
 

 

平成29年度第２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29年８月３日（木）午後１時30分～午後２時48分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委 員】馬場委員長職務代理者、桑原委員、竹村委員、田辺委員、眞下委員、

宮本委員 

【大 学】赤井大学戦略室長兼法人運営本部事務部長、川上新法人設立準備室長 

柴山戦略拠点担当課長、浅井庶務課長、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 

牛尾大学支援担当課長代理 ほか 

                       

（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たいと思います。本日はお忙しい中、

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。ただ今から、平成

29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ます。 

 本日でございますが、楠本委員長が御欠席のため、代理職といたしまして馬場

委員に委員長職務をお願いしたいと思います。 

 それでは早速でございますが、馬場委員、議事進行をよろしくお願いいたしま

す。 

（馬場委員長職務代理者） 

 それでは代理を務めさせていただきます。よろしくお願いをいたします。本日

の議題は、お手元の資料にもございますように３件ございます。 

 まず第１番目の議題は、第三期中期目標案の検討でございます。次に、２つ目

の議題として、地方独立行政法人法第31条にかかわる意見具申、３番目の議題と

して、地方独立行政法人法第112条にかかわる意見具申でございます。後ほど説

明があると思いますが、31条は法人業務の継続に関すること、112条は法人の合

併に関する件となっております。 

 それでは、１つ目の議題に入らせていただきます。 
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 議題１、公立大学法人大阪市立大学の中期目標案について、事務局からまず説

明をお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、お手元の資料１をご覧いただけますでしょうか。資料に沿いまして

ご説明申し上げます。 

 この資料の左の列は現在の第二期の中期目標の内容を記載しております。真ん

中の列には、前回７月13日の評価委員会の際にお示しいたしまして、ご審議いた

だきました次期中期目標案を記載しております。そして、その右側の列に７月13

日の評価委員会におきまして、委員の皆様方から頂戴いたしましたご意見に基づ

きまして修正を加えました案を、修正した項目のみでございますが記載しており

ます。 

 それでは、修正をいたしました箇所につきまして、具体の説明を申し上げます。

６ページ中段の「第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標」の「２ 組織

力の向上」についてご覧いただけますでしょうか。こちらの箇所につきまして、

前回の評価委員会でいただきましたご意見が２点ありました。 

 １点目といたしましては、顕彰や評価制度については多様な取組の１つであっ

て、中期目標ではなくむしろ中期計画に記載すべき内容ではないかというご意見

でございます。２つ目といたしまして、「教職員が共に経営参画する意識を醸成

する」という箇所がございますが、こちらにつきまして設立団体である市から法

人に対する指示なのか、市から教職員に対して直接指示をしようとしているもの

なのか分かりかねるというご意見でございました。この２点のご意見を踏まえま

して、右側の列にございます案に修正をしております。 

 なお、前回の評価委員会におきましては、もう１箇所ご意見を頂戴しておりま

した点がございます。同じ６ページの上の部分「１ 運営体制」についてでござ

います。こちらの項目につきましては、理事兼学長のリーダーシップの発揮が求

めるものであり、体制整備は手段であることから目標に記載すべきではないので

はないか、リーダーシップを発揮するための組織づくりはこれまで十分に取り組

んできているのではないか、といった趣旨のご意見を頂戴しております。この点

につきましては、委員からいただきましたご指摘のとおり、最終的なリーダーシ

ップの発揮が求められていることには違いございませんけれども、ここの箇所で
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はそのための運営体制の充実自体に取り組んでいっていただくよう、目標として

設定させていただきたいと考えております。 

 ますます激しくなっております大学間競争を勝ち抜くため、法人側におきまし

ても第三期においては、例えば理事、副学長の職務の明確化や推進本部体制、こ

れは全学的な観点から教育・研究・国際化・入試などといった、各部門の事業の

計画や施策を実行するために設置されている組織ですが、この推進本部体制の見

直しであるとか、理事長兼学長のリーダーシップを発揮していけるよう、運営体

制についてさらに整備を図っていくべき事項があるというように、法人側におい

て考えていると伺っております。こういったことも踏まえまして、７月にご提示

させていただきました案のままで、いかせていただきたいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。ただいまの説明につきまして、それに基づいて修正

していただいておりますが、何かご意見等ございましたらお願いいたします。前

回議論いただいて、この２点の修正に集約されてきていると思います。できれば

今回で概ね仕上げたいとスケジュール的には思っておりますので、何かございま

したらよろしくお願いいたします。 

 顕彰や評価制度はもちろんやることはやるのですが、目標ではなくて計画のほ

うでしっかりと記載していただきたいというのが提案でございます。今回は目標

ということでこういう文章でどうかいう提示でございます。それと、上の箇所の

運営体制という言葉をそのまま残すという２点についてご了解いただけますでし

ょうか。それでは今回で、この原案どおり定めることが適当であるとさせていた

だきたいと思います。 

それでは、最後に中期目標のこれからの取扱いについて、これからのスケジュ

ール等について、事務局から加えて説明をしていただきます。 

（森山大学支援担当課長） 

 ただいま、中期目標案につきましてご確認いただきました。中期目標の策定に

当たりましては議会の議決が必要でございますので、次回の評価委員会で最終の

ご確認をいただきまして案として確定させました後、議会への上程を考えており

ます。 
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 議会で可決されましたら、その内容をもちまして、私ども設立団体から市大法

人に指示をいたします。指示を受けました市大法人では、指示された中期目標を

もとに中期計画案を作成されます。中期計画案については、こちらの評価委員会

に提出されますので、恐縮でございますが年明けに評価委員会を開催させていた

だきまして、法人が作成いたしました中期計画案についてご意見を頂戴したいと

思っております。その節にはどうぞよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。今ご説明がありましたように、法人で作成した計画案

について、また年明けにこの会議に上がってくるので、そこで改めて色々なご意

見をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 それでは、２つ目の議題に入らせていただきます。 

 法の31条の規定によりますと、中期目標期間の終了時の検討につきましては、

設立団体の長であります市長が行うものですけれども、市長が判断する際には評

価委員会の意見を聴くことが定められております。 

 それでは、その手法、内容等について事務局から説明をお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 では、まず参考資料になりますが参考資料２－１、Ａ４の１枚ものですが、こ

ちらをご覧になっていただけますでしょうか。 

 まず、今回お諮りする法の建て付けにつきましてご説明申し上げたいと思いま

す。公立大学法人におけます中期目標は、地方独立行政法人法上６年と期間が定

められております。平成24年度から始まりました市大法人の現在の第二期中期目

標は、今年度平成29年度で終了いたします。平成30年度からは、新たに第三期中

期目標期間として業務運営をいただくことになります。 

 中期目標につきましてもご審議いただいているところですけれども、これから

ご審議を賜ります案件につきましても、この中期目標の期間にかかわる法定手続

の１つでございます。 

 今回、ご審議いただきます案件につきましては、地方独立行政法人法第31条に

規定がございます。こちらの第１項、中期目標期間の終了時に、公立大学法人の

業務を継続させる必要性があるかどうか。あるといたしまして、継続するにあた

って、組織のあり方など業務全般にわたって相当か否かの検討を行い、講ずべき
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措置がないかを決めていくと。これは、設立団体の長であります市長が行う検討

手続でございます。 

 続いて第２項になりますが、その検討にあたりましては評価委員会の意見を聞

くこととなっております。なぜ評価委員会のご意見をいただくことになっている

のかと申しますと、長の恣意性を防ぐため、客観的また専門的な観点からのご意

見を第三者に求めているという法の趣旨でございます。大学法人の業務におきま

して、常日頃から業務実績の評価にあたっていただいております評価委員会にお

きましては、大学の取組、法人の事業を最もよくご存じの第三者であって、客観

的なご意見を述べていただくことができるというように法は建てつけております。 

 これを行う意義は、終了時の検討の結果を次期中期目標に反映させまして、い

わゆるＰＤＣＡサイクルを有効に機能させることを狙ったものと存じております。 

 先ほどの議題１としまして、第三期中期目標案をご審議いただいたところでご

ざいますけれども、この中期目標は法人の自主性、自律性を尊重するという独立

行政法人制度におきまして、法人業務について設立団体から法人に対して直接指

示ができる最たる手段、かつ唯一の手段であると言われております。そのため、

設立団体が法人に対して期待する目標を、明確に記載する必要があると言われて

おります。 

 仮に業務継続の必要性が認められない場合につきましては、次の中期目標の策

定、存在そのものが再考されるということになります。一方でこの検討の結果、

業務継続の必要性が認められた上で、仮に法人に対して何か措置を求める事項が

出てまいりましたら、次の中期目標に反映することを考えるということが必要に

なってまいります。そのため、次期中期目標につきまして、評価委員会としての

案を確定していただくこのタイミングで、31条に基づく終了時の検討も行ってま

いりたいと考えております。 

 このような法の趣旨を踏まえまして、市長が検討した内容につきまして、評価

委員会の先生方にご意見を頂戴したいと考えております。こちら資料２に沿いま

して、市長が行いました検討の方法、内容についてご説明申し上げます。 

 まず、１ページ目「１ これまでの評価結果について」に記載しておりますけ

れども、評価の方法といたしましてまず外部評価の結果を１つの指標としており

ます。この間、平成27年度には独立行政法人大学評価・学位授与機構の大学機関
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別認証評価を受けており、機構が定める大学評価基準を満たしているとの評価を

得ております。また、平成29年度には、医学部附属病院におきまして公益財団法

人日本医療機能評価機構によります、病院機能評価を受審しておりまして、良質

な医療サービスを提供する医療機関として評価されております。さらに、大学院

法学研究科法曹養成専攻につきましても、前述の大学評価・学位授与機構の法科

大学院認証評価を受けておりまして、こちらも機構が定める評価基準に適合して

いるとの評価を受けております。 

 それから、「２ 個別業務にかかる検討について」に記載しておりますとおり、

個別業務についての検討にあたりましては、本評価委員会におけますこれまでの

評価をもとに検証を行っております。平成24年から平成27年度までの４カ年につ

きましては、毎年度いただいております業務実績評価。それから平成28年度の業

務実績につきましては、法人の自己評価及び現在作業を実施していただいており

ます評価。それに今年度、平成29年度につきましては現在進行形でございますの

で、計画の進捗状況を踏まえた形で、第二期中期目標期間におけます業務の取組

実績を確認して検証をしてまいりました。 

 検証にあたって参考にいたしました資料をご紹介申し上げますと、本日参考資

料２－２として付けておりますが、第二期中期計画の事項ごとの各年度の評価結

果の推移を一覧にして項目ごとにまとめております。続いて参考資料２－３、こ

ちらは平成24年度から平成27年までの過去４カ年分の評価委員会におけます、評

価結果のうち、特筆事項あるいは指摘事項につきましてまとめさせていただいた

ものになります。それから参考資料２－４、こちらは市大法人におきまして、今

回の検討にあたりましてまとめていただいたものですが、第二期中期計画期間中

の主な取組実績をピックアップしていただいております。こういった内容をもと

にしながら、業務の取組実績について確認をしてまいりました。 

 資料２におきましては、２の（２）から（１０）のとおり、中期目標の項目に

沿いまして検討内容をまとめてございます。検討の結果につきましては、項目ご

との検証を踏まえまして、４ページ目、「３ 業務を継続させる必要性、組織の

あり方その他その組織及び業務の全般にわたる検討について（まとめ）」という

ところにまとめてございます。 

 まず、大阪市立大学が大阪におけます高等教育機会の提供と、それから知的・
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文化的拠点として中心的な役割を担っており、その役割を引き続き果たしていく

ことが求められているということ。それから平成24年から29年度の第二期中期目

標期間において、法人が市から求められた目標を着実に実施してきており、一定

の水準で事業を着実に実施していると認められるということ。これらのことから、

今後も法人として業務を継続させることが必要であると市側では判断しておりま

す。 

 また、各検討内容におきまして、今後に向けて法人に求める点につきましては、

現在ご審議いただいております中期目標の案にその趣旨が既に活かされていると

考えておりますので、法の31条に規定されております所要の措置につきましては、

「各検討内容において求められる点に留意して、法人業務を引き続き適切に行い、

第三期中期目標を着実に達成することを期待する。」と末文に書かせていただい

ております。以上が、市長が検討いたしました方法、それから内容でございます。

ご審議のほど、どうぞよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。ただ今ご説明ありましたように、法人の業務を継続さ

せる必要性があるかどうか、それに足りるかどうかということですが、市の判断

としては法人の業務を継続させる、すなわち市大を続けていこうという判断です。

その判断の根拠として、この案のとおりまとめていただいております。そうした

判断について、もう少しこういう点をつけ加えたほうがよいのではないかとか、

あるいは少しこの辺はというようなことがありましたらお願いいたします。 

 平成28年度は評価作業がある程度出ているもののまだ途中で、また平成29年度

については、ある程度予測といいますか、計画の進捗を見ながらその判断をして

いくことになります。こういった考え方になりますので、もう少しこういうとこ

ろも根拠として加えたらどうか、ここは少し違うのではないかなど細かい部分で

も結構ですので何かご意見ありましたら、また、それ以外でのご意見でも結構で

すのでお願いいたします。基本的に継続させる必要があるという方向で、ご意見

を賜ればありがたいと思います。よろしくお願いをします。 

（宮本委員） 

 あえて申し上げるようなことでもない意見かもしれないですけれども、最後の

４ページのまとめのところで、「大阪市立大学は、大阪における高等教育機会の
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提供と、知的・文化的拠点としての」とありますが、「知的・文化的拠点」とい

うのは少し弱いような気がします。学術研究拠点でよいのではないかというよう

に思いました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今の意見に関連してでも結構ですが、何かございますか。確かに、「知的・文

化的」とすると、少し分野が偏っているような気がします。私も個人的にはこれ

は同じように思います。 

 参考資料２－２を見ますと、評価を今までしてきた中で、評価Ⅱというのが今

まで問題になった、取組が足りない部分の中心だと思います。資料の右下を見ま

すと、平成27年度までの数ですけども、７・５・７・２と減ってはきていますが、

まだいくつか残っています。終了時の検討については、結構これが１つの焦点に

なるかと思いますが、何かこの説明の中で、評価がⅡであったことに対する評価

や判断はどこかに入っているのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

 基本的には各項目の中で、設立団体が挙げております実績から評価できると思

われる取組記載しているとともに、本評価委員会でも評価Ⅱの項目を中心として

今後引き続き取り組んでいくべき事項ということでご指摘を頂戴しておりますと

ころを中心に、法人側に対して今後もさらに求める事項として、各項目に書かせ

ていただいております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 具体的に言いますと、今回の評価において附属病院に関することについて、評

価Ⅱになっている項目がありました。それについて、何か記載内容に含まれてい

ますかということになります。 

（森山大学支援担当課長） 

 今おっしゃられた、数は少なくなってきているものの評価Ⅱの項目として申し

上げますと、２ページの（６）になりますが、先端予防医療部附属クリニックＭ

ｅｄＣｉｔｙ21というセンターにつきましては、現在検討いただいております28

年度の実績にも同様でございますが、受診者の数について計画の数値に満たない

という状況がございます。こちらにつきましては、経営面での安定性の確保とい

う観点から、引き続き計画の進捗管理を十分に行っていただきたいという点につ
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いて、市側から提起させていただいている状況でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 分かりました、ありがとうございます。 

 その他に何かございませんでしょうか。基本的には、この大阪市立大のミッシ

ョンについて、この委員会の意見としては業務を継続させてしっかりやってくだ

さいということでよろしいでしょうか。もちろん、次回事務局から案をお示しい

ただいて確認することにはしますけれども、もし、今の案について改めてご覧に

なっていただいて、何かご意見がございましたら事務局にご連絡いただければ、

次回までにもう一度検討していただいて、案をお示しいただくということにさせ

ていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。それでは、２番目の議題をこ

れで終わらせていただきます。 

 続いて３番目の議題に入ります。これが１番重いかもしれませんので、積極的

にご意見をお願いしたいと思います。法112条により、法人の新設合併に当たり

協議を行う際には、あらかじめ評価委員会の意見を聴かなければならないと定め

られております。そこの部分も含めて、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、議題３につきましてご説明申し上げます。こちらにつきましては、

現在大阪府、大阪市、それから府立大学、市立大学で協議・検討しております大

阪府立大学との統合に関連する案件でございます。 

 資料は、参考資料３－１をご覧いただけますでしょうか。先ほどと同じように、

法律の建て付けについて掲載しております。今回の統合は市大法人、それから府

大法人を消滅させまして、法人を新設合併するという方式で行おうと考えており

ます。この資料にございますように地方独立行政法人法第112条では、第１項で

新設合併の際は、設立団体同士で協議をしたうえで新法人の名称、所在地、それ

から定款を定めまして、総務大臣の認可を受けることとなっております。さらに

第２項で、その協議に当たっては、あらかじめ評価委員会の意見を聴くというこ

ととなっております。 

 評価委員会に意見を求める趣旨を申し上げますと、今申し上げましたとおり新

設合併につきましては、これまでの法人を消滅させて新法人を立ち上げることと

なります。市大法人の業務全般につきまして、新法人に引き継ぐということにな
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りますので、法人組織の大幅な変更にあたると言えます。先ほど、議題２でござ

いました法の31条では、中期目標期間の６カ年ごとのタイミングで法人業務の継

続の必要性等について委員会にお諮りすることとなっております。このことに鑑

みまして、合併の際にも法では112条によりまして、法人業務を日ごろ評価いた

だいております評価委員会に、客観的な立場からのご意見を聴くことを求めてい

るものでございます。 

 統合の是非ということではなく、法の31条の趣旨と同様にこれまで法人が行っ

てきた業務の必要性があるのかどうか。また、継続させる場合は、新法人がその

業務を行える法人になっているのかどうかといった観点から、新法人の組織のあ

り方等全般につきましてご確認をいただいて、ご意見があればいただくという手

続になってございます。 

 合併協議の内容につきましては、資料３－１をご覧ください。こちらが合併に

おきまして現在の府市でまとめております案になります。ただし、こちらを見て

いただいてお分かりのように、条文列挙での表記になっておりますので、別にポ

イントになる部分をまとめさせていただきました。そちらが資料３－２になりま

す。資料３－２「新設合併に関する協議（案）の概要について」をごらんいただ

けますでしょうか。 

 まず、ページをめくっていただきまして２ページ目、「１．新設合併により消

滅する法人について」ですけれども、大阪府が設立しております公立大学法人大

阪府立大学と、私ども大阪市が設立しております公立大学法人大阪市立大学が消

滅ということになります。なお、法の規定に従いまして消滅する両法人の債権、

債務につきましては、新法人に承継されることになります。 

 次のページ、３ページ目以降からは新法人の定款案の主なところをピックアッ

プして記載しております。こちらをご覧いただきますと、新法人の姿の概要をご

理解いただけるかと存じます。順にご説明申し上げますと、新法人の設立の目的

につきましては、１番上の目的欄に記載しておりますとおりですが、両法人の設

置している両大学のこれまで培ってきた歴史・伝統を継承いたしまして、大阪に

おけます新しい公立大学として、さらに発展していく大学の設置運営、これを目

指した法人を設立したいと思っております。 

 新法人の名称につきましては、現段階の案ではございますけれども、「公立大
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学法人大阪」という名称を考えております。 

 新法人が設置いたしますのは、大阪府立大学、大阪市立大学、それから大阪府

立大学工業高等専門学校、この３つでございます。統合の進め方といたしまして、

先に法人統合を行いまして、一本化された法人のもとで新大学の実現を目指して

いくというステップを考えております。大学統合による新大学の実現までの間は

いったんこの２つの大学と１つの学校を運営する法人となります。 

 法人は大阪府、大阪市が共同で設立いたします。 

 法人の主たる事務所の所在地、法人本部の場所でございますが、大阪市内を考

えております。現在の所在地を申し上げますと、市大法人は大阪市住吉区の杉本、

府大法人は堺市の中百舌鳥にございますけれども、設置いたします各大学キャン

パスへのアクセス、利便性を考慮してまいりたいと考えておるところでございま

す。この法人本部と、各大学の本部あるいは附属病院の運営本部、高専の事務局

とで適切な役割分担及び連携を図っていただきたいと考えております。 

 新法人の体制につきましては、まず役員につきましては、３ページ目の一番下

の欄のとおりでございますけれども、現在においては理事長と学長が兼務となっ

ておりますところ、新法人ではこれを分離いたしまして、経営と教学のエリアで

それぞれが専門性を発揮していただくことを意図しております。次のページに移

りますが、理事長と学長が分離されますと法の規定によりまして、理事長につき

ましては設立団体の長であります知事及び市長が任命をいたします。また、両大

学の学長につきましては、これまでどおり選考会議で選考がなされまして、選考

された人物に対して理事長が任命するという形になります。また、両学長は法人

の副理事長となりまして、役員会に参画していく形になります。 

 その他の法人の体制につきましては、４ページ目に記載したとおりでございま

すが、合わせまして５ページ目に図でお示ししておりますので、こちらでイメー

ジしていただけるかと存じます。理事長以下の役員によりまして、審議・議決の

機関として役員会を設置しまして、その下に法人の審議機関が２つ置かれる形と

なります。１つは左側、経営に関する重要事項を審議する経営審議会、もう１つ

は右側の教育研究に関する重要事項を審議する教育研究審議会。この教育研究審

議会につきましては、大学ごとに設置することになりますので当面は２つ存在す

る形になります。体制につきましては、大枠は法に沿った建て付けでございまし
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て、基本的には現在の市大法人、府大法人の体制をベースに考えております。 

 新法人の概要につきましては、以上のとおりでございます。 

 定款案そのものも、資料３－１でお示ししておりますけれども、決して定款案

の表記一つ一つをご審議いただくという趣旨ではありませんで、現在の市大法人

の業務を承継することとなります新法人の姿全般を眺めていただきまして、ご意

見がございましたら頂戴したいと考えております。ご審議どうぞよろしくお願い

いたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。私もそうですけども、たぶん初めてご覧になる内容で

ございますし、今のご説明についてのご意見、ご質問等何でも結構ですのでお願

いいたします。もちろん確認という意味でも結構です。ご説明にあったのは、新

法人の根幹にかかわる経営陣といいますか、執行部の決め方あるいは構成メンバ

ー、内容等についてだったと思います。 

 それでは私から１つだけ。今の説明の中で分からなかったのが、工業高等専門

学校の位置付けについてです。今は府大と市大の合併の話がありますが。そのと

きにこの高専はどういう位置付けになっているのか、どういうところで関わって

くるのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

 学校の種別といたしますと、教育基本法上は大学とは別の学校になりますけれ

ども、今現在も大阪府立大学法人では、府立大学とこの工業高等専門学校の２つ

を持っております。法人が運営する学校につきまして、法人合併に伴いまして分

離するという形ではなく、今現在、両法人が設置運営している大学・工業高等専

門学校につきましてはそのまま新法人でも継続していく形を考えております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 少し質問が悪かったかもしれません。今度理事長になられる方は高専も管轄す

るということですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうです、そういう形になります。法人としてこの３つについて設置・運営し

ていく形になります。 

（馬場委員長職務代理者） 
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 府大法人と市大法人を１法人２大学に統合するということですから、この当初

の状態では府立工業高等専門学校は、府立大学に附属するというふうに考えれば

よいですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 附属の学校ではなく別の学校という位置付けになりますので、大学を統合いた

しました場合は、あくまでも大学の統合ですので市立大学と府立大学は統合とい

う形になります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 理解がずれていたらすみません。まず、１法人２大学にするわけですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 現状を申し上げますと、市大法人がございまして、その下に市立大学がござい

ます。一方で府大法人の側には府立大学ともう一つ別の学校として、工業高等専

門学校があります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 横に並んで存在するわけですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 それが、法人が１つになりますので、１つの新法人のもとで、市立大学と府立

大学と高専という３つの学校、２つの大学と１つの高等専門学校があるという形

になります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そうしますと、５ページに役員会や経営審議会がありますが、高専も所管する

と考えれば良いわけですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうです。役員会につきましては高専も所管いたしますし、経営審議会もそう

なります。ただ、教育研究審議会につきましては、大学における教育研究審議会

になります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今みたいな初歩的な質問でも良いと思いますので何かありましたらどうぞ。 

（眞下委員） 

 法人が合併したときに理事がおられるのですけども、副理事長は学長を兼務す
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るということで、２つの大学をそれぞれ統括されるということですが、理事の

方々というのは今でありますと、大学の色々な役割を担っておられますよね。新

しい法人では、理事の方々が、それぞれの大学についての役割分担をされるとい

うことになるのでしょうか。副理事長は大学についての役割を持たれるというこ

とでしょうが、理事の方々はどういう役割になるのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

 資料３－２の３ページの下のほうに、参考図として書いておりますのでご覧く

ださい。矢印右側が新法人におけます理事の役割分担の今現在の案を記載してお

ります。こちらは、現在府市でこういう案もあるのではないかと考えております

案でございまして、この先新法人の設立に向けまして、大学の意見を取り入れな

がら具体的に考えていく形になります。 

 現在検討しておりますのは、あくまでも新法人におけます理事になります。副

学長とはまた役割が別ですので、それぞれの法人から同じ役割を担った同一の職

務の役員を出すという形ではなく、役割を集約していくような形にしたいと考え

ておりますが、こちらについても今後両大学と協議のうえで決定する形になって

まいります。 

（宮本委員） 

 この３ページの参考図というのは、左側が大阪府立大学法人と大阪市立大学法

人の現在の姿ですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうです。 

（宮本委員） 

 新法人ができますと左側にある現在の府立大学法人、大阪市大法人はなくなっ

て、大学だけになりますよね。法人がなくなるのであれば理事長は必要ないので

はないですか。 

（馬場委員長職務代理者） 

 新しい法人に理事長が必要ですよね。 

（宮本委員） 

 それは新法人の理事長でしょう。 

（馬場委員長職務代理者） 
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 左側に必要かということですか。 

（宮本委員） 

 そうです。 

（馬場委員長職務代理者） 

 左側は理事長と学校が兼任。 

（森山大学支援担当課長） 

 図の左側は消滅する法人になりますのでなくなります。 

（宮本委員） 

 そうだとすると図としてはここに大阪府立大学、大阪市立大学と書くとおかし

くなりませんか。法人組織が残っているのはおかしいのではないですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうではなく現行が左で、法人統合に伴い右側に変わるという図でございます。 

（宮本委員） 

 そうすると、新法人のもとでの図ではないですよね。 

（森山大学支援担当課長） 

 新法人のもとでの図が矢印の右側のものです。 

（宮本委員） 

 そうではなくて、全体図が新法人の下に２つの大学がぶら下がっている図では

ないですよね。 

（森山大学支援担当課長） 

 法人の役員の構成だけ書かせていただいております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 大学ごとの役割はここには何も記載がないということですね。 

（宮本委員） 

 そうではなくてそもそも現行の法人がなくなっているわけでしょう。 

（馬場委員長職務代理者） 

 代わりに新しい法人ができます。 

（宮本委員） 

 新しい法人はできますよね。 

（森山大学支援担当課長） 
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 新しい法人ができまして、その新しい法人のもとに、府立大学、市立大学は継

続していくという形になります。 

（宮本委員） 

 その法人の下にあるのは現行の法人じゃないですよね。 

（馬場委員長職務代理者） 

 違いますね。新法人の下にあるのは法人ではないですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 法人の下にあるのは大学と高専になります。 

（宮本委員）   

そこには理事長という役職があるのですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 法人には理事長がございます。 

（宮本委員） 

 そうじゃなくて。 

（馬場委員長職務代理者） 

 大学にはありません。 

（宮本委員） 

 ありませんよね。何かちょっと理解しにくいのは。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今の宮本先生のご質問は、それぞれの大学についての現在の理事のことですね。

市大なら市大の理事としての仕事をする人はいるのかいないのということですか。 

（宮本委員） 

 関連していますよね。 

（森山大学支援担当課長） 

 大学側から見ますと、学長、副学長という役割になります。 

（眞下委員） 

 副学長はどなたがなられるのですか。法人の理事がなられるのでしょうか。大

学に理事はいなくなるのですね。 

（馬場委員長職務代理者） 

 市大にはいなくなって、その上の法人にだけ理事がいる。 
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（眞下委員） 

 法人には理事がいるけども、大学には理事がいなくなる。 

（森山大学支援担当課長） 

 市立大学がありまして、市立大学を設置・運営する法人がございますので現在

と同じになります。 

（眞下委員） 

 現在は一体だからよいのですが、１つの法人の中に２つの大学ができることに

なるので、一見すると大学には理事がいなくなるという形になりませんか。 

（宮本委員） 

 それぞれの大学を運営していた法人がなくなるわけでしょう。 

（眞下委員）  

 普通の感覚からいくとそうですね。 

（竹村委員） 

 つまり１つの大学になるわけですか。 

（眞下委員） 

 ４年間ぐらいはまだ１つの大学にはならないです。 

（竹村委員） 

 その４年間はそれぞれの大学に理事はいないのかどうかという話ですか。 

（眞下委員） 

 そうです。 

（森山大学支援担当課長） 

 新法人におきましてもそれぞれの大学の教員が理事を兼ねていることが多いで

すが、その場合教員でありながら新法人の理事という形になります。例えば市大

の副学長と新法人の理事を兼ねる場合、府大の副学長と新法人の理事を兼ねる場

合、教員でない学外の人材が理事になった場合という３パターンが考えられます。 

（眞下委員） 

 そうすると７人、副理事長を含めると９人の理事が、分担して２つの大学を所

管する理事になるということですね。 

（馬場委員長職務代理者） 

 基本的にはそういうことですね。 



 

－18－ 

（眞下委員） 

 そういうことになってしまいますよね。 

（馬場委員長職務代理者） 

 阪大もそうなのですが、法律上、理事になるときは大学を退職して就任します

ので、いわゆる大学から離れた法人の理事、副学長であって、学部とは身分的に

無関係になります。おそらくそれと同じような状況だろうと思います。 

（宮本委員） 

 現在の府立大学と市立大学の法人の理事は、いなくなるということですか。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そうですね。新しくできた法人の理事になるのであって、府大法人、市大法人

の理事というのは、この資料から見る限りは消滅する。それで新たに誰がなるの

かという話は別にして、組織上はそうなると思います。 

（眞下委員） 

 しばらくは理事の数が減りますよね。業務が大きく減るわけではないでしょう

から、少ない人数で業務を分担しなくてはいけなくなる。 

（森山大学支援担当課長） 

 現行の府大法人側の役員数と市大法人側の役員数を単純に合計いたしますと、

新法人の役員数のほうがが少なくなると言えます。 

（竹村委員） 

 役員数に関連してですが、新しい法人は理事長と副理事長、理事、合わせて10

人ですね。役員の数というのは２で割れる数にしないのが普通だと思うのですが、

この10人という数字の根拠はありますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 まず議決に当たりましては、基本的に理事長は議決に入りません。その上でこ

の数についてですが、まず理事長が１名。副理事長２名というのは両大学の学長

が副理事長を兼ねるということで２名となります。理事７名というのは資料に記

載しております役割分担を想定しておりまして、現行それぞれ理事というのが６

名ないし５名おります。それに新大学の実現を目指していきますので、その担当

の理事も必要だということを考えてプラス１で理事を７人。役割や職務としまし

ては、現行をベースとして考えております。 
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（竹村委員） 

 単純に考えますと、学生数も相当に増えるわけですから財源も２大学分になり

ますね。相当な業務が増えるのではないかと思います。担務についても役割分担

だけで単純に計算していて、この理事の人数でできるのかなという気がします。 

（森山大学支援担当課長） 

 先ほどの話と混在してしまうかもしれないですが、大学業務そのものにつきま

しては、大学において副学長という役職で教学を担う存在はおりますし、あくま

でもこちらの資料は理事の役割という観点で作成しております。当然ながら今の

市大、府大にも役員の業務をサポートする、補佐的な役割を担った方もおります

ので、そういったことも含めて、審議議決機関の役員体制を担っていく数として

は、７人が適切ではないかと府市で考えております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。今回は、色々な質問を出させていただくということで

もよろしいですね。全体としてこういうふうにしてくださいとかいう取りまとめ

ではなくて、意見を出させていただくというレベルでお受けいただきたいと思い

ます。合併して落ちつけばこの理事の数でもおそらく十分だと思いますが、合併

当初は１大学ではなくて２大学を運営するわけですから、理事の数について気に

なるという意見として出させていただきたいと思います。 

（眞下委員） 

 今、森山課長がコメントされたように、各大学には副学長をたくさんおかれて、

これまで理事がやっていた役割をされるとのことなので、理事は法人の仕事だけ

をされるのでしょうね。そういう役割分担になっている、と理解したのですがそ

うですよね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。これまでも同じ人物が兼務してやっていることが多いので、その

意味では混在はしますけれども。 

（眞下委員） 

 混在はするのですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 経営の部分での仕事と、教学の部分での仕事がございます。教学の部分につき
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ましては、副学長が引き続き担う形になりますし、現行法人でもありますように、

経営部分をサポートする存在として、補佐的な職名を付けることもできると考え

ております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今回、定款で定めようとしているのは、新しい法人についての話であって、そ

の下につく市大や府大についての話ではないのですね。そういう理解でよろしい

ですか。他の部分についてもご意見があると思いますので、例えば、次の理事長

の任命であるとか、理事長以外の役員の任命のところ、あるいは５ページの役員

会、経営審議会、学長選考会議のところなどについて何かご意見や気になるとこ

ろなどがありましたらお願いいたします。 

（宮本委員） 

 学長選考会議の６名というのは、最終的に決定する委員会のメンバーというこ

とですね。ところで学長選考会議は現在でもありますよね。しかし、それは教員

の選挙の結果を踏まえて決めており、それが最終的な決定機関ですよね。つまり、

実質的には決定機関の下に選挙がありますよね。 

（馬場委員長職務代理者） 

 選挙があるかないかは学校ごとに異なりますのでそこをどうするかという問題

だと思います。 

（宮本委員） 

 この資料はそこまでは書かないということですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 市大におきましては、現行も学長選挙はしておりませんで、関係者の推薦を受

けた者の中から学長選考会議で選考しております。選考された方をもって、今で

したら市長が理事長兼学長として任命するという手続になってございます。です

から、任命権者は今後は理事長になりますけれども、学長の選考が選考投票では

なく学長選考会議であるということは、現在も同じということになります。 

（宮本委員） 

 それは最終決定の会議というのは分かったのですが、推薦の手続きについて現

行の定款に定めていないのですか。 

（森山大学支援担当課長） 
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 それは定款事項ではございませんので記載しておりません。 

（宮本委員） 

 そうですか、分かりました。 

（田辺委員） 

現状といいますか、法が分かっていないので質問です。まず、理事長の任命の

ところで、理事長は職員でなければいけないとか、設立団体の者でなければいけ

ないとか、そういう規制がないのかということ。次に、副理事長や理事は、理事

長が任命ということになっていますが、役員会で重要な事項を決めていく中で、

理事長が全ての理事を選任する権限をお持ちになるのが普通なのかということ。

あともう１点が、経営審議会には大学に関する有識者を外部から入れるという構

成になっていますが、それでも３分の１は外部の方を理事にしないといけないと

いうことなのですか。 

（森山課長） 

 まず、理事長の任命におきます制限につきましては特にございません。ですか

ら、知事及び市長が協議の上任命した者という点のみになります。 

 理事長の任命につきましても、その他の理事の任命につきましても、法の規定

によるものでございまして、理事長が理事を任命するという点につきましても、

そういう意味では制限がないといいますか、理事長に権限を委ねられているとい

う建て付けになってございます。 

 その中で、学外者を何人入れるかということにつきましては、法の規定では特

に制限がございません。極端に言いますと必ず入れる、全く入れないというのも、

それぞれに委ねられているという形になります。 

 今回の案における人数につきましては、府大、市大において、外からの視点を

入れようという観点で現行も学外者を入れております。その人数をベースにしな

がら考えていくという状況でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 先ほど、今回は質問だけでよいですかと言いましたが、少し説明が抜けており

ました。新設合併協議について進めている形で特に異存ありませんかという点が

抜けておりましたので、これからもご議論を続けていただきたいと思いますが、

その点について少し加えさせていただきます。 
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 市の側でこういう合併協議を進めます。進めていくうえで、進めること自体は

ご了解いただいた上で、ご質問であるとか、これは承知しました、こういう点に

気をつけてください、こういった疑問があります、こういう点に気をつけてくだ

さい、という立場でのご質問をお願いいたします。 

（竹村委員） 

 多分、先ほどのご質問もそうだと思うのですが、要するに法に基づいてという

のは、地方独立行政法人法に基づいてということですね。ということは、例えば

理事長の任命は知事と市長が任命する、というのも地方独立行政法人法にあるわ

けですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 理事長と学長を分離した際の理事長についての選出手続につきましては、設立

団体の長が任命するというこの一言に尽きております。 

（竹村委員） 

 つまり、長が誰に決めてしまってもよいわけですね。 

（宮本委員） 

 ということは、理事長を長が解任できるということもあるのですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 解任についての規定は特にはないですが、任命権があるということは反対解釈

で解任権もあると考えられます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 勝手に解任というのはないと思いますので、解任するときには何かしらの手続

があると思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 任期なしではなくて、何年間という有期の任期も定めますので、その途中で解

任となりますと非違行為があるといったケースかと思われます。 

（宮本委員） 

 そういうケースですよね。職務にあたって著しく支障があるなどの判断があり

得ると思います。もちろん、長が替わったから自分の都合で理事長を替えるとい

うことはないと思いますが。 

（森山大学支援担当課長） 
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  すみません、失礼いたしました。同じ地方独立行政法人法で、解任の規定も

ございました。役員の欠格事項が定められておりまして、それに該当する場合に

つきましては、逆に解任しなければならないという規定もございます。それに基

づく場合は解任権を行使すると。 

（馬場委員長職務代理者） 

 私から質問です。当然今後の形はまだ決まってないのかもしれませんが、ある

意味で暫定的な形として、ひとまず１法人２大学にする。その先には１法人１大

学にするということまで決まっている上での今回の動きなのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

 目指す方向としましては、法人統合が目的ではなくて、大学の統合、新大学の

実現を目的としておりますので、方向としては法人統合だけを目指しているもの

ではありません。ただし、手続的に大学統合が決まっているのかと言われますと、

法人統合をまず議会に承認いただいて、その次に大学統合について法定手続を進

めていく形になりますので、決まっているか決まっていないかでいくと、大学統

合はまだ決まっていませんということになります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そういう質問を申し上げたのは、４年後にもし１法人１大学になるのであれば、

暫定的な方法もありかなと思ったからです。１法人１大学をにらんだ上での組織

づくりをするのか、もう１法人２大学をしっかりとしたものにするための組織づ

くりとでは多少変わってくるのではないかという考えです。 

（森山大学支援担当課長） 

 まず今回の定款策定に当たりましては、例えば役員の数、役員体制などにつき

ましては、１法人２大学に沿うような形で考えております。委員長職務代理者の

ご指摘のとおり、次のステップとして１法人１大学を目指しておりますので、１

大学に統合したときにこれになじまないものが出てきましたら、大学統合の承認

をいただくのと合わせて、また改変を考えていきたいと思っております。 

（田辺委員） 

 もう一度確認なのですが、理事のうち３分の１は法人外からということを定款

にうたってしまうと、絶対になってしまう中で理事が７人で３分の１以上という

と、かなりな人数になってしまうと思います。新法人の場合、それぞれの大学に
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ついて熟知されている方が元々理事としては少ない状況で、なおかつ学外の方を

３人以上と決めてしまっても、経営審議会とか教育研究審議会というのは支障な

く運営できるのか。あえて定款に明記する必要があるかということですけれども。 

（森山大学支援担当課長） 

 現状を申しますと、現行法人も５人理事がおりますけれども、そのうち２人は

学外の方に来ていただいております。副理事長につきましても、学外の人間にな

りますので、副理事長も足した数でいきますと、今６人いるうちの３人が学外の

人間ということになりますので、状況としては特に統合を機にして、何かが一変

してしまうということではないと思っております。逆に、外部の目線を入れて、

新しい形を目指していくことができるのではないかと考えております。 

（馬場委員長職務代理者） 

確認だけですが、５ページの役員会と経営協議会というのは、これは今の大学

にあるいわゆる経営協議会と考えてよいですか。２大学を所管する審議会、経営

協議会ということですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 その通りです。なお、教育研究にかかる審議機関につきましては、法で大学ご

とに置くと決まっておりますので、ここの部分だけは府大の教育研究を審議する

審議会と、市大の教育研究を審議する審議会と２つに分かれます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そのほかございますか。ところでこの件について、評価委員会の場で皆さんに

ご意見を聞く機会というのはスケジュール的にまだありますか。これについても

市議会に諮っていくわけですよね。 

（森山大学支援担当課長） 

 事務的な話を申し上げるのは恐縮ですけれども、今念頭にありますスケジュー

ルとしましては、こちらの評価委員会で意見具申をいただきましたら、それをも

ちまして秋の議会に上程してまいりたいと考えております。そのため、議会日程

を踏まえますと、次回には意見具申を賜りたいと思っております。 

（馬場委員長職務代理者） 

はい、分かりました。 

（宮本委員） 
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 定款上の問題ではないですが、新しい組織形態の中では、それぞれの大学が独

自で決定できずに、公立大学法人大阪で決めないといけないのは、例えはどうい

うものがあるのですか。カリキュラムの決定は役員会ですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 大まかに言いまして教学にかかる部分につきましては、基本的に学長のもとで

大学が決めていくという形になります。 

（宮本委員） 

 教員人事については、最終的に新法人の役員会で認可を受けないといけないと

いうことですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。教育研究審議会で人事方針などを策定いたしますけれども、最終

的には審議・議決事項として役員会に諮られますので、法人のもとで決定という

形にはなります。 

（宮本委員）   

具体的な名前は出しませんけれども、地方独立行政法人で数年前に複数の大学

を１つの法人に統合したところがあるのですが、そこにおられる方に聞くと、意

思決定がとても遅くなるようですね。一見すると独立している機関で決めたはず

のことが、全体の大きな法人で決定しないといけない。そうすると、行政的には

決定がとても遅くなる。そして、屋上屋を架したような議論になるといった心配

はあると思います。これは定款の問題ではないとは思いますが、十分注意しない

とものすごく効率が悪くなると思います。 

（桑原委員） 

 今もお話がありましたように、新法人の中で役員会の役割が非常に重要になっ

てくると思われます。１つは、役員の人数は減るのが良いかどうかは別としまし

て、いずれは減る方向で考えておられると思います。もちろん役員報酬の問題も

あると思いますが、これだけ母体が大きくなると、予算的観点から退職手当の基

準とか支給の金額、またいつまで支給していくかなどを検討・決定していくのが、

役員会の大切なことになってくると思います。ものすごくたくさん教員も職員も

増えることになると思いますので。 

 それから、職員をどのように両大学に配置していくかという問題とか、それか



 

－26－ 

らいわゆる研究所あるいはそれにかかわる附属機関についてのあり方などを長期

的に考えていくのが、役員会の役割だと思います。初めから教育研究のほうには

手をつけないようにしておかないといけなくて、教育研究は独立と考え両大学が

統合されるまではあくまで経営に特化するという方向で動かないといけないので

はないかという気がしています。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そのほか、よろしいですか。もし今ご意見がなければ、次回にはまとめる必要

がありますので、ご意見がございましたらそれまでに事務局に連絡をいただけれ

ば非常に助かります。 

 それでは、評価委員会としてはこの法人の新設合併協議については、進めるこ

とについては、異存はないということで取りまとめさせていただいて、次回に皆

様のご意見を取りまとめた意見書の案を事務局からお示しいただいて、確認をす

るというスケジュールで進めさせていただきたいと思います。繰り返しになりま

すけれども、資料をもう一度ご覧いただいて、もしご意見等がありましたら事務

局にお寄せいただければ非常に助かります。その上で、ご意見を反映して事務局

に案を作成していただくということで、取り進めたいと思いますがよろしいでし

ょうか。 

 それでは、本日予定しておりました議題はこれで終了ですけれども、あと事務

局から連絡事項等がありましたらお願いします。 

（森山大学支援担当課長） 

 ご審議ありがとうございました。 

 ただいまの議題３、それから先の議題２の審議におきまして、委員長職務代理

者から本日お示しした案につきまして、後日お気づきになられた点がありました

ら、ご意見等を事務局に寄せていただくことをお話しいただきました。ご意見等

がございましたら、ぜひ頂戴いたしたいところですが、次回の取りまとめに向け

まして、意見書案を事務局で作成する都合上、ご意見等につきましては大変恐縮

ではございますが、できましたら８月10日の木曜日までに、事務局にお寄せいた

だけましたら幸甚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、第３回の評価委員会についてご案内させていただきます。次回は、

例年どおりの事項といたしまして、これまで頂戴しております平成28年度の業務
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実績について、委員の皆さまからいただいておりますご意見やご質問につきまし

て、法人の役員に出席していただきますので、役員に対して意見聴取を行ってい

ただきます。また、財務諸表につきましても、次回の評価委員会でいったん説明

のみになりますが、私どもからご説明申し上げます。今、お手元にお配りしまし

たけれども、次回に向けましてご参考に事前配布させていただきます。また、本

日ご議論いただきました、議題２の中期目標期間終了時の検討、それから議題３

の新設合併協議につきまして、本日のご審議の結果を受ける形で、評価委員会と

しての意見を取りまとめに向けて再度ご審議を賜りたいと思っております。 

 次回の評価委員会は、８月21日の午後１時半から。場所は、市立大学の杉本キ

ャンパスで行う予定でございます。詳細のご案内につきまして、改めまして事務

局から連絡させていただきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 それでは、これで終了させていただきます。どうもお疲れさまでございました。 


