
 

 

平成29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29年８月21日（月）午後１時30分～午後３時52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】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、 

【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、平川理事兼病院長、宮野学長補佐 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） 

 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。

ただ今から、平成29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ます。 

 なお、本委員会は原則公開の取扱いとなっております。本日でございますが、

楠本委員長がご欠席のため、代理者として馬場委員に委員長職務をお願いいたし

たいと思います。 

 また、本日は委員会を第一部と第二部に分けさせていただきまして、その間に

休憩を挟む形で実施いたしたいと考えております。それでは早速でございますが、

馬場委員、議事進行よろしくお願いします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 それでは、早速始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。

今、ご説明にありましたように、本日は議題が５つございますので、一部と二部

に分けて審議をさせていただきます。 

 まず、第１の議題は地方独立行政法人法第31条に関する意見についてでござい

ます。内容については、後ほど説明がございます。 

 次に２つ目の議題として、公立大学法人大阪市立大学第三期中期目標案にかか

わる意見について。３つ目の議題といたしまして、地方独立行政法人法第112条

にかかわる意見。そして４つ目の議題として、平成28年度業務実績に関する評価
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について。最後に５つ目の議題として平成28年度財務諸表についてでございます。 

 それでは、１つ目の議題に入らせていただきます。資料１－１「公立大学法人

大阪市立大学における第二期中期目標の期間の終了時の検討について（案）」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１－１に即しましてご説明申し上げます。こちらの議題１につ

きましては、前回の評価委員会でご審議いただいた案件でございます。少しおさ

らいをさせていただきます。本件につきましては、今年度末で第二期中期目標の

期間が終了するのに伴います法定手続でございます。中期目標の期間の終了時に

大学法人の業務を継続させる必要性があるか否か、あるとした場合に継続してい

くに当たりまして、組織のあり方など業務全般にわたって相当かについて、市長

が検討を行いまして講ずべき措置がないかを決めてまいります。その際、常日ご

ろ大学法人の業務実績評価を実施いただいております評価委員会に客観的かつ専

門的な観点からご意見をいただくことになっております。 

 市におきまして検討いたしました内容について取りまとめまして、先の第２回

評価委員会の場で案としてお示ししご審議いただきました。その際にいただいた

ご指摘を踏まえて一部修正を加えましたので、本日改めて資料１－１としてお示

しさせていただいております。 

 前回の委員会の場でご指摘をいただきましたのは１点でございまして、具体的

な箇所を申し上げますと、資料１－１の４ページの３になります。「業務を継続

させる必要性、組織の在り方その他組織及び業務の全般にわたる検討について

（まとめ）」のところですけどれども、そちらの１行目、「知的・文化的拠点と

しての中心的役割を担ってきており」と、当初、市側でまとめておりましたけれ

ども、前回の委員会の場で、「知的・文化的拠点」という表現では弱いのではな

いか、あるいは分野が偏っている感があるというご意見を頂戴しておりました。

いただきましたご意見を踏まえまして、網掛けの表記のとおり「知的・文化的拠

点」という表現を「学術研究の拠点」という表現に改めて、市長の検討結果とい

たしたいと考えております。今回、加えました修正点は以上でございます。ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 
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 ただいま事務局からご説明いただきましたように、前回の委員会でおおむねご

了承いただいたのですが、先ほど説明のありました「知的・文化的拠点」を総合

大学にふさわしいように「学術研究拠点」とするほうがよいという、その１点の

みの修正について前回ご意見いただいたところでございます。この修正案をもっ

て、確定ということにしてよいかどうか、そのほかにご意見がございましたらよ

ろしくお願いします。 

 今回でこの検討については、最終の確定になりますのでその点も含めましてよ

ろしくお願いいたします。この修正案でよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、この原案に関して、評価委員として適当であると考えるとい

うことにさせていただきたいと思います。原案の内容で確認をさせていただいた

ところですが、市長に対する意見書を資料１－２として提出させていただきたい

と思います。資料１－２をご確認していただきたいと思います。それではこれで

１つ目の議題終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは２つ目の議題に入らせていただきます。公立大学法人大阪市立大学第

三期中期目標にかかわる意見でございます。本件につきましては、前回の委員会

で原案に関して適当であるということで確認をさせていただいております。市長

に対する意見書の案も、資料２－２のとおり事務局が作成しておりますので、そ

れもご確認いただきまして何かご意見等ありましたらよろしくお願いをします。

事務局から何かご説明ございますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 前回の委員会、それから３月の委員会の場で、ご意見を頂戴いたしまして、最

終形として資料２－１にまとめさせていただいております。前回の委員会の場で、

これで適当ではないかと委員長にもおまとめいただいておりましたので、それを

受けまして、資料２－２という形で意見書につきまして僭越ながら、案文という

ことで本日ご提示させていただいております。こちらでよろしいかどうかご確認

いただけましたら、幸甚でございます。よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 前回の委員会において資料２－１でＯＫであるという確認をいただいておりま

すので、それを受けて先ほどの１－２と同じような形で資料２－２として市長に

提出する書類を整えていただいたということでございます。この件もこれでよろ
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しいでしょうか。ありがとうございます。それでは議題２もこれで終了させてい

ただきます。 

そうしましたら、３つ目の議題に入らせていただきます。地方独立行政法人法

第112条にかかわる意見についてでございます。本件については府大と市大の合

併に関する案件でございますが、こちらにつきましても前回の委員会で定款その

ものについては、異存はないということで確認をさせていただいております。そ

の上で、法人の統合に向けてのいくつかの意見をいただいています。それを踏ま

えて、市長に対する意見書の案文を事務局が作成しておりますので、その説明を

お願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは資料は３－２をご覧いただけますでしょうか。この議題３につきまし

ては、委員長がおっしゃたように大阪府立大学との統合に関連する案件でござい

ます。本件も前回の第２回評価委員会の場でご審議をいただきましたので、事務

局より少しおさらいをさせていただきます。 

 新設合併の方式で法人統合を行う場合は、市大法人の業務全般について新法人

に引き継がれるということになりまして、いわば法人組織の大幅な変更に当たり

ます。そのため、地方独立行政法人法では、先ほどの議題１で中期目標の期間が

終了するときにおいて、法人業務の継続の必要性などにつきまして委員会にお諮

りすることとしていることに鑑みまして、これと同様に、統合の是非ということ

ではなく、これまで法人が行ってまいりました事業について必要性があるのかど

うか、継続させる場合においてはその業務を行える法人となっているのかどうか

という観点から、新法人の組織のあり方等全般につきまして、評価委員会にご確

認をいただきまして、ご意見があればいただくという法の構成になっております。

これに対しまして前回の評価委員会の場におきましてご審議をいただきまして、

多くのご質問、またご意見の交換をいただきました。 

 その中で、先ほど委員長職務代理者からおっしゃっていただいたとおり、新設

合併の協議自体について進めることについて異存はないという旨をご確認いただ

いた上で、留意点としてご意見を先生方から頂戴しております。ご紹介申し上げ

ますと、１つは法人が統合するのに際して法人運営の効率が低下することのない

ように注意する必要がある、という趣旨のご意見。もう１つは、新法人におきま
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して法人経営と教育研究について理事長と学長のそれぞれが担う役割を適切にし

た上で運営を行う必要がある、という趣旨のご意見。このご意見を踏まえまして、

僭越ながら事務局において意見書案として資料３－１のとおり作成させていただ

きました。本日、こちらをご確認いただきましてご審議を賜りたいと存じます。 

 なお、資料３－１をご覧になっていただけますでしょうか。新設合併に関する

協議案の概要について、こちらは前回のご審議の際に、合併協議の内容の概要と

してお示ししてご説明申し上げました資料に修正を加えております。誤植等もご

ざいましたが、内容にかかわる点もございましたのでその点を申し上げますと、

４ページ中ほど、定款の条数でいきますと第12条の項目でございますが、前回の

資料には学外から任命される理事につきまして、「３分の１」と記載しておりま

したが、正しくは「３分の１以上」でございましたので訂正させていただきます。

説明は以上でございます。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） 

 前回の委員会でこの資料３－１をお示しいただいて、色々な質問を出していた

だきました。委員会としてはこの合併が良いとか悪いとかそういうことに関する

意見を申し上げるところでないことをご了解いただいた上で、色々なご意見をい

ただいたと記憶しております。その上で資料３－２について読ませていただきま

すのでご確認をお願いします。 

 資料３－２の意見書の下のところです。「合併協議について、当委員会におい

て審議した結果、特に異存はありません。なお、審議の中で次の意見があったの

で、新法人の運営に当たって留意されるよう申し添えます。」ということで、特

に高所からいただいた意見を示していると思います。「新法人については、異な

る組織体であった２法人が合併し設立されるものであるとともに、これまでの各

法人に比し教職員数などその規模も大きくなることから、意思決定をはじめとす

る法人運営にあたり、効率性の低下を招くことがないよう留意が必要である。ま

た、新法人においては、理事長と学長がそれぞれ担う役割に応じ、法人経営ある

いは教育研究の推進に適切に対応をし、円滑な法人運営につなげられることが望

まれる」という意見を添えて、市長に意見書として出させていただきます。これ

につきまして何かご意見等さらにございましたらお願いをいたします。これは今

日文章まで確定させる必要がありますか。 
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（森山大学支援担当課長） 

 そうです。一言一句とまでは申しませんが、方向性としてこういう形でよろし

いかどうかというところまでは、ご確認いただきたいと思います。表現の調整等

がございましたら、委員長職務代理者のお力を借りながらまとめてまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 何かお気づきの点があればお願いをいたします。２つの意見について、多少内

容が重なっているところはあると思いますが、今までの組織と違って理事長と学

長が分離するということを前提にしておりますので、特に第２段目ついて重複し

ながらも書かせていただいていると理解をしております。こちらについてよろし

いでしょうか。よろしければこの資料３－２を市長への意見書としてこの内容で

確定させていただきたいと思います。どうもありがとうございます。 

 これで第一部終わりですね。少し早かったみたいですが休憩の時間設定をお願

いします。 

（森山大学支援担当課長） 

 ここからの第二部は法人の役員等も入ってまいります。少し入れ替わりや配置

替えがございますので、休憩のお時間を頂戴したいと存じます。お忙しい中、お

時間をいただいて恐縮ですが、再開の時間を14時10分とさせていただきたいと存

じますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

（休憩） 

 

（小西大学支援担当部長） 

 それでは委員会を再開をさせていただきたいと思います。委員長よろしくお願

いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 それでは再開させていただいて４番目の議題に入らせていただきます。平成28

年度業務実績に関する評価についてでございます。資料４－１をご覧いただきた

いと思います。資料４－１は法人への意見聴取事項というタイトルがついている

ものです。これに基づいて進めさせていただきます。この資料は各委員の方から
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のご意見をもとに取りまとめたものに対しまして、あらかじめ法人からの回答を

いただき取りまとめたものでございます。早速ですが、法人からのご説明を受け

たいと思いますが、全部で７項目ありますので、前半と後半に区切ってご説明を

いただいて、おのおの意見交換をしていきたいと思っております。それではまず、

１番目から３番目についてお願いをしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

（荒川理事長兼学長） 

 大阪市立大学の理事長兼学長の荒川でございます。本日はお暑い中、お越しい

ただきましてありがとうございます。また大阪市立大学に関しましても、平素よ

りいろいろご配慮いただきまして本当にありがとうございます。本日も法人の業

務につきましてご精査いただきまして、重ねてお礼申し上げます。本委員会で委

員の皆様方の忌憚のないご意見をいただいて、本学の改善に努めたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 では座らせていただいて、まず１番目の意見聴取事項から回答申し上げたいと

思います。学長のリーダーシップの発揮を目指す取組についてということで、

様々貴重なご意見いただいております。それに関しまして、大学運営を担う執行

体制としまして、学長、副学長を中心とする大学執行会議を月１回開催しており

ますが、こちらで大学にかかわる重要事項を審議することといたしました。この

大学執行会議の設置に伴いまして、役員会につきましては定款事項や法人にかか

わる事項について、審議、決定する機関として審議事項を整理いたしまして、開

催は原則、毎週開催から月２回開催といたしました。これまでは役員会におきま

して、大学の運営に関することも含めて議論していたのですが、それを大学運営

と定款事項などの法人にかかわる事項を分けて、大学執行会議と役員会に分けた

うえで、回数も合計で１回減らすということで効率化を図りました。 

それから学長裁量経費につきましては、各所属からの申請を学長・副学長が審

査をして、配分を決定しております。それで主な成果といたしましては、都市研

究プラザの現場プラザと海外サブセンターの維持経費、それから国際学術学会Ａ

ＵＣの設立経費等を負担するということで、都市研究の拠点としての実績をあげ

ることができております。それから本学教授を組織委員長、事務局を本学とする

国際会議の運営費を補助することで、国内外に国際化に向けたプレゼンスを示す
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とともに、海外から若手のポスドクや大学院生との国際交流を通じて、大学院生

のみならず本学の国際化に貢献をしていると考えております。 

 それから、本学の高大連携事業の柱でございます高校化学グランドコンテスト

の運営経費を補助するということにつきましては、同コンテストは国際性を重視

して、海外からも高校生を招待しております。第13回高校化学グランドコンテス

ト、これは読売新聞大阪本社と本学が主催ですけれども、国内51校、71チーム、

海外３校３チームの参加がございまして、本コンテストで優秀な成績を収めた国

内の２チームは、International Science Youth ForumとTaiwan International 

Science Fairに招待されました。またコンテストの様子は全国にライブ配信、読

売新聞科学面に特集記事として掲載されております。ちなみに、２、３年前から、

発表を英語でしていただくということで、これは義務ではなくて要請を行いまし

たところ、昨年度は全校が英語でプレゼンテーションをして、質疑も全て英語で

行ったということで、非常に高い評価を受けております。 

 それから学長スローガンの実現に向けてですけれども、２つのプロジェクトチ

ームのうち、まず産学官連携プロジェクトチームでは、キックオフシンポジウム

の開催や杉本地区教員と阿倍野地区教員の連携を推進する「杉本・阿倍野ライフ

サイエンス談話会」、それから知と健康のグローカル拠点事業統括室長による学

内教員の面談等を実施いたしました。それから地域貢献プロジェクトチームでは、

都市健康・スポーツ研究センターと大阪市経済戦略局との連携協定に基づく「市

民スポーツ実施率向上のための調査研究」事業として、ニーズ探索型ワークショ

ップや活動量調査、誰もが参加しやすいスポーツ体験イベントを実施いたしまし

た。これに関しましては、今年度も引き続いて実際的な、具体的な成果を上げつ

つありますので、それに関しては、また後ほど報告できる機会があると思います。 

 それから「リサーチイノベーションプラットフォーム」に関しましては、各研

究科やセンターにおいて行われている研究・プロジェクトを可視化するための仕

組みとして考えております。それによりまして、新たな負担をふやすことなく本

学の強みとなる異分野融合研究の創成、推進を図ります。以上が１番目のご質問

に対する回答でございます。 

 続きまして２番の評価手法、成果指標の設定についてということで、第二期中

期計画の年度業務実績報告では、外部要因にとらわれないアウトプットを中心に
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報告をしております。次年度に報告させていただく中期計画期間の実績報告、ま

たは事業報告におきましては、アウトプットだけではなく可能な範囲でアウトカ

ムも示して、６年間の成果を確認していただけるよう検討いたしたいと思います。

第三期中期計画では、アウトカムを意識した計画とその達成水準を設定できるよ

うに取り組みたいと思います。第二期中期計画ではこのアウトカム、成果を意識

した計画にはなっていなかったということで、具体的な指標も例えばイベントの

回数などにとどまっていたように思いますので、第三期では達成水準をしっかり

と成果がわかる形で設定して第三期中期計画を作りたいと考えております。以上

が２番目まででございます。３番目は井上副学長から回答いたします。 

（井上副学長） 

 それでは３番目の項目、大学院教育についてのご質問ですけれども、国際化の

推進にかかる評価測定についてでございます。大学院における国際化につきまし

ては、研究科、専攻や専門の研究の性格、さらに目標の多様性などから、研究科

等の部局の人選に委ねる部分が大きくなっております。そのため大学院全体とし

て成果の評価方法について、一元的な尺度を設けるのは難しい状況でございます。 

 そうした中でこの数年、大学院共通科目の整備を検討事項として掲げておりま

して、アカデミック・コミュニケーション科目の導入や、あるいは理系３研究科

共同の英語科目の試行実施、文系３研究科合同のインターナショナル・スクール

事業の実施など国際発信能力、発表能力の強化に向けて取り組んでおります。な

かなか共通の指標というのが難しいのですが、例えば現在実施しております府大

と合同事業であります博士課程教育リーディングプログラムでは、審査項目の中

に研究者に必要なリーダーシップであるとか、グローバルな世界に向けた国際発

信力というのが能力項目として設けられておりますし、あるいは学士課程も参考

になると思いますが、副専攻において自己、他者多様性を理解できる力であると

か、外国語を活用できる力、学んだ内容を実践に結びつける力などを掲げており

ます。そうした現に共通化しつつある評価項目なども参照しつつ、専門ジャンル

を超えた共通指標、あるいは専門に応じた評価方法を整理する必要性を感じてお

ります。第三期中期計画に向けた課題として、今後の検討課題とさせていただく

予定です。以上です。 

（馬場委員長職務代理者） 
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 どうもありがとうございました。今のご説明が１番から３番までについてでご

ざいます。法人からご説明をいただきましたけれども、ただいまのご説明につき

まして、何か委員の方からご意見、ご質問などがありましたらお願いいたします。 

何かございませんか。それでは、私から１つ、最後の説明のところで評価のこと

で。アウトカムの評価という言い方はおかしいですけれども、いわゆる実績、何

をどれだけやったかというのは評価しやすい一方で、その成果はどうやって評価

をするかという話です。乱暴な言い方をしますと、成果の評価がなければ評価の

意味がないという風潮に最近はなってきているのですけれども、先ほどのお話は

アウトカムを評価するということでしょうか。また、ある程度それに対する指針

もまた作るということでしょうか。今のお話だと何か作るようなお話だったと思

いますが。 

（井上副学長） 

 お尋ねの件は評価方法とアウトカム両方だと思います。評価方法については１

つには、「何らかのこういうプログラム受けました。その結果外国語運用能力が

これだけ上昇しました」というようなものの評価を数値化するということも大事

だと思います。もう１つは、成果として最終的にどういう力が身についたのかと

いうところ、例えば大学院の国際化といいますと、大体院生にとって一番求めら

れていますのが、国際学会で英語できちんとプレゼンできるとか、あるいは論文

作成できるというところに、成果として表れてくると思いますので、それぞれの

専門ジャンルのところで、きちんと判断していただくというのが必要になってく

ると思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 極端な言い方ですが、これぐらいの成果が出ましたという報告書を事後で書く

のは無理なのでしょうか。成果が得られなかったら得られないで良いと思います

し、予定どおりの成果ではなくて柔軟性を持たせた成果といったことに配慮して

いただかないと、成果に対する幅をあまり狭くし過ぎてしまいますと非常に苦し

くなる気がします。ただ、必ず成果に対する評価はすることを約束いただくとい

う方法もあると思います。 

（井上副学長） 

 なるほど。それぞれの事業、プログラムにおきまして、必ず成果報告書を作っ
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ておりますので、それが実績報告書などに必ずしも十分盛り込まれてないという

ところについてしっかりと書くようにということでしょうか。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そのほか何かございませんか。 

（田辺委員） 

 ご説明ありがとうございます。１番の質問事項の３つ目のところで、２つ設け

られたプロジェクトチームの具体的取組について教えてほしいという質問をさせ

ていただいたご回答として、産学官連携プロジェクトチームのほうは、談話会と

学内教員の面談ということを書かれています。これはファーストステップだと思

うのですが、この次にどのようなことをされて、学長スローガンの実現に向けた

動き、産学官連携を進めていかれるのかということをもう少し教えていただいて

もよろしいですか。 

（荒川理事長兼学長） 

 これは後のほうでもし時間があれば、ご説明しようと思っていたのですが、１

つは大阪市と基本協定を結ばせていただきました。特に大阪の抱える課題として

健康寿命が非常に短いということがありますので、健康科学を推進するという目

的から、健康寿命を延ばすということで認知症を大きなターゲットとしてやって

いきましょうということで基本協定を結びました。その上で、これと並行する形

で企業体の組織を合同会社として設立しましたので、ここと大阪市立大学との包

括連携協定を結んでおります。各教員を統括室長が訪問して、いろいろシーズを

発掘しておりまして、そこから生まれたインキュベーションが企業との連携につ

ながっていくというような形で、次のステップとして企業との連携を始めたとい

うところです。そういったことで、産学官それから民を含めた連携が、スローガ

ン達成に向けて複合的に始まろうとしているところでございます。資料を用意し

ておりますのでまた後ほど詳しく説明させていただきます。 

（田辺委員） 

 ありがとうございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 最初の組織のことですが、大学執行会議と役員会の構成メンバーはどう違うの

ですか。 
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（京極副理事長） 

 基本メンバーは役員会と執行会議と一緒でございますが、特に執行会議のほう

は学長の特別補佐でありますとか、役員以外で直接学長を補助する役職であるも

のが加わっているということでございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。テーマをそれぞれ変えるということですね。実際の執

行事項と組織の運営に関する事項とでテーマを分けてやっているということです

ね。そのほかよろしいですか。今の件についてまた、まとめさせていただきたい

と思います。そうしましたら、次に４番から７番についてのご説明をお願いいた

します。 

（櫻木理事兼副学長） 

 それでは４番と５番に関しましては、研究・国際を担当しております理事兼副

学長の櫻木からご説明させていただきます。４番につきましては重点３戦略の１

つでございます、都市大阪のシンクタンクについてということで、都市研究プラ

ザの活動について、地域と連携する様々な事業については評価いただいていると

いうことです。これに加えまして、大阪の伝統文化・芸能、歴史、お祭りなどの

民俗行事などにも関心を払っていただきたいということで、そのあたりにつきま

して、大学としての取組についてご質問をいただいております。 

 これにつきましては、都市研究プラザでは、実際に評価いただいている内容に

含まれる部分ですけれども、研究プロジェクトといたしまして都市論、文化創造、

社会包摂、国際社会デザインという４つのユニットにわたって、さまざまな研究

プロジェクト、研究課題をたくさんもっております。その一環といたしまして、

「オープン長屋」あるいは、「船場博覧会」、「船場のおひなまつり」などに取

り組んでおりまして、これもご指摘いただいた部分の一部に相当するかと存じま

す。これに加えまして、文学研究科でも、大阪文化に対する理解の深化と発信能

力の向上を主たる目的といたしまして、大阪文化ガイド＋（プラス）講座である

とか、あるいは伝統芸能の文楽に光を当てました上方文化講座というものを開講

しております。それから学生向けの全学共通教育科目では、公開授業という形で

「大阪落語への招待」という取組もずっと継続しております。今後も都市研究プ

ラザや文学研究科を中心といたしまして、教育・研究や地域貢献に関する活動を
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さらに充実させて、大学としての役割を積極的に果たしてまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、５番目の国際交流に係るご質問でございます。大学間の交流、学

術交流協定の数を１つの指標にしておりますけれども、これ自体もわかりやすい

指標であるものの、これだけでは十分でないとのことです。例えば、個々の研究

者の海外との協同研究や共著論文の数など、そういうものの集計につきましての

取組についてご質問いただいております。これにつきましては、大学間の学術交

流協定といいますのは、優れた海外の諸大学等との幅広い共同研究、それから、

研究者・学生の交流を促進の基礎となりますのがこの学術交流協定だと認識して

おります。国際交流を進めていく段階といたしまして、まず研究者単位での学術

交流がございまして、それが少し発展して、学部単位、研究科単位での学術交流、

さらにそれが複数の研究科等にまたがってまいりますと、大学全体まで交流の芽

を広げていく。そういう大きな３段階の最終段階が大学間の学術交流協定であり

ますので、部局間の交流もその中に前段階としてございます。これを増やしてい

くということ自体は、数値指標として意義があると考えておりますけれども、ご

指摘いただきました個々の研究者の海外との協同研究や共著論文、あるいは、学

振や民間財団からの協同研究助成の件数等につきましては、大学全体としてまだ

しっかりと集約はできておりませんが、研究者の業績を把握する上では非常に重

要だと認識しております。 

 第三期の中期計画の中では、大学または個人の研究業績を正確に把握して、こ

れを大学経営や教育の質保証等に活用できるように、ＩＲ活動に積極的に取り組

むことを計画しております。国際交流に関しましても、このＩＲ活動に取り組む

ことにより、取組成果を的確に示せるように、今後取り組んでまいりたいと思っ

ております。以上でございます。 

（宮野学長補佐） 

 続きまして６番目の項目につきまして、産学官連携推進本部長の学長補佐の宮

野からご説明をさせていただきます。６番目の項目につきましては、「知的財

産」の充実と活用についてという項目でございますが、大きく２つのご質問をい

ただいております。まず１つが、年度計画で示されております３つの件。すなわ

ち、弁理士による知財セミナー等の活動について。それから未利用特許の地域社



 

－14－ 

会への還元。また特許件数などのご質問でございます。これをどういうふうに進

めていくかということと、課題がどこにあるかというご質問でございます。 

 また２つ目は、先ほど学長の説明にも関わってまいりますが、学長リーダーシ

ップに基づきます「知と健康のグローカル拠点事業統括室」の推進事業との関連

についてのご質問でございます。まず、１点目の知的財産に係る活動についてで

ございますけれども、昨年度までは本学に新産業創生研究センターという機関を

設けておりました。これが今年度からＵＲＡセンターに発展的に変わっておりま

すが、この新産業創生研究センターを中心として毎月、発明小委員会というもの

を開催いたしまして、ここにはかつてのコーディネーター、現在はＵＲＡという

位置づけになっておりますが、起業経験のあるコーディネーターを中心として教

員の発明内容の実用化の可能性、あるいは新規性について審議いたしまして、出

願あるいは権利維持の可否の判断をしております。これの委員長は産学官連携推

進本部長の私が担っております。 

 また、弁理士の方による知財セミナーでございますが、これは年間３回開催す

るほか、特に理系学部、本学には理学部、工学部、生活科学部、複合先端研究機

構という研究機関がございますが、これらの教授会、教員会議にお邪魔いたしま

して、センター長と現在のＵＲＡであるコーディネーターが、知財の推進に係る

説明を行って、先生方のご理解を得るという活動を行っております。 

 また未利用特許の還元などにつきましては、本学の提携先銀行であります大阪

シティ信用金庫の取引先への事業化プランの説明ですとか、あるいは、関西の公

立３大学、すなわち大阪府立大学と兵庫県立大学と一緒に本学が代表となりまし

て経済産業省の事業を獲得しておりますが、こういった中で中小企業を対象とし

た知財活用などの展開を提携先銀行と連携しながら行っているところでございま

す。また、これは毎年行っておりますが、三公立市大、すなわち医学部を持って

おります、本学のほか横浜市立大学、名古屋市立大学、この公立三市大で様々な

連携を行っておりますが、その中にこの未利用特許の活用検討実施も入れている

ところでございます。次に、特許件数につきましては、単独出願と共同出願の実

績数を数値目標といたしまして、次期中期計画にも盛り込んでおります。先ほど

の教授会での説明などを含めまして、学内の特許に対する意識を高めて、積極的

な知的財産の活用に取り組んでいきたいと考えております。 
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 こういった中での課題でございますけども、医学部や理学部、工学部、生活科

学部等のライフサイエンス系の特許出願につきましては、やはり海外市場を見据

える必要があるということを認識しております。なかなか難しいところがござい

ますが、こういった方針について検討していきたいと考えております。具体的に

進めるに当たりまして、海外出願に関しましては、早期に企業との連携によって、

ライセンス契約締結を目指すということと、その内容としてＵＲＡセンターの目

利きによる厳選によって、大学として権利確保に努めるということが課題である

と考えております。 

 また、２点目の知と健康のグローカル拠点事業についてでございますが、この

事業につきましては、本学は医学部をはじめとして、看護学科、あるいは理学部、

工学部、生活科学部そのほか、文科系の非常に幅の広い分野を有しております。

こういったその総合大学としての横断的「知」の収れんというものを目指してお

りまして、その中でライフサイエンスを中心とした新しい研究をビジネスにつな

げていきたいということで、ミッションとしていくところでございます。この知

と健康のグローカル拠点事業につきましては、今申しました多様な分野、異分野

融合の研究計画を学内で公募いたしまして、採択課題へ研究支援予算を配分して、

推進をしているところでございます。始まったところでございますが、長期的に

はこういった研究成果を活用することによって、その技術インキュベーション機

能としての異分野融合研究の推進、それからイノベーション創出を視野に入れな

がら特許出願につながるような成果を期待しているところでございます。私から

は以上でございます。 

（平川理事兼病院長） 

 ７番目の大学病院における診療科ごとの、診療状況分析につきましては、理事

兼病院長の平川からご説明させていただきます。大学病院の診療科ごとの診療状

況の分析でありますけども、貴重なご意見をいただきまして本当にありがとうご

ざいます。その中で診療科ごとの損益を算定して問題点を分析するその取組でご

ざいますが、これについて少し背景を申し上げますと、平成18年に地方独立行政

法人化によって当然病院も法人に移行されたわけであります。それより以前の各

診療科の診療に対する収益につきましては、各医師あるいは診療部長ともに関心

が希薄であったということもありまして、法人化以降、病院経営に関する様々な



 

－16－ 

情報を、特に診療科部長の皆様に提供して、それをもって病院経営の健全性を図

ってきたということがございます。 

 その中に、診療科ごとの損益を算出するというのが１つの指標としてございま

す。あまり細かく収益というのは出ないわけでありますけども、管理会計システ

ムを用いて、それぞれの診療科のデータをお知らせして、診療科からの様々な問

合せ、あるいは、病院経営側からも様々な提案をしまして、その中で色々と対策

を行ってきたということであります。１つ例を挙げれば、それぞれの診療科の利

益率は少し下がったとしたらその要因を事務方とともに検討して、それに向けて

色々な角度から、１つは診療材料につきましてはコストの安い診療材料の検討、

あるいは診療の棟ごとに異なっていたものを統一するなどの検討を行ってきまし

たし、これからもコスト意識の醸成を図っていくということを推し進めていくと

ころでございます。私からは以上でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 どうもありがとうございました。４、５、６、７番についての意見についてご

説明をいただいたところでございますが、どこからでも結構ですので、今のご説

明についてご意見、ご質問等あればお願いいたします。何かございませんか。 

（田辺委員） 

 ご説明ありがとうございました。７番の大学病院における診療科ごとの診療状

況の分析ということですが、診療科ごとに直接の費用ばかりではないので、損益

を出すのは大変だとは思います。管理会計システムを用いたというご説明につい

てですが、事業報告のほうでは平成27年度の数値を分析して、報告したといった

記載だったところについて、管理会計システムを用いますともう少しタイムリー

な情報提供であるとか、タイムリーな対応を検討することも可能ではないかと思

うのですが、そのあたりについてご意見いただけますでしょうか。 

（大槻経営企画課長） 

 経営企画課長の大槻と申します。お答えさせていただきます。委員がおっしゃ

るように１年遅れの算定になってございます。これにつきましては、管理会計シ

ステムにつきましては当該年度の収益だけ見てもなかなかその実態を先生方に把

握していただきにくいこともありまして、前年度と比べてどうかということを主

眼にお話しさせていただいているという状況がございます。現状１年遅れになっ
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ているのですが、経営状況が安定するように新しい情報も必要かと思われますの

で、今年度につきましては、四半期ごとを目処にということを目指しているとこ

ろでございます。あとは先ほど病院長の話にもございましたが、収益のみならず、

例えば利用率でありますとか各種病院の指標につきましては、その都度毎月各診

療科に提供しておりまして、特に収入に直結する稼働率あるいは患者数につきま

しても毎月報告しておりますので、そのあたりはできるだけタイムリーに提供す

る方向で努力いたしているところでございます。 

（田辺委員） 

 ありがとうございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

そうしたら１つ、私からご質問というか、大阪市立大の大きな骨子としての、

都市大阪のシンクタンク機能を強化するということをうたわれていると思います。

文科系でいうと普通シンクタンクというとコンサルタント業務のようなものが当

然に発生してきますので、市、あるいは社会のほうからテーマがあって、それに

対して受けて返すということも起こり得ると思います。大阪市は非常に中小企業

も多いところですので、理科系に対しての取組、医学部は先ほどご説明にあった

ようなことをなさっていると思いますが、そのほか理科系について何か動きがあ

れば教えていただけますか。 

（京極副理事長） 

 直近の話ですが、先ほど学長が申し上げましたように大阪市と基本協定を結び

まして、今年度から大学のシーズと行政のニーズとをマッチングする場を設けて

おります。そういった中でちょうど各研究者に問い合わせ中なのですが、例えば

道路における陥没というのが、災害とか事故対策ということで相当問題になって

おります。その発生メカニズムでありますとか対策について、大学として様々な

知見を用いて調査・研究してほしいという行政からのニーズがございます。こう

いったものについて連携協定上シンクタンクとして様々なことを、いわゆる技術

指導的と言いますか、原因究明という意味での協力というのは今やっているとこ

ろでございます。 

 そういったことと、もう少し政策全体に関わるものについてですと、例えば災

害、防災などの関係についてエリアマネジメントとして、大学に対して調査・研
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究してほしいとか、アドバイスしてほしいという話がございますので、こういっ

たことについては、文系だけでなしにまさに文理融合という形で、大学全体とし

て協力するというスタンスで進めております。以上でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ご説明ありがとうございます。どうしてもシンクタンクという名前をつけます

と、どうしても外からの要求に対して答えるものだと思ってしまいますので、そ

のあたりのシステム的な受け皿みたいなものを作っていただけたらと思っており

ます。そのほかにございませんでしょうか。 

（桑原委員） 

 先ほどの櫻木理事のご説明と関わるのですが、大阪市立大学では大学生を外国

人留学生として受け入れて輩出しておられ、同じように大学院生も受け入れて輩

出しておられる。その中で、個々の指導教官につかれて、そして個別の技術なり、

あるいは個別の学問について学んでいくということだと思います。どの大学も大

学院生、あるいは学部生の中で大体どのくらいの留学生比率があるか、それがど

の程度時系列的に高まっているか、高まっていることが直感的にグローバルだと

いうように簡単に議論しているのですが、大切なことは、多分グローバリゼーシ

ョンの成果が上がっているというためには、大学院生あるいは学部生として、外

国人の留学生が大阪市立大で学んだ後にどういう形で社会に貢献していくか、母

国に貢献していくか、あるいは日本の企業に就職して、技術の向上に当たってお

られるのか、あるいは外国の企業の技術の向上に当たっておられるのか。難しい

ことですし予算も要ることですが、そういったフォローアップは何かされたこと

はありますか。 

（櫻木理事兼副学長） 

 ありがとうございます。今ご指摘いただいたことは、非常に重要な点だと認識

しております。大学全体としての卒業生、修了生のフォローアップがまだきっち

りできていない部分はご指摘のとおりだと思います。ただ、留学生に関しまして

は母国に帰りましてかなり重要な立場で活躍されている等の個別の事例はたくさ

んございまして、そのあたりは国際センターで把握しております。日本人の学生

につきましても、特にグローバルに活躍しているかということにつきましては、

まだ全学的に全体が把握できていない部分もございますけれども、後期博士課程
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を修了して大学や研究所等で活躍している学生の数や割合は毎年集計しておりま

す。そのあたりを総合しますとかなりの数の卒業生、修了生が色々な場で活躍し

ていると思っているのですが、それをシステマチックにフォローアップするのは

今後の課題だと思いますので、取り組んでまいりたいと思います。 

（荒川理事長兼学長） 

 副学長がお伝えしたとおりですけれども、もう一つは、大阪市立大学はかなり

歴史が長いということもあって同窓会組織が非常に充実しておりまして、支部が

合計で37ぐらいございまして海外に８つの同窓会支部がございます。そういうと

ころでリストに挙がっている人だけしか拾えないですけども、海外で活躍してい

る日本人卒業生、国内で活躍している留学してきた海外の学生は感覚的には結構

な数いると認識しておりますのでぜひそれを数値にして出したいと思います。 

（桑原委員） 

 ここらが日本の生き残るうえで非常に大切な在り様、国立大学も公立大学も力

を入れなければならない。私立大学では非常にやりにくいところだと思っており

ます。というのは、１つは大阪市立大学を卒業することによって外国人留学生は

仮に海外の日系企業、あるいは日本の企業に就職されてキャリアを積まれていく

と思います。そうしたキャリアを積むことによって大阪市立大学の教育が非常に

良かったと、あるいはここの先生の指導を受けて人間的にも優れたものになった

と、それはやっぱりアジアにおける人と人との信頼関係を築くと思います。もう

一点は、大阪市立大学は市立であって私立ではありませんので、都市研究プラザ

とか最初設立されたきっかけにも多分関わってくると思うのですが、パブリッ

ク・マネジメント、あるいはそれぞれの国のパブリックサーバントというか、そ

ういう優れた人を育てる。外国留学生が日本の公立大学で学ぶことによって母国

に帰ってパブリックサーバントとしてすばらしい行政サービスができるような質

的に高い人材を育てる。そこが非常に大切になってくると思います。そうするこ

とによって、例えば、３週間ぐらい前にカンボジアに行ったのですが、大阪大学

を卒業された留学生でカンボジアの公務員になっておられましたが、上下水道事

業の技術の水準を大学で学んだと。それが非常に良かったようで、教授を紹介す

ることによって大阪市の水道局の関係者、下水道事業の関係者、府の関係者、そ

ういうところと技術提携する段階まで入ってきた。だから行政と大阪市立大学の
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産官学連携が国際的に実際にもう行われてきているなと感じました。だから、先

ほど理事長が言われたように、支部の連携が強くなればなるほど地道な現場での

シーズとニーズのマッチングがどんどん起こせるのではないか、そういうところ

がアジアにおける日本の入り口じゃないかと最近特に思います。 

（荒川理事長兼学長） 

 ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりで、そもそも日本は世界にお

いて信頼される国として既に確立されたものがあると思いますけれども、やはり

人間的な信頼が得られるような貢献、そういったことをしてきたからだと思いま

す。そうした人材をつくることが我々の使命だと思っておりますし、グローバル

人材というのを、学生に問うと英語の話せる人と言うのですが、そうではないだ

ろうと。もっと人格的なことで万国から信頼される人間になるということが第一

で、そこに人脈ができて事業をなし遂げるという教育をしないといけないと思っ

ております。我々としてはそういう専門性の高い人材を育成しながら世界に貢献

できるような人格をつくっていくということで、公共政策の新しい大学院に関し

ても井上理事から説明させていただきます。 

（井上理事兼副学長） 

 来年度から新しい、これまでございました創造都市研究科を改組いたしまして、

都市経営研究科という新しい科ができますけれども、学長からもお話させていた

だきましたように国際的な経営人材を養成していくのが大きな目標の１つであり

ますので、新しくグローバルな経営人材の育成に向けて飛躍できればと思ってお

ります。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。眞下先生よろしいですか。 

（眞下委員） 

 ６番目の項目の「知的財産」の充実と活用のところですが、医学部をはじめと

したライフサイエンス系の特許出願について。海外市場を見据えた特許出願を重

要視されているということで、ＵＲＡセンターを目利きにして権利確保に努めて

いるのは、すばらしいことだと思います。以前は大学の目標としては特許出願が

ゴールだったと思いますが、現在はもう特許出願でゴールと言ってしまうといけ

ないのではないかというところがございまして、それ以上先に実用化というとこ
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ろまで踏み込んでいかなければいけないと思うわけですが、そういった場合に大

学として産学の共同で事業を行っていくであるとか、産業を巻き込んだようなシ

ステムづくりのようなものを大学として作っていかないと今後生き残れない。と

言いますのは、ライフサイエンスの実用化というのは本当にスピードが必要で、

少し時間が経つと情報として全く価値が無くなってしまうので早く実用化しない

ともちろん患者さんのためにもならないわけですし、世の中のためにもならない

というところがあって、特許出願からできるだけ早く実用化までもっていかなけ

ればいけない。これは国が進めている方向性だと思うのですが、そういったこと

について大学としてのお考えとか取組というのはいかがでしょうか。 

（宮野学長補佐） 

 多分、学長からもご回答があると思いますが、パターンとして申しますと、ご

指摘のとおりでございまして、やはり時間的にもそうなのですが、まず質を高め

ていかなければいけないと思っております。したがって、これまでどちらかとい

うと特許出願の数を目標にしてまいりましたけども、すぐ実用化できるような内

容のものをなるべく取り上げていく、そのためにはやはりＵＲＡの目利きを高め

るということも当然ですが、もう一つは実用化を目指していくためには企業との

協同研究を推進していくことも大学としてはどうしても必要になってまいります。

ですから共同研究を進めていくためには相手先の企業をいかにうまく見つけてい

くかということ、そのためには先ほど少しご説明いたしましたけれども提携先銀

行の支援を受けて企業とのマッチングをしていくとか、受入先の企業の集合体の

ようなものをうまく確保できるような方向へ向かって進めていかなければいけな

いと認識しております。 

（荒川理事長兼学長） 

 やはり出口までもってくる、出口から市場に出すというところが大事だと思い

ます。私も研究者の端くれでしたけれども、研究者の発想というのは、これがど

れだけ社会に貢献するかとかそういうことについて少しは考えますけれども、自

分がこれを明らかにしたいと思うことが先に立って市場性が余りないものでもそ

れを追求しようとしてしまうのです。ですから、結局ビジネスにはつながらない

ということが多いのですが、そういった研究も大事なのですけれども、やはりビ

ジネスにつながっていく研究であるのかどうかというのを見極めて、それを出口
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までもってきて上場企業に持っていくという流れの中で、ベンチャーキャピタル

やファンドの方々の目利き、ＵＲＡの目利きもそうなのですが、そういったもの

が非常に重要になってくると思っております。我々のところには大阪市が出資を

しているハックベンチャーズという１つのファンドがありますけれども、そうい

ったところからも協力を惜しまないと言っていただいておりますので、そういっ

た方向性の特許出願に対しての目の向け方と、もっとベーシックな基礎研究のと

ころでプライオリティーを守っていくための特許出願というのは分けて考える、

同じ特許ではありますが直接ビジネスに結びつくようなものと分けて考えていく

必要があるのではないかと思っております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。時間もそろそろタイム

テーブルに追いついたような気がしますので、法人からのご意見をいただくのは

これで終わりにさせていただきまして、次にいきたいと思います。 

 前回の評価委員会では小項目についての法人の自己評価の妥当性について検討

してまいりました。今回さらに理事長をはじめ役員の方々に取組についてご説明

をいただきましたけれども、評価の妥当性の検討について変更はないということ

でよいと思います。ですから、今回の委員会では大項目評価を行わせていただき

たいと思います。大項目評価は第二期の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す。基本的には小項目評価の数をもとに評価を行います。こ

れがルールとして定められております。それでは大項目評価につきまして事務局

よりご説明いただきたいと思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 今委員長代理がおっしゃっていただいたとおり、大項目評価につきましては第

二期中期目標期間より段階別評価を導入するということになっております。参考

資料４「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」の２ページ

に大項目評価の基準を記載してございます。真ん中、四角囲みのところでござい

ますが、ＳからＤの５段階の評価となっておりまして、小項目の評価の数の積み

上げをベースにした基準となっております。 

 あわせまして資料の４－２をご覧いただけますでしょうか。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この後させていただきますけれど
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も、一番後ろのページをご覧くださいますでしょうか。こちらは大項目ごとに小

項目評価の集計を行った表でございます。先ほどの基準に沿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いたしま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を達成するための措置」につきましては小項目が

全部で53項目ございまして、Ⅳ評価が２項目、Ⅲ評価が50項目でⅣとⅢの評価を

合わせて52項目となります。全体の９割以上になりますことから大項目評価とい

たしましてはＢ評価としております。「②業務運営の改善及び効率化に関する措

置」につきましては、小項目で９項目あるうち全てⅢ評価でございますのでＡ評

価としております。次の「③財務内容の改善に関する措置」と「④自己点検及び

評価並びに情報公開等に関する措置」、それから「⑤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」につきましても、小項目は全てⅢ評価でございま

すので、それぞれＡ評価としております。 

 なお、ただいまの大項目評価につきましては、あくまでも小項目の評価の数を

基準にしたものでありまして、参考資料４の２ページ目の基準のところでは小項

目の取組実績や法人の自己評価等を目安にして総合的に判断するということにな

っております。委員の皆様におかれましては小項目の数によります大項目の評価

をそのままでいくのか、あるいは評価を変更するほうがよいのかご審議を賜りた

いと存じます。説明は以上でございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今事務局から説明いただいたとおりですが、指標にそのまま従っていきますと

Ａ評価が４項目、Ｂ評価が１項目ということになります。これは小項目の数を目

安として考慮したもので、もちろん委員会として総合的に判断することはできま

すけれども、ご説明がありましたようにＡ評価４項目、Ｂ評価が１項目という形

でよいでしょうか。あるいはご意見等ございましたら決定する前にいただければ

ありがたいと思います。昨年も同じような議論があったと記憶しているのですが、

一応そのときはルールなのでそのままということに落ちつきました。印象でも結

構ですし、何か次につながるご意見等でも結構ですので出していただくとありが

たいと思います。印象だけを申し上げますと、やはり教育・研究は非常に項目が

多い。たくさんやられていて、そのうち１項目だけがⅡという評価であるために

Ｂ評価になる。そのほかのところについては項目数が少ないということもござい
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ますけれども、ルールでいくとそれがＡ評価だと。何となく一番上の項目だけが

Ｂ評価でかわいそうだなという、これは私の個人的な感想が入っているのですが。

けれども、やはりルールに従って今まで進めてきたのだからもちろんこのままで

いうのもあると思います。今回が最後の議論になるかと思いますが、委員長代理

として申し上げますと、今ここで新たに変えるというのもいかがなものかと思い

ますが、このまま確定させてよろしいでしょうか。 

 そうしましたら、これで確定させていただきたいと思います。また次期の評価

につきましては、評価が持つ印象というのは非常に大事だと思いますので、大学

にとって一番大事な教育・研究がＢ評価になるということについても、分類方法

も含めて少しご検討いただくという意見だけ添えさせていただいて今回はこれで

確定させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

 それでは次へ行かせていただきます。続きまして、平成28年度業務実績に関す

る評価結果について本日までの検討内容をもとに調整いただいた原案を説明して

いただきたいと思います。それでは事務局からお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは資料４－２、「平成28年度公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関

する評価結果」につきましてご説明させていただきます。評価結果につきまして

は本日のご審議、ご意見等も踏まえてまとめてまいりたいと存じますが、本日は

たたき台としましてこれまでの検討内容をもとに原案をお示しさせていただいて

おります。前から順にご説明申し上げます。まず１ページ目は「評価にあたっ

て」ということで、評価の経過と評価にかかるスタンスにつきまして記載いたし

ておりまして、あわせまして委員の皆様の名簿を記載しております。また、２ペ

ージ目には、大項目別評価と小項目別評価の評価基準を記載しております。 

 ３ページ目から全体的評価になります。まず初めに大項目評価の内訳をお示し

いたしまして、それによりまして全体的評価を定める構成となっております。な

お、本日のご審議前に作成したものですので、ここに記載しております大項目評

価は暫定的なものといたしまして、一旦小項目の数のみから判断した評価とさせ

ていただいておりますが、先ほどのご審議の結果このとおりとなったということ

かと存じます。全体的評価につきましては、今回はＡ評価が４項目、Ｂ評価が１

項目あることから全体といたしまして順調に進捗していると判断してはいかがか
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と考えております。 

 次に重点的取組事項といたしまして、まず重点三戦略の取組のうち特筆する事

項について記載しております。重点三戦略のうち１つ目、「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」につきましては、行政のシンクタ

ンク機能を強化し、大学のプレゼンス向上を図る取組といたしまして大阪市との

連携協力に関する基本協定の締結を記載しておりますほか、複合先端研究機構、

都市防災教育研究センターでの取組について取り上げております。２つ目の「専

門性の高い社会人の育成」につきましては、テニュアトラック制によります研究

者の支援、それから「ポストドクター・キャリア開発事業」について記載してお

ります。 

４ページ目、３つ目の重点戦略、「国際力の強化」につきましては、留学支援

のためのさまざまな取組や優秀な外国人留学生の確保を目指した取組実績などを

記載しております。重点三戦略以外の取組につきまして新たな学長スローガンの

実現に向けた学長のリーダーシップの強化、それから新大学実現に向けました取

組が進んだことなどを記載しております。 

 続きまして、前年度の指摘事項についてでございますけれども、昨年度は全体

的な指摘事項として大きく分けて２点頂戴しております。それに対しまして、平

成29年度計画において目標を達成するための具体的な計画と手段などを設定した

こと、それからクロスイノベーションを加速するために知と健康のグローカル拠

点事業統括室におきまして、研究シーズの調査を行ったことなどを記載しており

ます。 

 ５ページに移りまして、今年度の主な指摘事項といたしまして、社会貢献活動

が活発化する中、それを教員評価につなげる仕組みの検討を求める旨、それから

各取組に対して具体的な成果手法の検討を求める旨、この点を記載しております。 

 ６ページ目以降は、項目別評価が続いてまいります。大項目別評価の判断基準

を分かりやすく示す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

項目別の評価と小項目の数を記入しております。また簡単に文章でコメントを記

載しております。それぞれ大項目ごとに主な取組事項、意見・指摘事項を記載す

る構成となっております。なお、全体的評価で記載している部分につきましても

一部、各項目に特にかかわる事項につきましてはこちらの項目別評価で改めて記
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載しているものがございます。 

 それでは順に進めますと、「教育研究等の質の向上を達成するための措置」の

５つのうちの１つ目、「教育に関する措置」といたしまして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ー再生副専攻の継続実施、

それから社会人、文化人材の育成プログラムとして「大阪文化ガイド＋（プラ

ス）講座」の新規科目の開設、それに伴う講座の充実、それから学位の質保証を

目指したＯＣＵ指標の開発とその活用スキームの構築を柱とするプログラムが文

科省のＡＰ事業に採択されたことなどを記載しております。意見・指摘事項とい

たしましては、大学院共通科目におきます科目の設定についてでどうかと考えて

おります。 

 続きまして７ページ目、「研究に関する措置」につきまして主な取組事項とい

たしましては全体的評価にも記載しておりますが、複合先端研究機構や都市防災

教育研究センターでの取組、テニュアトラック制度など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、国際交流の成果指標の設定についての記載

でいかがかと考えております。 

 続きまして３つ目、「社会貢献に関する措置」の主な取組事項につきましては、

シンクタンク機能の強化の取組として大阪市と連携協力に関する基本協定を締結

したことや、理学部附属植物園の取組、それから都市健康・スポーツ研究センタ

ーが運動・スポーツを通じた連携協定を大阪市と締結したことを記載しておりま

す。意見・指摘事項といたしましては、教員におけます教育研究活動と社会貢献

活動のバランスへの留意についての記載でいかがかと考えております。 

 続きまして「国際化に関する措置」として主な取組事項につきましては、外国

人留学生の確保とグローバル人材の育成、留学支援について記載しております。

意見・指摘事項は現在のところ空欄となっております。本日、法人から意見聴取

いただいた内容や意見交換を踏まえまして記載内容を改めて検討してまいりたい

というふうに考えております。 

 続きまして、「附属病院に関する措置」につきまして主な取組事項としては、

造血幹細胞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に関する記載ではいかがかと考えております。

以上が１つ目の「教育研究等の質の向上を達成するための措置」についての評価
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でございます。 

 続きまして９ページ目に移りまして、項目の２つ目、「業務運営の改善及び効

率化に関する措置」についてでございます。主な取組事項といたしまして、学長

のリーダーシップの発揮に関する取組として、「知と健康のグローカル拠点事業

統括室」や各プロジェクトチームを設置したことについて記載しております。意

見・指摘事項については、そのようにして整理されました組織を全体として有機

的に連携していくことについて記載しております。 

 それから続きまして、項目の３つ目、「財務内容の改善に関する措置」につき

まして主な取組事項といたしまして、外部資金の獲得のほか、先ほどの議論にあ

りましたＵＲＡの普及・定着などについて記載しております。意見・指摘事項は

現在のところ空欄となっております。こちらにつきましても、本日のご審議を受

けまして内容を検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして10ページ目、第４の項目、「自己点検及び評価並びに情報公開等に

関する措置」におきましては主な取組事項として、教員活動点検・評価に関する

取組や大学機関別認証評価での指摘事項への対応などについて記載しております。

意見・指摘事項につきましては、積極的な情報発信に対する成果測定について記

載しております。 

 11ページの最後の項目、「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」におきましては主な取組事項として、国際交流の安全対策について記載し

ております。意見・指摘事項といたしまして、卒業留学生組織の活性化、市大サ

ポーター戦略について記載しております。 

 以上が案として記載している内容についてのご説明になりますが、冒頭にも申

し上げましたとおり、本日たたき台としてお示しさせていただいております。ま

だ記載のない項目、あるいは不十分な項目もあろうかと存じます。さらに取組事

項として加えたほうがよいものでありますとか、指摘事項等ございましたらご意

見頂戴してまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 どうもありがとうございました。今、事務局から資料を説明いただきましたけ

れども、先ほどの大学からの意見の議論も踏まえましてこの場でご指摘いただけ

るものがありましたらお願いしたいと思います。先ほども説明がございましたけ
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れども、この書類については次回の評価委員会で最終的な案として取りまとめた

いと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。特に先ほども指摘ありま

したが、現時点でブランクになっているところが何カ所かございます。そこに何

か良い意見、どういうものを入れたらよいかということもアドバイスも含めてご

意見をいただければありがたいと思います。よろしくお願いします。 

 今ブランクになっているところは、「（４）国際化に関する措置」というとこ

ろの意見・指摘事項のところと、９ページ、10ページにまたがっていますが「財

務内容の改善に関する措置」のところです。何かご意見等ございましたらお願い

します。そのほか今指摘されている内容、文章等について、もうちょっと強化し

たほうがよい、こういうものもあったほうがよいのではないかというご指摘があ

ればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 そうしましたら私から、先ほどの議論踏まえてのことになりますが、７ページ

の「研究に関する措置」のところで、指摘事項として大学間交流協定以外の指標

の設定もという意見が出ております。先ほど共著論文であるとか国際の共同研究

のシンポジウムであるとか、そういったものも加えられるのではないかと思いま

すので、もし可能であれば共著論文もデータとして加えてください。あるいは協

同研究のシンポジウム等を国内外で開催したもの、そういうものもいかがでしょ

うか、というのを一つの意見として言わせていただきます。 

（桑原委員） 

 大学院生ではポスターセッションなどが最近海外で見受けられますが。 

（馬場委員長職務代理者） 

 研究発表として行われていますね。海外での研究発表の件数とかもデータ集め

るのはそんなに難しくないとは思いますので。 

（森山大学支援担当課長） 

 こちらにつきましては、法人からの回答ということではなくて今年度の最終結

果ということになります。前年度業務実績の評価として評価委員会から次に向け

ましたご指摘なり、あるいは業務実績に対しての評価について書いていただく欄

ということでご理解いただいたら結構です。 

（馬場委員長職務代理者） 

 わかりました。そのほかございますか。書き方についてこの表現はいかがなも
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のかとか、いうのがあればそれもぜひお願いします。 

 私から質問で、11ページの最後のその他運営に関する主な取組事項というとこ

ろで、卒業留学生の組織とかいうのがあって、先ほどちょっとディスカッション

にも出ていたのですが、これは国際化のほうに回すわけにはいかないのですか。

なぜここにあるのかという質問ですが。海外からの留学生の同窓会や海外在住の

卒業生の組織であるとか、そういうのをもっと充実されたらいかがですかという

内容で８ページに回すというのは。 

（森山大学支援担当課長） 

 こちらのほうは基本的に中期目標とそれを受けた中期計画ごとに分類してござ

いまして、おっしゃっていただいているように国際という観点もあろうかと思い

ますが、これはサポーターとして大学を支援する卒業留学生組織ということで、

卒業後も市大との交流を継続して行うことで、市大の支援強化を図っていくネッ

トワークの体制構築を目指した取組として記載をしておりましたので、そちらに

対するご指摘ということで、場所としてはこちらには書かせていただいておりま

す。ただ、馬場委員長職務代理者がおっしゃるような観点から、また国際化の観

点から何かの項目に関連付けて書くということもあると思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 空欄になっているところが「外部資金の獲得と支援体制」のところですが、何

かご指摘事項があればお願いします。 

 この外部資金というのは産学連携に限定する必要はないですよね。例えばＵＲ

Ａですので、いわゆる国の科研費であるとか、プロジェクトに対してどういうア

プローチをして、あるいはどういうアプローチをすべきであるとか、そういう意

見でもよいわけですね。 

 先ほど申し上げましたように、この評価結果につきましては次回の委員会で本

日の議論を踏まえたうえで、確定をさせていただきたいと思っておりますので、

本日ご意見がすぐに出ないようでしたら、皆様からメール等で事務局へご意見を

いただいて、その上で最終案として次回提示させていただきたいと思いますが、

それでよろしいでしょうか。 

 では、そうさせていただきます。時間の都合もありますのでそうさせていただ

きます。 
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 それでは最後の５つ目の議題に入らせていただきたいと思います。平成28年度

の財務諸表についてでございます。財務諸表及び剰余金の繰越につきましては市

長が承認するにあたり、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。本日は事務局から簡単に説明を受けることにいたしまして、次回に

委員会で詳細について検討するというスケジュールにさせていただきたいと思い

ます。それでは本日は財務諸表の概要についてということで、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） 

 それではご説明いたします。公立大学法人は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、財務諸表といたしまして貸借対照表、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

書といった書類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まして、市長は法人

評価委員会の意見を聞いたうえで承認を行うとされております。財務諸表の提出

にあたりましては監事の監査と会計監査人の監査を受けることが法で義務づけら

れておりまして、双方につきまして財務諸表は適正に表示され、法令に適合して

いるとの旨、今回もご意見をいただいているところでございます。 

 平成28年度の財務諸表の概要につきましては、６月29日に大阪市長あてに法人

から提出があった財務諸表等を資料５－１といたしまして「平成28年度財務諸表

の概要について」として本日お配りさせていただいております。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

員の皆様をはじめステークホルダーの皆様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ファイナンシャルレポートを作成しております。財務諸表の

概要が端的にまとめられておりますので、本日も参考資料５としてお付けしてお

ります。こちらを使いましてご説明を進めさせていただきたいと存じます。 

 まず貸借対照表の概要をご説明申し上げます。ファイナンシャルレポート、参

考資料５の７ページをご覧いただけますでしょうか。ちなみに概要につきまして

５ページでお示ししておりますのでそちらも適宜ご覧ください。 

 最初に資産の部でございますけれども、資産の総額は1,311億円でございまし
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て平成27年度の資産の総額1,354億円と比べて43億円の減となっております。要

因につきましては７ページの貸借対照表の要約をご覧ください。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15億円、さらに工具器具

部品で６億円の減となっております。これはそれぞれ減価償却等によりまして資

産が減少したことによるものでございます。 

 次に負債の部でございますが、負債の総額は419億円でございまして平成27年

度の負債の総額445億円と比べて26億円の減となっております。主な減要因とい

たしましては固定負債の長期借入金で９億円の減がございます。これは附属病院

に関する市からの借入金残高が減少したことによるものでございます。 

 続きまして純資産の部でございますが、一番下の表になります。総額は892億

円でして、平成27年度の909億円に比べて17億円の減となりました。主な減要因

といたしまして、損益外減価償却累計額が24億円の減となっております。これは

市が出資いたしました学舎等の減価償却に相当するものでございまして、施設整

備の更新につい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、市の財政状況は厳しく、これまでも理系学舎整備や耐震改修など選択

と集中を図りながら計画的整備を進めておるところではございますが、大学運営

における課題にもなっておるところでございます。 

 主な増要因といたしまして、工学部棟の改修工事や情報基盤ネットワークシス

テムの構築等を実施したことによる資産価値の増加が生じたため、資本剰余金に

おいて12億円の増となっております。 

 次に損益計算書の概要を御説明申し上げます。６ページに沿って御説明いたし

ますけれども、詳細につきましては８ページ、９ページでお示ししておりますの

で適宜そちらもご覧になってください。より実態を把握していただきやすいよう

にセグメント別に表示しております。 

 ６ページ、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４億円となっております。平成27年度に比べて２億円の増となり

ました。これは経常費用や一般管理費の経費節減に努めたことによるものでござ

います。 

 次に病院セグメントにつきましては当期総利益が１億円となっておりまして、

平成27年度に比べて３億円の減となっております。これは本院及びＭｅｄＣｉｔ
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ｙ21で附属病院収益が４億円増加したものの、診療材料費や機器保守費の増加な

どによります費用の増加が８億円に及んだことによるものでございます。法人全

体としての当期総利益は５億円となりまして、前年度比較におきましては１億円

の減となっております。 

 続きまして10ページをごらんください。法人の資金の出入りを示しますキャッ

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

28年度中の資金増減額は約１億円減少となっております。資金期首残高は67億円

でしたため資金期末残高は66億円となっております。 

 最後に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種類の表でございまして、公立大学法人の業務運営に関

して市民の負担に帰せられる現在及び将来のコストを示すものでございます。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165億円となり

ます。平成27年度の161億円に比べて４億円の増となりますが、これは引当外退

職給付増加見積額が７億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つきましては、本日はご説明といたし

まして次回の委員会で改めて議論をお願いしたいと考えております。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今日は報告だけと申し上げましたが、どうしても今日申し上げておきたいこと

がある、あるいはコメントがあるということであれば結構ですのでどうぞお願い

いたします。今回は説明だけで次回また議論いただくということでよろしいです

か。ありがとうございます。 

 それでは本日の委員会の前半の２つの議題におきまして、第三期の中期目標に

ついてはまとめることができたと思います。中期目標については議会での議決の

後に市から法人に指示され、以後法人におきまして第三期の中期計画の策定に向

けてご尽力いただくことになるかと思います。本日の委員会には荒川理事長にご

参加いただいておりますので、この中期計画策定に向けての姿勢といいますか方

針につきまして何かご披露いただくことがあればお願いしたいと思いますが、い

かがでしょう。 



 

－33－ 

（荒川理事長兼学長） 

 どうもお時間をいただきましてありがとうございます。 

 大学の思いとして、私の考えを少しお話させていただきたいと思います。 

 ただ今資料を配布させていただいておりますが、冒頭にありますのは本大学の

第三期中期計画の案でございます。2006年の法人化後の計画が順次第一期、第二

期、第三期となっておりますが、第一期は文字どおり法人としての基盤整備の時

期でございました。その間厳しい財政の削減、あるいは人員の20％削減が運営費

交付金でも行われて、そういった厳しい中いかに効率的に戦っていくかというこ

とで、第二期の中期計画におきましては重点三戦略を掲げて、そこに示しており

ますように３つの戦略の強化を行ってきました。その中で前学長のときにガバナ

ンス改革を主体的に進めてこられました。その後私が引き続きまして現在第二期

中期計画の最終年に入っております。来年度から第三期中期計画に移りますが、

この計画の中では第二期で重点化した内容に関してさらに進化させるべく、新た

な重点三戦略を掲げて教育・研究、それから地域貢献というところで使命を果た

していきたいということで、この第三期では本学のプレゼンスを高めるように特

に先端的な研究に力を入れていくことで、世界大学ランキングのアップを図って

いきたいと考えております。 

 次のページが第三期中期目標期間に関して市から指示がございました中期目標

（案）に対して意見の聴取を求められておりまして、その回答の抜粋でございま

す。特に財政面につきまして、新大学に向けて安定した移行が図られるように人

件費と物件費の情勢、学生への支援の考え方などの社会情勢の変化に的確に対応

できるようなルール化を図っていただきたい、すなわち安定的な財源の確保とい

うことをお願いしております。 

 それとともにシステム更新など一時的に発生する経費といった特別要因も出て

きますので、そういったことに関しても十分な配慮をしていただきたいというこ

と。それから施設整備費補助金につきましては国立大学等では毎年一定の補助金

が支給されているわけですけども、公立大学に関しましてはその都度というよう

な形で安定的なものはございません。そういったことで新大学に向けて魅力ある

キャンパスづくりを進めていくとか、あるいは新法人、新大学の設立、そういっ

た新しい体制の推進に対するイニシャルコストについても十分な支援、ご協力を
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願いたいということをお願い申し上げております。 

 次の３ページですけれども、現状としましては運営費交付金につきましては、

国立大学でも漸減でございまして当初から比べると10％の減ということになって

おりますが、公立大学の場合はさらに厳しく我々の大学では25％の削減が起こっ

ております。国立大学におきましても常勤教員の減少や研究費の減少によって研

究力が低下していることにやっと国も危機感をもって、今年度から微増ですけれ

ども運営費交付金を増額に転換しております。そういった状況も勘案して財源の

ことに関しても設立団体として認識をしていただきたいと考えます。 

 次のページですが、こういったことに伴いまして教員数の推移につきましてで

すが、20％常勤教員が減ってきているということとともに、教員が流出していく

傾向が法人化後に起こっております。優秀な教員を留める、あるいは優秀な教員

を引っ張ってくるということに関しましても財源の確保というのは絶対不可欠な

ことになっております。 

しかし、そういった泣き言ばかり言っていても仕方ないので、次のページで産

学官連携というより共生によって外部資金を取ってくるということと、大阪の抱

える課題を共に解決していくということについてアカデミアとしての本学のプレ

ゼンスを向上させることで認知度を高めたいということで大阪市と本学とで基本

協定を結んだということがございます。これにつきましてはターゲットをある程

度絞っていくということで、認知症を大きなターゲットとして大阪の健康寿命を

延ばすような試みで連携していきましょうということが報道されました。 

 次のページは先ほど冒頭で少し述べましたけれども、それを支える企業体の組

織を設立するということで、合同会社ＷＯＬＬという名称ですけれども、このよ

うな組織が形づくられまして、本学の同窓会長を代表としまして現在15社が加盟

しております。この合同会社との包括連携協定を７月３日に大阪市立大学が結ん

だことで、文字どおり産学官民連携の舞台が整ったということでございます。 

 次のページがその加盟企業でございまして、大手が多数ですけれども、ここに

本学の卒業生が会長、社長をしている会社も多数含まれております。それととも

に３年前に立ち上げた「ものづくり医療コンソーシアム」という組織がございま

して、それはここには載せておりませんけれども、中小企業が中心となって組織

しておりまして医学部との連携によって医療関係産業を高めていこうという組で
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ございまして、この中小企業と大企業をつなぐ組織体にＷＯＬＬはなると考えて

おります。 

 それで次のページが合同会社と大阪市立大学の包括連携協定の締結の報道でご

ざいます。９ページが具体的な活動でございまして、今進んでいるのが認知症の

早期診断支援に向けた会話型人工知能ロボットの開発でありますとか、あるいは

ウエアラブルデバイスを用いた特別な疾患の病態研究といったことで、ウエアラ

ブルデバイスというのは、こういうことだけではなくて、例えば疲労度の測定や

ストレスの測定などにも利用できるので、未病の段階での早期発見によって病気

になる前に防いでいこうといったことも、この包括協定の中に含まれているとい

うことでございます。 

 10ページですが、学長スローガンに基づいて産学官連携あるいは地域連携を軸

として、国際力強化と広報戦略の強化をタイアップの中で進める中で本学のプレ

ゼンスを向上していきたいと考えております。 

 続いて11ページですが、そうしたことに関しまして何といっても研究のための

費用が必要になってまいります。一番上にあります戦略的研究経費が運営費交付

金の漸減に伴ってどんどん減ってきておりまして、現在5,500万円しか年間に使

えないということから、一つはふるさと寄附による自主財源の一部を人材育成経

費として研究に使うということ、もう一つは学長スローガン達成のための資金を

生み出しまして今年度は8,000万円を確保しております。特に文理融合の研究を

重視した健康科学領域に関係する研究課題を募集したところ、50件以上の応募が

ございまして1,000万円から2,500万円の大型が３件と200万円程度の小型のもの

を10件程度採択して今年度の事業といたしました。それと先ほどの合同会社ＷＯ

ＬＬとの共同事業として7,500万円を予算化しております。こういった資金を呼

び水にして外部資金獲得に進んでいって40億円以上の外部資金の獲得を目指して

おります。 

 最後のページですが、こういったプロジェクトベースドリサーチといいますか、

学部単位ではなくてプロジェクトの単位でのチームを結成していきたいというこ

とで、この建物の一階のオープンスペースにオープン・カフェバー・ラボという

のを設置いたしております。これは８月６日に設置しておりまして、ここで自由

に各分野の研究者が集まって、ある１つのプロジェクトに対して文理融合、ある
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いは異分野融合の研究を進めていくための素地をつくったということであります。

ここに例を挙げておりますけれども、例えば臭いによる認知症の早期診断ツール

を開発しようという発案に対して、それはおもしろそうだということになれば、

各学部からそれに興味のある研究者が集まると。こういった形は学生でも成り立

つ話でございますし、こうした新しいプロジェクトが執行部で認められれば研究

費とか研究室を提供していって、プロジェクト単位の事業を推進して行く行くは

企業とマッチングすることで産学連携に発展させようというような発想で考えて

おります。 

 以上、私の第三期中期目標に向けての覚悟といいますか、気持ちを述べさせて

いただきました。法人として設立団体である大阪市にもこれを達成するために

色々とお願いしていきたいという事柄もございますし、法人評価委員会におかれ

ましてもこういった点をご理解いただきましてご支援をいただければ幸いに存じ

ます。どうもありがとうございました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 荒川先生、どうもありがとうございました。今いろいろとご説明いただいて、

特に合同会社を設立されて新しい動きをするということもご説明され、すばらし

い夢に向かって進んでおられると思います。 

 委員の方で何かコメント等ございますか。よろしいですか。荒川先生、今日は

どうもありがとうございました。お世話になりました。それではこれで本日の予

定を終わらせていただきます。事務局から何か連絡はありましたらお願いいたし

ます。 

（森山大学支援担当課長） 

 先ほど議題４のところで、本日私どもからたたき台としてお示しさせていただ

きました評価結果原案に対するご意見をメールで改めて頂戴いたしたいと思いま

す。本日のご審議も踏まえました修正案を事務局で早急に作成いたしまして、水

曜日ごろには改めまして案を送付いたしますので、短い期間でまことに恐縮です

けれども、29日ごろを目途にご意見をいただきたいと存じます。お忙しいところ

まことに恐縮ですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから次回の委員会ですけれども、９月４日午後１時半から、場所は市役所

のＰ１階で行う予定でございます。詳細のご案内につきましては改めて事務局か
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ら送付させていただきますので、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、全てのスケジュールはこれで終わりでございます。本日はどうもお

疲れさまでした。 

 


