当該年度中に実施した場合」となっております。前回は「当該年度中の予定の時期に実施し

た場合」となっておりましたが、年度中に実施できれば進捗していると考えてよいと思われます

ので、今回修正しております。 
 その次の「おおむね進捗している」の「実施時期が次年度の第１四半期に」となってございま

すが、前回は「上四半期」という表現であったのを、「第１四半期」という表現に修正しておりま

す。 

 ２ページにまいりまして、一番上の「実施にあたって課題がある」の部分の１つ目の点、「当該

年度中に実施できなかった場合」でございますが、前回は「当該年度中に実施が困難な場合」と

なっておりましたが、当該年度の業務実績報告を提出するのは翌年度でありますから、報告書が

提出された時点では既に結果が出ている状況でございますので、「当該年度中に実施が困難」とい

う表現はなじまないと考えましたため、今回記載のように修正しております。 

 それから、４ 評価の進め方（１）、「翌年度４月中旬まで」という表現でございますが、前回

は「翌年度４月末」としておりました。これは、評価にかかる具体的なスケジュール、次のとこ

ろで紹介させていただきますが、スケジュールを検討する中で、４月中旬に繰り上げましたので、

修正しております。 
 それから前回は、５ 年度評価のスケジュール、という項目がございましたが、次の資料２で

具体的なスケジュールを作成いたしましたので、今回、５の項目につきましては削除しておりま

す。以上が前回からの変更点でございます。 
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次に５ページにまいりまして、資料２の業務実績評価の具体的なスケジュールでございます。

順に説明させていただきます。まず４月中旬でございます。法人から業務実績報告と自己点検・

評価報告の提出がありますので、事務局の方で内容の点検、事実等の確認を行います。 

５月中旬に点検、確認を行いました業務実績報告を各委員に送付したいと考えております。各

委員におかれましては、ご意見や質問等を６月上旬までに事務局までお寄せいただきますようお

願いいたします。 

６月中旬に各委員からいただいたご意見や質問等につきまして、再度事務局から法人に確認を

行います。 

６月下旬に法人から財務諸表の提出がございますので、事務局から各委員に送付いたしますと

ともに、各委員からの意見を基に、事務局で業務実績評価（案）を作成し、７月上旬に各委員に

送付したいと考えております。 

７月中旬に評価委員会を開催いたしまして、業務実績報告及び財務諸表の説明を行いますとと

もに、各委員から法人に対する質疑の場を設けることとしております。その後、業務実績評価（案）

の検討をお願いしたいと考えております。 

７月下旬に、委員会で検討した業務実績評価（案）につきまして、事務局から法人に意見の提

出を求めることにしております。法人から意見があれば、事務局で検討の上、８月上旬から業務

実績評価（案）の修正を行いまして、８月中旬に業務実績評価の修正案を作成いたしまして、各

委員に送付したいと考えております。なお、先にお送りした資料では「最終案」という形になっ

ておりましたが、「修正案」というふうに直しております。 

８月下旬でございますが、評価委員会を再度開催いたしまして、評価結果を確定させますとと

もに、あわせて財務諸表の承認を行いたいと考えております。 

 ９月上旬に評価結果につきまして、委員会として法人に通知いたしますとともに、市長に報告

いたします。評価結果の報告を受けた市長は、その結果を 10 月中旬に市会に報告するというよう

なスケジュールで法人の評価を行ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。資料の説明は以上です。 

（金森委員長） 
 それでは資料の説明がございましたが、資料１の各年度終了時の評価の考え方につきましては、

前回もご議論いただいたところですが、前回の議論や資料２のとおり具体的な評価スケジュール

を検討する中で、変更を行っているということであります。 
 資料２の業務実績評価のスケジュールにつきましては、法人からの業務実績報告書の提出から

始まり、私たちの委員会が最終的に評価結果を確定するまでの一連の流れであります。 
 資料１の評価の考え方、資料２の業務実績評価のスケジュールにつきまして、ご議論をお願い

します。 
（細見委員） 
 評価のスケジュールについて、教えてほしいんですが、事務作業なり、評価を具体的・効果的

に法人の方に見ていただくという２つの要素を加味してスケジュールをたてていただいたと思う

んですが、これぐらいのスケジュール、テンポで十分なのか、あるいはもう少し早期の評価がで

きるのではないかとか、そのあたりの内容、実情が分かりませんので、この評価のスケジュール

の妥当性について、教えてください。 
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市長が市会へ報告しますが、これがいわゆる締め切りというか、そういう形でこのスケジュー

ルをお作りになったのか、あるいは具体的な分量、中身、事務プロセスでこれだけの期間がいる

ということで組み立てられたのか、そのあたりを教えていただければ。 
（石原部長） 
 具体的な事務量につきましては、現実に出てきてみないと分からない部分がございますけれど

も、他都市の先行されております事例で、秋頃の議会に報告されている先例もございますので、

私どもも秋の議会で報告できるような形で結論を出していくべきではないかと考えております。 
 それから作業の手順の部分では、大学とのやりとり、事務局での事務作業、あるいは評価委員

会の先生方とのやりとりを含めまして、今考えておりますスケジュールはこういった内容でござ

いまして、評価委員会の審議として、この事務局で考えました内容でいいかどうかにつきまして

は、本日議論をいただくという次第でございます。 
（金森委員長） 
 実際やってみないと分からない面がありますが、一応このスケジュールで行って、議論が紛糾

して、我々としても結論が出しにくいという問題が出てきたら、若干遅れることも実際はあると

私は考えております。今回はこういったスケジュールで事を運んでいこうという提案でございま

すが、中身次第という心構えでよろしいかと思います。 
（白幡委員） 
 委員会の開催予定をこういうふうに組んでいただいているんですが、私自身のスケジュールの

問題もありますので、委員会の開催は７月であれば中旬以前なら大丈夫と思うんですが、８月と

かということになると、ちょっと難しいかなと思うんですが、まだ確定ということではなく、方

向性ということでよろしいんでしょうか。 
（金森委員長） 
 今、ご希望を言っておいていただいた方がいいかと思います。７月中旬以降は難しいというこ

とですか。 
（白幡委員） 
 なんとかなると思いますけれども。 
（金森委員長） 
 ８月とかでは困ると。８月なんかはいろいろ海外出張とか長期のご予定が入っている場合が多

いですから、できればむしろ９月の方がいいということですね。これは実際に先生方のご都合を

伺ったうえで作ったものではございませんが、できる限り先生方のご都合を伺って、開催可能な

日を設定したいと思います。ただ、こういった計画があるということを心に留めていただきたい

と思います。 
 私の意見になりますが、上野谷先生もおっしゃっていますが、この手順でいきますと、各評価

委員は業務実績報告書を受け取って、後でご覧になると思いますけれども、非常にたくさんの項

目があって、それを検討して意見を出されるわけですけれども、それを基にして６月下旬に事務

局で業務実績評価案を作成と書いてあります。それを見て我々は審議するという形になっており

ますが、実際に評価委員会として責任ある案を出すには、原案作成の段階でもっと関与すべきだ

という感じがいたします。実際、政府関係の様々なプロジェクトの採択なんかの時には、原案作

成自体を委員が行っているのが普通でございます。しかし、これだけたくさんの項目を全部我々
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がいちいちやっていくわけにもいきませんけれども。 
各委員からご意見を寄せられまして、６月下旬に財務諸表を各委員に送付すると同時に、各委

員からの意見に基づき業務実績評価案を作成と書いてございますが、評価案作成のところは、事

務局と評価委員会がまたがって、私も委員長として責任がございますから、正式な委員会ではな

しに、ご都合のつく方だけでも来ていただいたらいいと思いますけれども、集まって、ポイント

になる部分は我々の肉声も聞いたうえで原案を作成する。我々も原案作成に参加するという形で、

実際には難しいかも分かりませんが、いかがでしょうか。都合のつく方、都合のつく時間帯に来

ていただいてということでいいと思います。そういう意味ではこのスケジュールの６月下旬のと

ころは事務局と評価委員会をはっきりと分けておりますけれども、原案作成のところは、事務局

と評価委員会で作成するという形にした方がいいと思います。実際、各委員からお寄せいただい

た意見の中にはいろいろな意見が出てくることもあるかと思います。どれをとるか、あるいは両

論併記もありうるかと思いますが。 
このスケジュール表の仕切りをとっぱらうという形に提案したいんですが、いかがでしょうか。

本年度は最初の年でありますから、中期計画のいろんな細かい項目が終わっているわけでもない

し、それほど労力はないと思いますけれども。 
（吉川委員） 
 具体的には、法人から出てくる自己点検・評価報告書がたたき台になるわけですね。それに基

づいて議論し、我々評価委員会の主体性を出していくと。 
（金森委員長） 
 それで７月中旬にきちんと本委員会を開いて、案を検討したうえで委員会としての案をそこで

作る。それから評価される側の反論を聞いたうえで、修正すべき点があれば修正して、８月下旬、

９月にかかることもあるかもしれませんが、最後に確定する。そういうスケジュールにしてあり

ます。ただ、原案のところは正式な委員会ではありませんけれども、事務局としても判断に苦し

むところがあるかもしれませんので、お忙しい皆さんにもご協力をお願いしたいと思います。後

の資料見ていただいたら分かりますが、何百も項目があって、それをいちいち全部見てられない

というお気持ちも分かりますけれども。 
（白幡委員） 
 私もそのプランというか、姿勢はそうあるべきだと思うんですけれども、この業務実績報告、

本来は５年ないし６年ぐらいのところで、どれぐらい達成できたかをはかるべきものであって、

短期的にいちいちこれは良いとか悪いとか、そういう判断できないものがたくさんあるわけです

ね。初年度であるということで、最初だからしっかりやっておこうということであれば、私もな

かなかいいなと思うんですけれども。 
評価する側も評価される法人の方も毎年それをやるというようなことにならないように、委員

長がおっしゃったように初年度であるということであれば。作業もどの程度になるかも分かりま

せんし。 
（金森委員長） 
 もちろんそういうことです。項目数も非常に多いことですから。国立大学もこれぐらい多いん

ですか。一体、出だしはどこが決めたんでしょうか。 
（吉川委員） 
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 考えられるのは、大学評価・学位授与機構というのがありまして、教育・研究、社会貢献、国

際交流なんかの評価を受けるんですが、その時にあまりにも項目が多すぎて国立大学協会からか

なり反発が出て、修正していただいたはずなんですけれども、その流れからかもしれません。 
（金森委員長） 
 後で申し上げますけれども、我々としてはここの項目についてすべて意見を述べる必要は全然

なくて、ある程度括ったものについて意見を述べる、あるいはもっと大きく括ったものについて

意見を述べるというスタイルでよろしいわけです。 
 各委員にこれが送付されましたら、それぞれの視点でご覧になって、ここが問題だとかいろい

ろあると思うんですけれども、そのうえで原案を作ろうということです。 
 初年度でありますので、次年度以降もするとなれば、作る方も見る方も大変ですから、良い方

法を確立できればと思っております。 
（吉川委員） 
 初年度ということもありますし、むしろ非常にうまくやっていただいた点、優れた点を評価し

てあげられるような、そういう姿勢で評価した方がいいと思います。 
 非常に極端に計画と違うことをやっておられたら別ですけれども、到達度であまり１年目から

到達してないから悪いというようなことは言わないで、むしろ非常に優れたことをやっておられ

るというような評価を行うという姿勢でやっていけばいいと思います。 
（白幡委員） 
 そういう姿勢で、平坦に書いてあるのを均等に評価するのではなくて、ここはもうちょっと書

き加えた方がいいよというような意見が出るのがプラスになると思います。それから、ぜひここ

は強調した方がいいというような意見が出るようにやっていただければ。 
（金森委員長） 
 私はそのつもりでいます。積極的なご意見お寄せいただければと思います。 
（吉川委員） 
 原案から評価委員会の意見が組み入れられる方がいいというのは、本当にそのとおりなんです

けれども、膨大な資料が出てきますから、その点は事務局で整理していただいて、評価委員が判

断しやすいような形にしていただければ。 
（金森委員長） 
 一定、事務局で見ていただいたうえで、大事なところだけを各委員に見ていただくというよう

な形にする必要はあると思います。各項目について、全部に○×をつけるという評価ではござい

ません。 
（細見委員） 
 それに関連してなんですけれども、評価委員会として非常にがんばらないといけないなという

ことですが、評価方法とか手順なんかを見てますと、結果を「簡潔な表現で示す」と書いてある

んですね。それは当然のことだと思うんですけれども、具体的にいろんな方法があると思うんで

すが、「簡潔な表現」という文言が４箇所出てくるんですね。「簡潔な表現で」という表現に込め

られた思いというか、私たちにどういうことを求めておられるのかということをお聞きしたいん

ですけれども。 
（金森委員長） 
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「簡潔な表現」というのは何か基になるものがあるわけですか。 
私の経験から申し上げますと、いろんなプロジェクトの評価をたくさん行ってるんですけれど

も、非常に長いコメントを出される方がいて、実は何を言っているのかよく分からないというの

が正直なところかなりあって、そういう意味で、評価というのは人に分かりやすいものでないと

いけない。そういう意味が込められていると思います。またそうでないと、実際に役に立たない

と思っておりますから。 
（細見委員） 
 評価自体を分かりやすい、簡潔な表現を心がけるというのはもっともだと思いますが、特に「簡

潔な表現で」と強調されてるような印象がありまして。 
（金森委員長） 
 見慣れた言葉なので、特に違和感はなかったんですが、何か事務局の方で法令であったり、ご

注意いただくこととかございますか。 
（柄池課長） 
 他意はございませんし、強調したつもりもないんですが、委員長おっしゃったように、非常に

長い、ダラダラしたものになりますと、何が言いたいのか分からなくなる恐れがあるという思い

から、使った表現です。 
（金森委員長） 
 それでは最初の資料１の各年度終了時の評価の考え方について、修正点もございましたが、前

回ご議論いただいておりますし、ご了解いただいたこととさせていただきます。それからスケジ

ュールの方ですが、先ほど白幡先生からご注意いただいて日程調整は行っていただくということ

と、６月下旬のところで初年度でもありますし、事務局と委員会で共同作業を行う形にして、そ

のうえで原案作りを行うという形にさせていただきます。 
これで資料１と２は終わりまして、各年度終了時の評価手順、業務実績報告書についての審議

に入りたいと思います。事務局の方から資料の説明をお願いします。 
（柄池課長） 
 それでは７ページをご覧ください。資料３の各年度終了時の評価手順について（案）でござい

ます。資料１の評価の考え方を基にしまして、評価の具体的な手順を作成しております。 
まず、法人は業務実績報告書、後ろに別冊として添付している資料４でございますが、年度計

画の小項目ごとに実施状況と当該年度末における現状・課題を記入します。それと、特に力を入

れた取り組みがあれば、実施状況の欄にその旨を記載します。 

法人は、実施状況及び現状・課題の前年度末との比較を勘案しまして、枠囲みに掲げておりま

す、特に進捗している～実施にあたって課題がある、によりまして自己評価を記入します。 

委員会では、法人が行った自己評価を基本とするという考え方から、法人の記入した自己評価

をご検討いただきまして、その妥当性について評価を行います。妥当性に疑義がある場合はその

旨を記入し、妥当であれば特に記入はしないということで考えております。具体的な評価例につ

きましては、後ほどご説明させていただきます。 

８ページにまいりまして、（２）大項目評価につきましては、委員会では小項目ごとの評価を総

合的に勘案して、簡潔な文章により評価を行います。全体的評価につきましては、委員会では各

大項目から特筆すべき点や課題がある点を中心に簡潔な文章により評価を行います。 
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 それから続きまして、別冊にしております資料４、これを法人から出していただくことになり

ますが、年度計画の小項目ごとの実施状況等を書いていただく以外に、法人は業務実績報告書の

はじめに、大学の概要として大学の基本的なデータ、それから業務実績報告書の概要として、特

に力を入れた取り組みや、課題等を記入するという様式にしております。 

 続きまして、参考資料ということで、横長の資料、参考資料１でございますが、業務実績評価

の例をいくつかお示ししておりますので、説明させていただきます。内容につきましては、想定

でございますので、よろしくお願いいたします。 

まず見開き１ページ・２ページでございます。この項目は法人の自己評価は「進捗している」

となってございますが、委員評価も妥当とすると思われるケースであります。中期目標・中期計

画は記載のとおりでございます。18年度の年度計画としましては、全学英語教育検討委員会の最

終報告に基づき、本学における実践的英語教育を推進するために英語教育開発センター開設準備

室を設置し、平成 19 年４月から実施するために必要な措置をとる、というものでございます。こ

れに対して、実施状況では英語教育開発センター開設準備室を設置し、特任教員を採用しており

まして、18 年度末の現状・課題においても 19 年度入学者向けのシラバスの作成を行い、19 年４

月からの実施は可能な態勢となっているということから、法人の自己評価は「進捗している」と

記入しているところであります。これにつきましては、委員評価としては、実施状況等からもこ

れを妥当と考えてよい場合と思われます。なお、この項目も含めまして、以降、教育・研究の内

容、質にかかる項目につきましては、認証評価機関の評価に委ねることになりますので、外形的

に進行状況を確認することになります。 

 次に３ページ・４ページでございます。これは法人の自己評価は「進捗している」となってお

りますが、委員評価では疑義ありとなる場合があると思われるケースであります。項目 29 番、中

期目標・中期計画は記載のとおりでございます。18年度の年度計画といたしましては、教育推進

本部において、シラバスに授業の目標及び成績評価の方法の項目を設けること及びその記載のあ

り方を検討し、平成 19 年度のシラバスの作成に反映する、ということでございます。実施状況で

は、全学共通教育シラバス記載項目の確定、統一化を図り、19 年度から実施する予定となってお

りますが、18 年度末現状・課題において、専門教育につきましては検討中の段階であり、20 年度

実施に向けてさらに検討を進めるとしております。なお今回、参考資料２としてシラバスの一例

を添付しておりますので、ご参照ください。法人の自己評価は「進捗している」となっておりま

すが、専門教育につきましてはシラバスへの記載項目を検討しましたが、19 年度のシラバスに反

映するところまでは進んでおりませんので、進捗しているとまでは言えず、委員評価としては「お

おむね進捗している」が妥当ではないかとする場合もあるかと思われます。一方で、中期計画で

は年度の明示がない場合は、18・19 年度に着手、20・21 年度に達成、22・23 年度に検証として

おりますので、20、21年度に達成すれば良いこととなりますが、そのため、専門教育について 20

年度実施に向けて検討を行うのであれば、進捗していると解することも可能であると思われます。

この場合の評価につきましては、各委員からのご意見や、委員会でのご議論によりまして評価が

決まってくるものと考えております。なお、法人から出てまいります自己評価が事務局として資

料を作成する場合に、法人の自己評価が妥当であると思われるもの、そうではないと思われるも

の、委員の意見を求めるもの、などに区分するなど、資料の内容や様式等について、今後検討し

てまいりたいと考えております。 
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続きまして、下の 80 の項目でございます。中期目標・中期計画は記載のとおりでございます。

18 年度の年度計画といたしましては、各研究科において、女性教員の積極的採用について検討す

る、学内に育児施設を設けることについてその可能性を検討する、というものであります。検討

状況としては、検討メンバーは役員会メンバーのみで、工程表もないということですので、検討

状況の確認ができないケースであります。法人の自己評価も「実施にあたって課題がある」とし

ておりまして、委員評価もそのようになると考えられますが、現状・課題の※以下に記載してお

りますとおり、法人で何が課題であるか明らかにしていただく必要があるものと考えております。 
 続きまして５ページ・６ページでございますが、これは事務局の方で法人に確認を行う必要が

あるケースでございます。中期目標・中期計画は記載のとおりでございます。18年度の年度計画

といたしましては、大阪産業創造館において、オープンラボラトリを年間６回を目標として開催

する、というものでございます。実施状況としてはオープンラボラトリを６回開催し、現状・課

題においても参加者の反応は好評であり、19 年度以降も引き続き実施するとして、年度計画は達

成されておりますので、法人の自己評価は「進捗している」としております。なお、オープンラ

ボラトリにつきましては、参考資料３として第２５回オープンラボラトリのチラシを添付してお

りますので、ご参照ください。この項目につきましての委員評価としては、これを妥当と考えて

よい場合と思われます。ただし、中期計画で記載されている、目標値を設定して受託研究件数を

増やすという点につきましては、現状・課題において、19 年度に目標値設定にかかる検討を行う、

としておりますが、目標値設定の検討であれば、19年度１年間もかける必要はないと考えられる

ことから、この点を事務局から法人に確認する必要があると思われます。 

 次の下の 152 の項目でございます。18 年度の年度計画といたしましては、附属病院において引

き続き医療環境の整備を行う、となっております。これは中期計画、年度計画ともに、取り組み

の中身に具体性のないものでありますが、附属病院としては、患者の立場に立った支援体制とし

て、良質医療検討委員会の活動状況を実施状況欄に記載しているケースであります。実施状況と

しましては、良質医療検討委員会を設け、患者から寄せられた意見につきまして対応を検討して

おります。現状・課題に記載しておりますとおり、いただいた意見のうち対応できるものにつき

ましては順次実施を進めていることから、法人の自己評価は「進捗している」としております。

委員評価としては、実施状況等から、外形的にはこれを妥当と考えて良い場合と思われます。 

 次に７ページ・８ページでございます。18 年度の年度計画といたしましては、特任教員の制度

を整備し、重点的に任用することによって、本学の教育・研究水準を維持するとともに、特色あ

る教育・研究を推進する、というものでございます。中期目標では、多様で柔軟な人事制度を構

築し、優秀な教職員を確保する、としておりまして、実施状況では、就業規則の整備を行い、都

市研究プラザなどに重点的に任用しております。現状・課題においては、現在 29人の特任教員が

おり、優秀な教員を確保するために順次導入を進めるとしております。従いまして、委員評価も

妥当としてよい場合であると思われます。 

 次の項目 185 でございます。18 年度の年度計画といたしましては、法人運営本部は、省エネル

ギー運動を推進する、ということになっております。評価指標の欄に、省エネルギーによる経費

の節減の状況、という記載があり、数値的に測定が可能であるケースでございます。その効果に

つきましては、現状・課題に記載してありますように、17 年度、18 年度の光熱水費の額を比較す

ることが可能であります。節減されておれば、委員評価も法人の自己評価の「進捗している」を



10 

妥当として良い場合であると考えられます。 

 それから最後の９ページ・10 ページでございます。18 年度の年度計画といたしましては、全学

評価委員会は、平成 18 年度前期中に、評価の対象・レベルに応じ各専門分野に適合した多元的な

評価項目を設定する、となってございます。年度計画に記載している時期までには間に合いませ

んでしたが、年度内に実施できたケースであります。年度計画においては、18年度前期中に、評

価の対象・レベルに応じ各専門分野に適合した多元的な評価項目を設定する、としていましたが、

実施状況のとおり、設定は 10 月 25 日となっております。予定の時期には間に合いませんでした

が、年度内に実施し、18 年度の自己点検・自己評価に反映できたことから、委員評価も法人の自

己評価の「進捗している」を妥当として良い場合であると考えられます 

 いくつか例を申し上げましたが、説明の方は以上でございます。 
（金森委員長） 
実際には、それぞれの項目には資料がついてくると思います。 

（西田委員） 
 自己評価というのは、法人が自分たちで評価するわけですね。それを見て我々委員はイエスと

かノーとか言うわけでしょう。その際、事務局はどういう作業をするわけですか。これほど多い

項目を、特定の部分だけを見ていくのではなく、全部１個ずつチェックするのは、相当な時間が

とられ、なかなかできないのではないですか。 
 今回の資料では、委員会も進捗していると思われるというような、ある程度の整理がなされて

いますが、さぼるわけではなくて、これについてはこういう問題点があって、どういう評価をし

ますか、と訴えられるようなものがないのかなと思います。 
 スケジュール表を見ても、矢印でだいたい真ん中の欄の事務局を通っていくので、そのときに

何かあるのかなと思って見ていたんですが、説明をしていただくと、そういうことがないので、

非常に難しいのではないかなと率直な疑問があります。 
（金森委員長） 
 先ほどの説明の中にも、大学から出てきた資料や評価について疑義ありの場合は事務局で一定

整理して、とおっしゃってましたが、具体的に何か考えておられたら、今のご質問に一定お答え

できるのではないかと思いますが。 
（柄池課長） 
 先ほど少し触れさせていただきましたが、資料を作成する際、他都市の例なども参考にしまし

て、比較的問題がない、と事務局の方で整理できる部分、判断に迷う部分、委員の意見を聞かな

いといけない部分、などに区分しましてお示ししたいと考えております。まだ検討中ですが、全

部を見ていただくというには、時間的な問題もありますし、難しいと考えておりまして、一定、

事務局の方で整理する必要があると考えております。 
（金森委員長） 
 多少はできるというか、完全にできるとまでは断定されてないですけれども、委員会としては

それを了承すれば、やっていただけるということになるんですけれども、逆に初めから事務局で

やれということになると、委員会としては判断を事務局に委ねたことになり、批判も浴びるわけ

ですから。今のご意見も踏まえて一定の整理はお願いしたいということでよろしいでしょうか。 
 ただ、もちろん一定整理されたものでも、自分としてはここがおかしいというのがあれば、お
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っしゃっていただきたいというのはもちろんですけれども。資料も見てみないと中身が分からな

いというのもあるでしょうし、各委員によってご関心の深い分野もございますでしょうし、それ

ぞれのご見識で意見を出していただければいいかと思います。 
（吉川委員） 
 分担するという方法もありますけれども、事務局での整理については、例えば備考欄に資料が

ある、ない、というように書いてもらえるとこちらもやりやすい。全部の項目を同じエネルギー

でやるのはかなりしんどい作業になる。かといって委員長が言われたように、事務局に任せきり

にしたというのも具合が悪いですし。しかし、全員が何百もの項目を全部チェックしていくとい

うのは、かなり難しいと思います。 
（細見委員） 
 初めてのことなので、委員評価をどうしたらいいかということなんですけれども、自分がよく

分かっている分野については意見が言えるし、分からない分野については他の委員にお任せする

というようにやっていくということでいいと思います。 
（金森委員長） 
 実際やってみないと分からない部分がありますからね。いろいろご指摘いただいた点も踏まえ

て、できるだけ皆さんのやりやすいような案を事務局に考えていただきますが、整理の段階で我々

委員も手伝って、きちんとした評価案を作っていきたいと考えております。 
（白幡委員） 
 資料１に評価方法が書いてありますね、項目別評価と全体的評価。項目別評価だと教育研究や

業務運営など５項目ということになりますが、何百とある項目をいちいち進捗しているかどうか

とか、自己評価が妥当か妥当でないかとか、年度ごとに事業について全部を評価するというのは、

違うのではないかという気がします。もちろん最終的に全体的評価としては、大学評価でやって

いる５段階ぐらいで、おおむね進捗しているとか、そこはチェックしないといけないと思うんで

すが、１つ１つの項目について進んだ、進んでないと委員会が評価するというのは違うのではな

いかという気がします。 
 また、資料４を見てみましても、自己評価があって、委員評価があって、と欄が並んでますけ

れども、もう少し大括りの何かがあるべきではないかと思います。法人の自己評価は、これにつ

いては進捗している、この点についてはもうちょっとだ、と個別にするのはいいと思うんですが、

法人評価委員会としては大括りにして、あの自己評価については妥当であるとか妥当でないとか

とするべきではないかと思います。大学の足を引っ張るような感じがしますし、せっかくの改革

を１年ごとにああだこうだというのは、ちょっとおおげさだと思います。 
（金森委員長） 
 １つ１つにいちいちコメントをつけなくてもいいのではないかということですね。 
 例えば英語教育なんかにしても、教育の中身については、外部評価機関の結果を踏まえないと、

我々からそういう教育の仕方では悪い、とか言えないわけですから。 
 先ほどの事務局の整理の時に、白幡先生がおっしゃったようなことを踏まえて、欄を工夫され

ていただいたらいいですね。 
（白幡委員） 
 項目別評価ですけれども、どんなランクにおける項目なのか、ということですね。 
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 １つ１つにああだこうだと反応する、いちいち応えるというよりは、例えばある点について問

題があれば、最後の全体的評価のところで特別に文章でコメントして、ここはいいとか、ここだ

けは改善してほしいとか、どうしても言うべきところは言っておくというやり方の方がいいので

はないかと思います。 
（金森委員長） 
 事務局案でも、進捗しているという法人の自己評価があって、我々の方も問題がないというこ

とであれば、それは何も書かなくても結構です、と書いてはくれてるんですけれども。 
（白幡委員） 
 ただ、欄がありますと、やってない、見ていないのではないかということにもなりますし。 
（金森委員長） 
 委員評価の欄については、とってしまうか、大項目別にするとか、もちろん何か特に意見があ

る場合は項目ごとに書いていただいたらいいんですけれども、もう少し工夫が必要ですね。 
（吉川委員） 
 資料１の評価方法についてですが、教育・研究に関する部分ついては、確認を行うわけですよ

ね、中身についての評価は行わない。外形的な進捗状況の確認及び評価を行うのがこの５項目。

その中で教育・研究については評価を行わないで、確認を行うだけだということを資料１で書い

てますよね。 
（金森委員長） 
 それは守らないといけませんので。委員評価の欄はその範囲内での委員評価であって、例えば

英語教育については、それに対応する組織をちゃんと設けて努力しているか、というところまで

が外形的評価であって、中身については評価しません。 
（吉川委員） 
 確認だけであって、評価してはいけないんです。 
（金森委員長） 
 進捗していなくて全然何もやってなかったら、それは確認できなかったということを書かない

といけませんね。 
（吉川委員） 
 確認できなかった、であって、それを良いとか悪いとかいう評価はしないということですね。 
（金森委員長） 
 良いとか悪いとかいう評価の表現ではありません。進捗しているとか、実施にあたって課題が

あるとかの４つの表現ですね。ですから本当に何もしていなかったら、実施にあたって課題があ

るという表現になりますね。 
（吉川委員） 
 そうすると、資料１にわざわざ教育・研究に関する事項に※印をつけて別扱いにしているとい

うことがどういう意味があるのかと思いますが、確認はしないといけない、ということですね。 
（白幡委員） 
 法人の自己評価に対して委員評価の欄があるのは、分かりやすさということもあるんでしょう

が、自己努力に対して多大な介入になる感じがしますね。先にこうしろああしろと言ってるよう

な。 
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（金森委員長） 
 委員評価の欄は、横のラインをなるべく減らして、大項目的な表にしていただいた方がいいで

すね。それは先ほども工夫していくとおっしゃってましたが。 
（吉川委員） 
 年度ごとの評価というのは、業務運営の改善・効率化や自己点検・評価、情報公開のシステム

の構築だとか、そういうのはどの程度やれているかは評価していけると思うんですけれども、教

育・研究については１年ごとに評価するというのは不可能であると思われます。教育・研究に関

する多くの項目１つ１つに、というのは趣旨に反するので、包括的に捉えるという意味では、大

きく括って確認だけをするというのがいいかもしれない。 
（金森委員長） 
皆さんの意見がそれほど食い違っているというわけではないので、それを踏まえて、表の作り

方については事務局の方で工夫をしていただきたいと思うんですけれども、それにやってみない

と分からない面もありますし、我々としては自由に意見を書くというのが大事で、小項目であっ

ても我々が大事だと思えば、採り上げていいわけですから、その辺を整理して、今度最後に原案

を作るということになると思います。 
（池田課長） 
 委員評価の欄の趣旨ですが、法人の自己評価が妥当かどうかということについて、いろんな考

え方で見ていただきたいという考えで作りました。 
（金森委員長） 
 そういうことをいちいち書く必要はないと思います。 
（池田課長） 
 特にご意見があるものについては、何らかの形で表記するということを考えています。教育・

研究につきましては、法人が自ら作成した計画が順調かどうかについての観点から確認を行い、

財務や業務運営の改善については例えば、数値で表れてくる部分もあると思われますので、実質

的な評価が行える。教育・研究に関するものとそれ以外で分けて考えないといけないと思います

けれども。 
 資料４につきましては、私どももまだもう少し工夫がいると考えているところでございまして、 

委員評価の欄をどうするかという問題につきましても、中期計画にはかっこで括ったものや丸数

字で括った部分もございますので、１つ１つの項目にではなく、ある程度の項目の括りで一定の

評価の記述方法などを今日の意見を踏まえまして、工夫してまいりたいと考えております。実際

に法人から業務実績報告書が出てきました段階で、括り方の問題も含めまして、ご相談させてい

ただきながらすすめていきたいと思っております。 
（白幡委員） 
 大学の使命は何であるか、が問題であって、節約するために計画をたてているのではないので、

節約はできていても、それが教育・研究に資するということであれば意味があるけれども、本当

はそこだけの評価もできないんですよ。そういう点で個別評価というのをあまり重ねて、いちい

ちやるというのも本当は違うと思う。 
（金森委員長） 
 法人の自己評価に対する評価というのも、全体的なものについての評価であって、法人の自己
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評価個々についてここがいいとか悪いとかいう必要はないと思います。 
（白幡委員） 
 いずれにしても、委員評価の欄が法人の自己評価の欄に対して全部同じように並んでいるのは

よくないので、表を分けるなどした方がいい。 
 計画にある文言が達成されているか、されていないかだけではなくて、文言として計画に表れ

ていないものも含めて、項目全体で評価するという方が本質的な評価につながるのではないかと

思います。 
（吉川委員） 
 先行の公立大学も同じような手続きでやっているんですか。 
（池田課長） 
 国立大学や先行している公立大学を見ましても、我々としては小さな項目ごとに何段階かの評

価を行う、１つ１つの項目についての作業をやっておられると考えておりまして、作業を多くし

て大学の何を評価したのか分かりにくい部分があると思いましたので、一定工夫したつもりでお

りますが、中期目標・中期計画が一定の項目を括るような形になっておりますので、委員評価欄

の設定の仕方など、さらに検討してまいりたいと考えております。 
（京極経営企画監） 
 法人の自己評価まででいったん完結させておいて、委員評価については項目ごとに、例えば小

項目についてという部分と最終の大項目のご意見というふうにまとめればいいと思います。 
 ただ、最後に議会等に出すときにこういう一覧の方が見る側からすれば見やすいだけのことだ

と思うんですが、最後に議会に出すときの様式としてはこちらの様式の方で手入れするというこ

とでいいと思います。 
（金森委員長） 
 組織的には法人と我々評価委員会は別ですからね。 
（京極経営企画監） 
 いったん法人の自己評価で完結させておいて、最後に議会へ報告するときにどういう資料でま

とめるのかということと、作業過程を全部区分した表でやらないといけないのかは別の議論です。

評価過程をどういう様式でやるのかというのは。 
 むしろ小項目について疑問点があればご記入、ご指摘くださいという趣旨であれば、大項目ご

とに小項目に対する欄を作っておけばそれで分かるわけですから。 
（吉川委員） 
 最後に市長が議会へ報告するときに、細かい部分まで見られる方もいらっしゃるでしょうけれ

ども、マスメディアに出るのは非常にポイントを絞った概要、しかもその中の１部分でしょうか

ら、そういった部分をどのようにまとめるかという問題もあって、できるだけ我々も手伝ってあ

まり時間もエネルギーもかけないようにしないといけませんが、この評価委員会はこの大学をど

のように第三者的に評価したのかということを、一般の方たちが分かりやすいようなメッセージ

を示さないといけない。 
（金森委員長） 
 実際、運営費交付金４％ずつ減らされて、法人の自己評価をどのようにされるか分かりません

けれども、これだけ予算減らされたのでできなかったという自己評価が出てくれば、我々として
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もっともであるという意見を出す可能性も十分にあると思います。 
（細見委員） 
 他の話になりますが、資料４の 51 番の項目、表記の問題ですが、教育の実施体制にかかる特記

事項の欄が途中で文章が切れていたりするんですが、この書き方はどうなんでしょうか。実際に

はどう記入されているんでしょうか。 
（池田課長） 
 申し訳ございません。言い訳をするようですが、エクセルでの表の作成上での問題ですが、こ

こは昨年ご審議いただいた中期計画の中に、現状・課題の欄があって、それを貼り付けているも

のです。 
（細見委員） 
 他のところはちゃんとなってますし、簡潔な表現にするとかできないんですか。 
（金森委員長） 
 単に書類作成上の不備ですね。ここはすでに決まった中期計画なんかの文章をそのまま使う部

分ですから、簡潔な表現に変えたりはできません。 
（白幡委員） 
 ここは大学としてはぜひ説明したいという特記事項で、法科大学院や医学部のこととか言いた

いところですから。それが同じ欄の大きさになっているところが苦しいんですね。さっき言いま

したように、委員評価の欄も同じようになっていて、あまりに形式を整えすぎると、せっかく書

きたいことがあっても収まりきらないところがありますから、見やすさばかりを求めないでもい

いのではないでしょうか。 
（池田課長） 
 17 年度末の現状・課題というのを中期計画の中に明記しております。それに対応する形で右側

のページに 18 年度末の現状・課題があって、１年間の外形的な状況を比較できる形にして、なる

べく一覧のような形で工夫をしたいと考えておりますけれども、どうしても字が小さくなってし

まったりしますので、そういった点も含めまして４月までの間にもう少し工夫をしたいと考えて

おります。 
（吉川委員） 
 この形式で報告書を作成するように、ということで法人に示すわけですね。 
（金森委員長） 
 自己評価のところまでですけれども。 
（池田課長） 
 法人側の作業量なども考慮して、右側のページに実施状況・検討状況の欄を分けております。

検討状況につきましてはメンバー、会議の開催日、工程表の有無などを書けるようにしてありま

して、実施するという項目につきましては、実施した内容などを簡潔に書いていただけるように

してあります。また、一定の資料が我々の方に集まると思いますし、そういった情報を総合して

法人も自己評価してこられます。事細かに全部をこの委員会に報告するということになりません

ので、いろいろとご意見をいただきやすい資料づくりというものを心がけたいと思っております。 
（金森委員長） 
 今日の段階では資料４も案の段階ですので、いろいろとご意見いただけたらと思います。 
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（白幡委員） 
 少し関連しますけれども、57 番の項目ですが、平成 17 年度末現状・課題の欄に、こういう研

究科もある、と書いてあって、「～もある」というのはどういう意味ですか。あるから困っている

のかそうではないのか、あるいはプラス面で書いているのか。全部はやっていないから「～もあ

る」と表現しているんですか。こういうことを試みているということであれば、「～もある」と書

かなくてもいいのではないですか。 
 この項目には「・」で３項目あるんですが、自己評価で「～もある」と自己評価が出てきて、

それに対して委員もこれはいい、悪い、オフィスアワーはできている、とか言えないですよね。

ですから書き方も全体として、例えば、教育相談的な活動が計画通り進捗している、と書いてい

ただくと、それに対して妥当、妥当でないと言えるんですけれども。１つ１つが本当に具体的な

取組みを書いておられるので、その辺も工夫してもらえればと思います。 
 また、次の評価指標の欄に、オフィスアワーの実施状況、と取りまとめてあって、そのあたり

をうまく取りまとめていただけると、委員評価もやりやすくなってくるし、分かりやすくなって

くると思われます。 
 それにオフィスアワーも研究科等によってやった方がいいところとそうでないところがありま

すから、場所によって違うでしょうし、ひっくるめてどこでもこれが良いというものではないで

すから。そういう点でも個別評価よりも、少し大括りにして大所高所の評価をした方が、どちら

にとっても意味があると思います。 
（池田課長） 
 他大学の中期計画を見てみても、こういう現状・課題の欄は全くありませんので、大阪市大と

しては法人化するにあたって、むしろ現状というものを表現しておきたいということでしたので、

こういう欄を設けております。 
 「研究科もある」という表現は１つの研究科しかやっていないという、裏返しの表現の場合も

あり、むしろ先進的な取組みをやっている研究科があるという面もありますので、18 年度末の現

状についてはもう少し分かりやすく書いていただくということになるのかなと思っております。 
（白幡委員） 
 もう１つは同じ 17 年度末現状・課題の欄に、明朝体で書いてあるのとゴシックで書いてあるの

とがありますね。例えば 110 番の項目、これは現状・課題の欄が全部ゴシックになっていますね。

これはやはり強調して、メリハリをつけるというか、読んでくれということなんでしょうか。確

かに読みやすさとか分かりやすさとかを考えてこういう表現の仕方は使った方がいいとは思うん

ですけれども、この項目については法人の方が考えて、ここは強調しておこうとしたわけですか。

例えば 49 番の項目なんかは保有図書の冊数を強調されていますが、ここはがんばって図書を収集

したということを評価してほしいのか、何も書いてなくて、ただゴシックになっているだけです

ので、どういう基準でこのような表現になっているんでしょうか。 
（池田課長） 
 昨年からのこの委員会での議論の中で、数値的な部分での評価指標をどうしようかということ

がございましたので、何冊ですとか何円、何件ですとか、数値的なデータが含まれている部分に

つきましては、若干強調するような意味合いで表しております。ただ、ゴシックをかけるところ

は実際には欄の全部にかけていたり、数値でもゴシックがかかっていない部分もあったり、趣旨
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がぼやけている部分もあるのかなと思っております。 
 実際には割と数値的なものを取り出せて議論しやすい部分とそうでない部分の仕分けみたいな

ものをある程度資料の中でできないかと考えておりました。 
（白幡委員） 
 強調したいという表現との区別さえしてもらえればそれでいいと思いますし、表現に差をつけ

るというのは見やすさとかを考えていいと思います。 
（細見委員） 
 100 番の項目に、優れた教育研究拠点の形成という項目があって、次のページにも続いている

んですけれども、17 年度末の現状とかが書いてありますが、これに対応する 18 年度に関して何

も記載がないんですが、これは何か意味があるんでしょうか。 
（池田課長） 
 中期計画の中でＣＯＥに採択された拠点を維持・発展させていく、となっておりますので、文

学研究科・理学研究科・医学研究科の３拠点についての今後の方向性等を現状・課題の欄に整理

して記載されれば、外形的に進捗の確認を行うことができます。 
（細見委員） 
 せっかくこういう貴重なことをおやりになって、その種から何も出ないというのも、残念な気

がするんですけれども。 
（京極経営企画監） 
 まだこれを法人が書いたわけではなくて、18 年度末の現状・課題は次の４月にうめていただく

欄です。これはまだ法人が自己評価・点検した資料ではありませんから。 
（細見委員） 
 そういうようにしていただきたいということです。 
（白幡委員） 
 大阪市大のＣＯＥは３本ですか。ＣＯＥというのはそのものがいいとか悪いとかよりも、ＣＯ

Ｅ全体を活かして大学がどう活性化したかという総合評価みたいなことをやるのがいいのかもし

れませんね。 
（細見委員） 
 別のことですが、18 番の項目、高度専門職業人教育のところですが、17 年度末の現状・課題

の欄の一番下に、社会人が多く入学している学科において、入学後退職して学業に専念するケー

スが多い、と書いてありますが、これはどういう課題としてここに書かれているんでしょうか。 
（池田課長） 
 大学として社会人学生の受け入れについて取り組む中で、合格されますとむしろ仕事をおやめ

になって学生に専念される方が多いので、社会人教育という趣旨からずれていくという話があっ

たことをここに反映しております。 
（金森委員長） 
 文部科学省は、それは社会人教育とはいえないと言ってるわけですか。 
（池田課長） 
 そこまでは存じておりませんが、大学としての社会人教育の掲げ方の問題で、恐らく働きなが

ら学ぶというのが趣旨だと思うんですけれども、そういったことも含めて高度専門職業人の検討
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の中でこういった課題を意識しておこうというところがあったようです。 
（吉川委員） 
 ちょっと長期的な話になるんですけれども、教育・研究に関して認証評価機関の評価を踏まえ

るということになっておりますが、18 年度から６年間の間に、あるいは終わってからでもいいわ

けですよね、７年に１回受ければいいわけですから。それで６年の間に評価委員会の評価を出さ

ないといけないわけですよね、国立大学の例で言うと５年目で出さないと、６年目は次の目標・

計画を作らないといけないわけですから、５年目に受けます。我々の評価の時に、認証評価機関

の評価結果を使うのであれば、３年目か４年目ぐらいに認証評価を受けないといけないというこ

とになりますが、予定としてはどう予定されているのでしょうか。 
（池田課長） 
 法人化前に議論していた中では、中期計画期間の真ん中あたりの年度、20 年度ぐらいに認証評

価を受けようという話をしておりました。今、法人の方でその方向で検討していただいていると

ころだと聞いております。 
（吉川委員） 
 認証評価の教育・研究の項目、非常に細かいですよ、全部やらないといけないので。法人とし

ては今やっておいた方が参考になると思います。評価結果は別にして。 
（池田課長） 
 中期計画では、中期目標期間中に一度、認証評価機関の評価を受けると計画しておりますので、

法律では７年に１回ですけれども、６年に１回受けるというようなことを計画にたてております。

いずれにしましても最初の中期目標期間中の、法人化して３年目ぐらいのところでの評価という

ことを法人の方では考えていただいています。 
（吉川委員） 
 要するにこの法人評価委員会の評価が大事なのか、認証評価機関の評価が大事なのか、どちら

の方が大事なのかということですよ、大学にとって。 
認証評価機関は大学として、いいかどうかを評価する。この評価委員会はこの公立大学法人が

必要かどうか、極端な話ですが。その辺の判断なんかもされてるんでしょうか。まだそこまでは

考えておられませんでしょうか。 
基本的なことから言うと、法人評価委員会は法人が必要かどうかとか、ちゃんとパフォーマン

スあがってるかどうかとかですね。認証評価機関は大学として、七百いくつある大学のひとつと

して、ちゃんと大学の機能を果しているか、そういうことを評価する、ということでレベルから

いったらそっちの方がちょっと低いということになると思いますけれども。 
（白幡委員） 
国立大学法人評価委員会は認証評価機関の結果を参考にして、ということですか。 

（吉川委員） 
 そうです。認証評価機関の評価を参考にして、ということです。 
（白幡委員） 
 今、お話聞いていると、だいたい４年目ぐらいでやるということですから、例えば、４年目の

出来というのは５年目に報告が出る。それを参考にして７年目からの計画を６年目に作る。次の

６年のためには、やはり４年目ぐらいのところで答えが出ないと次の計画がたてられないので、
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４年目ぐらいまでに認証評価受けておかなければいけないと思います。 
結局は本当に６年間の評価ができるのは次のラウンドなんですね。10 年目あたりにようやく初

めてできる。 
（吉川委員） 
 最初の６年間の予算は初めから減っていくというのは、すでに決まっていて仕方がないんです

が、７年目以降、次の中期計画期間中の予算がどうなるかは、この評価委員会の評価結果が非常

に重要になってきますね。やはり法人にとっては評価委員会の評価結果の方が大事になってきま

すね。 
（金森委員長） 
 今日は非常に貴重なご意見たくさんいただきましてありがとうございます。それらを踏まえて

事務局の方で工夫していただきたいと思います。その後、法人の方から業務実績報告書が出てま

いりましたら、各委員の方へお送りされます。我々としてはまず自由な意見を書かせていただい

て、それをどういう形にするかを事務局と相談して整理して作ったうえで、できるだけ７月中旬

頃までに評価委員会を開催すると、そういう方向でよろしいでしょうか。 
 できるだけ大学を良くするという方向で評価をしてまいりたいと思っております。それではこ

れでよろしいでしょうか。事務局案を作っていただいて、どういう案かというのは事前に私の方

に相談いただきたいと思うんですけれども、必要があれば各委員にも見ていただいて、という手

順でよろしいですか。それでは私の方にご一任いただくということですすめさせていただきます。 
 それではお時間ですので、これで終わりにさせていただきます。 


