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平成29年度第６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30年３月22日（木）午後２時～午後３時23分 

場 所：大阪市立大学梅田サテライト１０５教室 

出席者： 

【委 員】馬場委員長、桑原委員、竹村委員、田辺委員、眞下委員、宮本委員 

【大 学】櫻木理事兼副学長、宮野学長補佐、赤井大学戦略室長兼法人運営本部長 

折原法人運営本部特命担当部長兼大学運営本部事務部長 

柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、柴山大学戦略課長 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 

 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは定刻になりましたので、平成29年度第６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。本日はお忙しい中、また小雨も降る中、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。 

 なお、本委員会は原則公開の取扱いとなっておりますが、本日は傍聴の方、そ

れから報道機関の方、ともにいらっしゃいません。 

 当委員会につきましては、先月の２月21日をもちまして２年の任期が満了いた

しましたことによりまして、委員の改選を行ってまいりました。結果、改正前か

らご就任いただいております、７名の委員の方全員に引き続きご就任いただくこ

ととなりました。今後ともどうぞよろしくお願いします。 

 任期としては改まったということをもちまして、改めまして委員長の選出が規

定によりまして必要となってまいりますが、お顔ぶれがお変わりないということ

をもちまして、引続き馬場委員に、委員長をお引き受けいただくことになろうか

と存じますが、それでよろしいでしょうか。 

 では、馬場委員長どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、委員長職務代理者につきましては、前回の任期も馬場委員長から宮本委

員をご指名いただいておりましたが、委員長職務代理者につきましても引続き宮
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本委員ということで、よろしいでしょうか。 

（馬場委員長） 

 はい、よろしくお願いします。 

（森山大学支援担当課長） 

 どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、委員会に移っ

てまいりたいと思います。本日、戸部委員が所用によりご欠席となってございま

す。では、馬場委員長、議事進行をどうぞよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長） 

 はい、わかりました。本日は忙しいところ、ありがとうございます。よろしく

お願いいたします。 

 ご承知とは思いますが、本日の評価委員会でご議論いただく議題は、公立大学

法人大阪市立大学の第三期中期計画案にかかわる意見についてということになっ

ております。市長が公立大学法人大阪市立大学の中期計画を認可するにあたりま

しては、法律であらかじめ評価委員会の意見を聴くこととなっておりまして、こ

の法律に対応して本日の議題ということになります。また、第三期中期計画案に

関しましては、素案の段階ではございましたけれども、１月の評価委員会で既に

ご議論いただいておりますので、概要に関してはご承知いただいているという状

況になっております。 

 本日は市長が認可する際の、評価委員会としての意見を取りまとめて、意見具

申の内容を確定させるということになります。よろしくお願いいたします。 

 まずは議論に入る前に事務局から、前回の評価委員会以降の経過と、本日の資

料についてご説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 ただいま、委員長からご案内ございましたとおり、本日は中期目標を受け市大

法人によって策定された中期計画の案につきまして、当委員会でのご意見をまと

めていただくことになってございます。中期目標案につきましては、昨年の夏に

当委員会でご審議いただきまして、８月21日に答申をいただいたところでござい

ます。 

１月にも素案の形で、中期計画を議論していただいておりますが、それ以降の

経過ということで、お手元の参考資料１をご覧になっていただけますでしょうか。
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改めて中期目標から中期計画の策定に至るまでの、流れを振り返りながらご説明

申し上げたいと存じます。中期目標につきましては、この評価委員会での意見具

申を８月21日にいただいた後、９月に市会に提案いたしました。当初、中期目標

案をご議論いただいていた際には、10月には議会の議決を得て、法人に指示する

予定と申し上げておりましたけれども、議会での議論を踏まえまして、中期目標

案について修正するということになりました。修正箇所については「第７大阪府

立大学との統合等に関する目標」の部分でございまして、その修正案につきまし

ては、前回開催の委員会で状況をご説明申し上げまして、修正の方向性について

ご了承いただいたとおりでございます。修正を加えました中期目標案をもって、

議会では２月23日に可決ということになりました。本日は参考資料２として、最

終版の中期目標についてお手元にお配りしております。修正が加わりました点は、

最後のページ、第７に載ってございます。議会での議決を受けまして、予定より

は遅れたスケジュールにはなりましたけれども、同日付で中期目標の指示を法人

に対して行いまして、法人からは３月１日付で中期計画の認可申請がなされた形

になってございます。中期計画につきましては、この委員会でのご意見を踏まえ

まして、年度内に市から法人に対して認可を行いまして来年度を迎えるというこ

とになります。なお、先ほど委員長からございましたとおり、本委員会での中期

計画に関する審議は、前回の１月に行っていただいております。認可申請が３月

１日付と申し上げましたが、そういう意味では本申請の前にご審議いただいたと

いうことにはなります。これは市会での審議状況にかかわらず、法人にとって次

の６カ年を占う重要な中期目標でございますので、十分にこの委員会での審議を

深めていただきたい、委員の皆様方からご意見を十分に賜りたいとの思いから、

素案ではございましたけれども、この委員会での審議を進めていただいてきたも

のでございます。本日は、１月の委員会でのご議論を踏まえまして、この間法人

内で再度の検討が行われ、正式に３月１日に市提出されました中期計画案を改め

てご確認いただきまして、ご審議を賜りたいと存じております。 

 なお、本日の委員会の議題ではございませんけれども、中期目標が可決された

のと同じタイミングで、昨年の夏にこの委員会でご審議いただきました、新法人

の定款案などの法人統合に関連いたします議案につきましても、同じ２月の議会

で承認を得ております。これによりまして、平成31年４月に市大と府大の統合に
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よります新大学の実現を目指して、まずは市大法人と府大法人を統合して、府市

共同で新たな法人、公立大学法人大阪を設立することに決まりましたので、併せ

てこの場でご報告申し上げます。 

 本日お手元にお配りしております資料につきまして、簡単にご案内させていた

だきます。まず資料１－１でございますが、こちらは２月23日に法人に対して指

示いたしました中期目標に基づいて、中期目標を達成するための計画として、３

月１日に法人から市に認可申請がございました、第三期中期計画案でございます。

記載内容は、地方独立行政法人法に定められた項目になっております。この計画

案の前半につきましては、前回１月11日の評価委員会で素案として、ご議論いた

だいた項目が９ページ目まで並んでございます。続く10ページ目以降につきまし

ては、予算、収支計画、資金計画に関する項目が記載されてございます。これら

につきましては、現時点では来年度から始まる中期計画６カ年の見通しでござい

まして、予算として確定という性質のものではございません。具体的には今後、

毎年度の予算編成にあたりまして、市と法人、あるいは関係者との間で、検討協

議を行っていく内容となります。 

 続きまして、資料１－２でございますが、ただ今ご案内いたしました資料１－

１の中期計画について、中期目標と対応した形の表形式でお示ししたものでござ

います。前回の評価委員会の際も、この表をご覧いただきながら、ご議論を頂戴

いたしておりました。今回は１月にご議論いただいた時点のものから、変更いた

しました箇所について、見え消しの形で掲載させていただいております。 

 続きまして、資料１－３でございますが、Ａ４の横書き１枚ものでございます。

これは今回法人から提出のございました資料１－１の中期計画案、それから１－

２の、それを表形式で表したものについて、事前に委員の皆様方にお送りさせて

いただきまして、ご覧いただくことをお願いいたしました。委員の先生方から事

務局へ本日までにお寄せいただきましたご意見、ご質問を取りまとめたものが、

資料１－３になります。こちらのご意見、ご質問に対する回答につきましては、

この後、市大の担当者から順にご説明、ご回答申し上げたいと存じます。 

 それでは、どうぞよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございました。ただ今、ご説明がありましたように、第三期中期計
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画案に関しましては、正式に提出があったということになります。 

 それでは、その正式に提出された第三期中期計画案について、前回の評価委員

会で議論いただきました素案からの変更箇所を中心にして、まずは法人からの説

明をお願いいたしたいと思います。その後で、議論をしてまいりたいと思います

ので、法人から説明をお願いいたします。 

（柴山大学戦略課長） 

 それでは、資料１－２に基づいて説明させていただきます。 

 中期計画及び達成水準の修正箇所についてでございます。修正箇所については、

赤、緑、そして青の３色で色分けしておりますが、まず青色の部分につきまして

は、表現や語句の軽易な修正となっております。そして緑色の部分につきまして

は、計画と達成水準の対応した表現がないということで、委員の皆様から指摘を

受けて修正したものでございます。 

修正内容としましては、資料１ページ項目４番をご覧ください。こちらにつき

ましては、中期計画の第一文、都市経営研究科に関する記載に対する達成水準が

ないというご指摘でしたので、達成水準に対応する一文を追記しております。 

 続きまして、同じページ一番下の項目６番「グローバル教育の改善」のところ

ですが、こちらにつきましても計画に対する達成水準がございませんでしたので、

海外留学による学修成果に関するというところと、複数の研究科によるインター

ナショナル・スクールの共同実施について追記しております。 

 続きまして、２ページの項目７番、８番のところになります。こちらにつきま

しては、８番に入っていました達成水準のうち、教学ＩＲ機能を備えた組織の設

置とそれに基づく教育の質保証システムの構築という部分につきまして、こちら

に関しましては、教育の質保証の項目が実は７つ目の計画にございますので、そ

ちらの達成水準への記載のほうがふさわしいと判断いたしまして、記載箇所を移

動させております。 

 続きまして、その下の10番「教育への支援」の項目ですが、こちらは達成水準

のうち、学籍異動統計という言葉があまり一般的ではないということで、分かり

やすい言葉に置きかえております。 

 そして続きまして、真ん中11番「入学者選抜」の項目ですが、こちらの達成水

準のうち下の２つ、優秀な学生を確保するための入試広報活動の実施とインター
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ネット出願の導入準備という２項目につきましては、上の入試方法の改善策の実

施に含まれるということで削除しております。 

 続きまして、３ページの下のほう、20番の項目をご覧ください。こちらにつき

ましては達成水準に行政機関への施策立案・人材育成と書かれておりましたが、

達成水準、21番の計画の中に記載されておりますので、達成水準を21番に移動し

ております。 

 続きまして、５ページをご覧ください。中ほどの30番「地域医療及び市民への

貢献」の項目になりますが、こちらにつきましては、委員から大規模災害にそな

えた体制整備について記載すべきではないかというご指摘を受けまして、達成水

準を修正し盛り込んでおります。 

 続きまして、７ページの一番上の39番「戦略的広報」の項目になりますが、こ

ちらにつきましては、達成水準が他の項目と比べて細か過ぎるのではないかとい

う指摘をいただきましたので、細かい部分を削除して分かりやすく整理しており

ます。前回ご指摘をいただいた緑色の部分については以上になります。 

 続きまして、赤色の部分になります。この赤色の部分は、１月の本委員会にお

いて素案を諮らせていただきましたところではございますが、それ以降におきま

しても、法人においてさらに計画を良いものにするために議論をしております。

その結果、法人の側で修正を加えたものでございます。 

 まず２ページをご覧ください。12番「経済的支援及び学修奨励制度」の項目で、

計画に「各種奨学金の被推薦者に対する支援の強化を図る」という１文をつけ加

えております。こちらは、外部の奨学金の獲得を目指す場合に、通常、論文等に

よる審査があるのですが、その提出する論文を学生担当の委員が指導助言するこ

とにより、奨学金の取得率を上げていこうというものでございます。あわせて達

成水準のほうにも追記しております。 

 続きまして、次の３ページ17番でございます。こちらについては達成水準のと

ころで、国際共同研究の推進体制の構築とありましたが、よりふさわしいと思わ

れる表現として、「環境整備」に変えております。 

 次いで、20番「シンクタンク拠点」の項目ですが、こちらにつきましては「課

題・分野ごとの研究プラットフォームによる具体的なプロジェクトの実施」とい

う達成水準を追加しているのですが、これは、地域課題解決のため、分野横断型
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プロジェクトをつくるとともに、課題ごとにきっちり面倒を見ていく体制をつく

りまして、プロジェクトがしっかり機能するようにしていくものでございます。

こういう意味で達成水準を追記しております。 

 続きまして、４ページに移ります。真ん中ぐらいの「（３）社会連携態勢の整

備」のところでございますが、中期目標における社会連携態勢の整備につきまし

ては、先に記載している地域貢献のところと、産学官連携のところに振り分けて

記載してございます。その理由でございますが、本学では重層化する都市問題の

解決に、大阪市や大阪府と連携して取り組むシンクタンク機能、それに加えまし

て、蓄積したノウハウをもとに、新たなイノベーションを起こす、技術インキュ

ベーション機能を２本柱として、取組を進めていくところでございます。大学と

して広く、社会連携態勢の取組を実施していく中でも、特にシンクタンク機能を

中心に据えました行政や、地域社会の社会を構成する団体との連携に、取り組ん

でいきたいと思っております。また、産学官連携においては、特に人口光合成研

究センターなど通じまして、中大企業と連携した、イノベーションや技術インキ

ュベーション機能の強化に、取り組んでいきたいと考えているところでございま

す。よってシンクタンク機能としての地域貢献と、技術インキュベーション機能

としての産学官連携、この２本の柱で整備することが、より大学としての力点を

明確にできるため、この二つの項目に振り分けてできたものでございます。この

整備に伴いまして、新たに23番としているところにございますが、ここはもとも

と、社会連携態勢の整備のところにあった項目を、この23番に移動しています。

あわせて達成水準も整備しておるところでございます。24番につきましては、産

学官連携、ここに、社会連携態勢の整備の態勢の部分、振り分けておりますので、

その達成水準を追加しております。 

 最後に45番につきましては、「安全衛生管理」のところになりますが、中期計

画及び達成水準で、健康診断の全員受診を目指すとしております。その理由であ

りますが、本学では今年の２月２日に結核発病者５名が確認され、結核集団感染

事例に当たると、判断されたことがございました。この結核集団感染につきまし

ては、最初２月、平成28年12月に男子学生の発生届が出され、それ以降29年３月、

同４月と発生届が出されているところでございます。これを受けまして、健康診

断に力を入れ、健康診断を実施した結果30年４月までに、さらに４名の発病者及
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び感染者を確認したところでございます。本学としましては、学生及び教職員の

健康を第一に考え、また感染症があった場合、感染者の早期発見、治療及び二次

感染の防止を進めるため、健康診断の全員受診を目指すと意思決定したところで

ございます。 

 修正点については、以上になります。よろしくお願いします。 

（馬場委員長） 

 はい、どうもありがとうございます。それでは、続きまして今ご説明いただい

た、今回提出いただいた中期計画案につきまして、委員の皆様に事前にお送りし

て、ご意見をいただいておりまして、いくつかご意見・ご質問いただいておりま

す。この事務局で取りまとめていただいたものが、資料の１－３になりますが、

この意見に対する見解等についても、法人から先に説明をお願いいたします。 

（柴山大学戦略課長） 

 それでは、引き続きご説明させていただきます。 

 まず、資料１－３でございますが、１、３、４、８の４つの項目については、

文言の修正ということで承知いたしましたので、２番から説明させていただきた

いと思います。 

 では、まず２の「経済的支援及び学修奨励制度」のところでございますが、こ

の項目につきましては、現在の学修奨励制度は、大学として行っている成績の極

めて優秀な学生に対しての表彰と、教育後援会等の団体による課外活動等の成績

の表彰、この二つに分かれております。これを大学が主体となり、教育後援会等

の団体と共催で行うというのを検討しているところでございます。 

 次に、現在の減免制度及び市大奨学金制度についてでございますが、こちらに

つきましては、生活困窮度と成績評価との両方が考慮されております。今後は生

活困窮度と成績評価についての考慮割合を点検し検討してまいります。また現在、

日本学生支援機構が、給付型奨学金を検討しているということを聞いております

ので、今後減免制度をどのように行うかについても、検討していく必要があると

考えているところでございます。 

 続きまして、５番「国際連携活動の充実」につきましては、国際交流の支援と

して、国際交流センターでは留学フェアやガイダンス、相談等で情報提供すると

ともに、全学的な留学の募集や窓口を一元化をしたり、学生国際交流団体と連携
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したセミナーを行ったりするなど、各種国際的なイベントを実施しているところ

でございます。経済的な面に関しましては、海外留学に関する各種奨学金の対応、

さらに、大阪市立大学夢基金海外留学奨学金を活用した制度を実施しております。

さらに上海では、就業体験や企業見学を行うプログラムを実施しているところで

ございます。 

 次の単位互換につきましては、認定留学制度の導入や、一部の大学と短期語学

研修の単位認定を行っております。履修科目の互換指導につきましては、各学部

で個別に行っているというのが、現状でございます。課題といたしましては、学

部生全体のうち、グローバルな意識、すなわち積極的に海外に出て行こうという

意識をもっている方が全体の１割程度と見ておりまして、学生のドメスティック

な傾向というのが、大阪市立大学のみならず、日本の大学全体について危機的な

状況であると捉えております。 

 次に、６番「高度専門医療人の育成」の項目につきましてですが、こちらにつ

きましては、平成29年８月に「医師の働き方改革に関する検討会」が立ち上がり

まして、検討を始められたところでございます。医師につきましては、医師法に

基づく応召義務などの特性を踏まえた対応が必要とされており、時間外労働規定

の対象とする一方、法改正の施行期日の５年後に規制適応するとされているとこ

ろでございます。また、平成30年２月27日に検討会の中間的な論点整理が発表さ

れましたが、ここでも医師の健康確保、並びに医師が疲弊することによる医療安

全面からの医師の負担軽減、勤務時間の縮減、勤務環境の改善といったことの必

要性が言及されている一方で、診療以外に教育や研究を行う大学病院への特殊性、

さらに宿日直等に係る実態も言及し、医療ニーズに対応する、医療提供体制の維

持の必要性や、研究レベルの向上についても触れられているところでございます。

このように、現時点では改革の方向性は、まだ不透明な部分が多く、今後の動向

を見ながら対応を検討していきたいと考えております。 

 続いて７番「地域医療及び市民への貢献」につきましては、本学附属病院にお

きましては、平成８年度の第１回から、平成29年度の第220回まで、20年以上に

渡り、各専門分野トップの先生方に講演をいただいております。それにより、広

く市民に健康や医療の知識を深めていただく機会を提供してまいったところでご

ざいます。また、先端予防医療部附属クリニックMed City 21での医学講座や、
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近年におきましては、市内の中学校への訪問授業、世界保健機構ＷＨＯの世界肝

炎デーへのイベント参加、認知症の大規模セミナーなど、健康寿命の延伸に向け

た取り組みを組織的に展開しているところでございます。今後も、これら大学病

院としてのポテンシャルを生かした市民貢献を考えていきたいと考えております。 

 続きまして、９番「戦略的広報」につきましては、委員ご指摘のように、「大

学ブランド化策の策定と実施」として項目に残すことが十分に考えられるのです

が、中期計画文中にシンクタンク拠点となるブランドを高めるためにやりますと

か、公立大学として一層ステークホルダーや地域から愛される大学を目指すとい

う部分に、その趣旨が込められていると考えておりますので、ご理解いただきた

いと思っております。 

 10番「コンプライアンス等の徹底」につきましては、こちらのところは中期計

画の３番の大学院課程教育の充実の項目に、研究倫理の向上に資する大学院共通

教育の充実を図るとございますように、研究倫理教育の全学的実施を目指し段階

的に行っていく予定でおります。 

 最後の11番「安全衛生管理」のところは、最初の修正の部分で説明いたしまし

たので省略させていただきます。以上になります。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございました。第三期中期計画案の修正に関するご説明と、それか

ら各委員からいただいた質問に関しての、ご回答とご説明がありましたけれども、

少し時間をとりまして、今から両者について何かご指摘あるいはさらなるご質問

等があれば、ここで委員から出していただきたいと思います。色々なテーマがあ

ると思いますけれども、意見をどのように議論するかは一つずつ回答いただくの

ではなくて、まずは皆様からの質問を受けたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

（竹村委員） 

 資料１－２の４ページ目、社会連携態勢の整備のところですが、今のご説明だ

と、市大として中心となる軸足をはっきりさせたいということだったと思うので

すけれども、結果として中期目標の（３）に対応するものが全部なくなる形にな

ると思いますが。 

（馬場委員長） 
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 社会連携態勢の整備のところですね。 

（竹村委員） 

 そうですね。全部なくなるということになりますが、まずそれでよいのかどう

かですね。少しご説明がありましたが、あえて振り分けたということについて、

もう少しご説明をいただきたいと思います。 

（馬場委員長） 

おそらくこの点が本日議論する中で一番大きな変更になっていますので、他の

ご質問を受けた後で、まとめて議論させていただきますのでご準備お願いいたし

ます。中期目標で独立してある項目に対して、それを受けた計画と達成水準のと

ころが空欄になるというのがやはり奇異に感じるということだと思いますので、

後でまとめて議論させていただきます。 

 その他、何かございますでしょうか。皆様からいただいた質問に対する回答も

いただいておりますので、それを受けて補足説明が必要であればそれでも結構で

すのでお願いいたします。 

（桑原委員） 

 資料１－３の２番「経済的支援および学修奨励制度」に関してなのですけれど

も、もう少し具体的に、授業料減免制度や市立大学の奨学金制度、これの申請者

数がどれくらいで採択者がどのくらいなのか、また申請についての申請条件を緩

和しようとしているのか、あるいは申請条件について改善を図ろうとしているの

か、もう少し具体的にお聞きしたいと思います。昨今の状況を鑑みて、必ずしも

学生の経済状況はよろしくありませんので、それで次期の中期計画期間について

も、どうしても大学あるいは国がサポートしていく必要性というのがあると考え

ますので、その辺をもう少しお聞きしたいと思います。 

（馬場委員長） 

 今の件についてデータ等はございますか。後でお答えいただきますので、ご準

備お願いいたします。実際の具体的な方向ですね、授業料免除、それから市大で

実施されているものについて、緩和できそうなのかについて、回答のご準備お願

いいたします。今すぐお答えいただけるならそれでも結構です。 

（折原法人運営本部特命担当部長） 

 授業料減免についてのご質問ですけれども、平成28年度のデータになりますが、
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学部、大学院、法科大学院とあわせまして、683件の授業料減免を行っておりま

す。減免額が２億2,900万という金額なのですけれども、大体申請者の３分の１

程度になるような状況でございます。中期計画の中で成績基準等を重視する、関

連して授業料減免制度や市大奨学金制度について点検し再構築を図るという、記

載の意味合いが分かりづらかったようですけれども、授業料減免制度は平成28年

度から少し基準を変えております。生活の困窮度に加えて、学部からの推薦制度

というのを設けまして、いわゆる成績優秀者に充てていくという考え方を導入し

て、制度を少し変えております。 

 平成29年度になりまして今度はこの市大独自の奨学金制度につきましても少し

中身を見直しまして、月々１万円を月々２万円に増額いたしました。この金額の

増やし方の考え方についても、成績優秀者に充てていこうという考え方をとった

ものですから、授業料減免制度と市大独自の奨学金制度が、同じ基準ではないの

ですけれども、基準が少し重なり合うというような状況で制度が実施されている

という現状になっております。やはり困窮度合いと成績優秀者へ充てていくとい

う両方の考え方をしっかりと整理するということを今課題としております。一方

で、国が給付型奨学金ということも申しておりますので、そういった動向も踏ま

えまして、再度奨学金の制度を再構築しようというのが、次期計画での取組にな

ってございます。 

（桑原委員） 

 奨学金を支給した後の返還状況については、人事部や財務課といった部署で統

制されているのですか。 

（折原法人運営本部特命担当部長） 

市大奨学金については返還義務はございません。また、減免制度は全額減免と

半額免除の２種類ですが免除なので返還はございません。一方で、一番大きな国

の支援機構の分は返還していただくことになります。 

（桑原課長） 

 分かりました。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございました。 

そのほか、ございますか。医師の働き方改革の話は出たところなので、おそら
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くこれは眞下先生だと思いますが。 

（眞下委員） 

 これはまだ更新が確定してないですよね。また次年度もこれが問題になってい

るかもしれないということで、今回はこれでよいのではないかと思います。 

（馬場委員長） 

 では、具体的な内容が出たときに、例えば変更のような形で計画を変更すると

いうような形で対応していくことになっていきますね。心づもりをしておくとい

うことで、よろしくお願いいたします。 

 そうしましたら、先ほど後回しにさせていただきましたが、竹村委員からご指

摘がありました、社会連携態勢の整備に関して、資料１－２の４ページのところ

で目標に対して対応する計画及び達成水準が空欄になるという箇所。ただし、市

へ提出するのは中期目標に対する中期計画であって、この表で提出するわけでは

ありませんが。しかし、私たちが議論をする上では、やはりこうした表形式にな

っていないと議論しにくいので、こういう形にしていただいているところはあり

ます。その上で社会連携態勢の整備に関する目標に対して直接的に答えるよりも、

地域貢献と産官学連携に割り振った方がいいという説明はいただきましたが、そ

れについてはもう少し追加のご説明をお願いいただけますか。 

（柴山大学戦略課長） 

 本学では都市シンクタンク機能と技術インキュベーション機能の二つの柱とし

ておりますが、こちらにつきましては大阪府立大学との統合を見据えて、どのよ

うな機能を充実して強化していくのかということを検討したときに、両大学から

多くの教員が参加した分科会における議論で出てきたものでございます。両大学

としましては、この二つの新機能につきまして、大学統合を目指す中で先行して

それぞれの大学で取組を進めていく項目であると認識しておりまして、府立大学

におきましても、年度計画においてシンクタンクとイノベーションという重点二

項目を重点戦略として打ち出しているところでございます。この二つの機能を中

心に取組を進めていくということにつきまして、態勢ということにつきましては、

機能にひもづく態勢、機能を支える態勢ということで、直接機能と態勢を結びつ

けたほうが大学として計画も立てやすく、また教員の理解も得られやすいため、

目標達成に一層近づけるものと考えておるところでございます。よろしくお願い
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します。 

（馬場委員長） 

 今の説明でよろしいですか。後は書き方の問題になるかもしれません。表で書

くとか書かないではなくて、中期目標に社会連携態勢という言葉がきっちりと入

っているわけですから、その社会連携態勢に対応して、地域貢献と産学官連携に

割り振ったことが、分かるような書き方をしていただいたほうがよいと思われま

す。改めて竹村委員から意見が出たこともありますので、そういうことにご配慮

いただいて、今の案がそうなっているかどうかをご検討いただければと思います。

繰り返しになりますが、国でもおそらく一緒で中期目標に対して中期計画を出す

ということ。達成水準は学内で持っておく基準ということでよろしいですか。 

ただ、この水準を達成しないと目標や計画が達成できないという考えで書かれて

いるので、これだけはやりますという最低限度の実例という理解でよろしいです

ね。 

（森山大学支援担当課長） 

 委員長からご説明いただいたように中期目標は設立団体である市から、法人に

対して６カ年で達成すべき方針について指示するものでございます。その指示を

受けて、どういったことに取り組んでいけばよいかということについて法人は中

期計画を策定することになります。その中期計画は６カ年の計画になりますが、

６年経った段階でその計画が達成されたかどうかということもこの評価委員会で

評価いただくとことになりますが、その際どういったやり方あるいはどういった

内容についてクリアしていれば中期目標の達成できたのかという一つの目安とし

て達成水準を掲載させていただいております。この中期計画が中期目標に沿った

ものかどうかということを、評価委員会において市に対してご意見をいただくた

めの参考に掲載させていただいております。 

（馬場委員長） 

 そういった意味では最終的に見ていただきたいのは、資料１－１と参考資料２

になると思います。参考資料２の４ページになりますが、（３）に社会連携態勢

の整備ということが目標に書かれております。それに対して本日議論いただいて

いる中期計画では５ページに社会連携に関する措置として地域貢献のところに社

会連携態勢の整備という項目が出てきています。地域貢献のところには社会連携
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態勢というのは入っているので、ここは問題ないということですね。 

 その次に産学官連携のところに社会連携態勢についての表現があれば、割り振

ったということになると思いますがどこの部分に当たるのでしょうか。表のほう

では割り振ったと書いてありますが。 

（森山大学支援担当課長） 

 今、ご案内いただきました参考資料２の中期目標を受けて法人から提出される

のが資料１－１の中期計画となりますが、委員長がおっしゃったように、中期目

標では第２の「３社会連携に関する目標」の中で、（１）、（２）、（３）とあ

りますけれども、中期計画では「３社会連携に関する措置」とありまして、

（１）、（２）しかなく（３）がないというのは、確かに比較して見ていただき

ますとそういう状況になります。それを表形式でまとめたのが資料１－２になり

ます。竹村委員がご指摘のところは、中期目標のところは（３）があるにもかか

わらず、中期計画では（３）がないというのはどういう意図ですかということで

しょうか。 

（馬場委員長） 

 見た目でバランスがとれてないのではないかというご指摘だと思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 内容的に不足はないのですか、記載方法として問題ないのかというご指摘だっ

たと理解しております。 

（馬場委員長） 

 目標と計画が完全に対比関係になくてもよいという理解でよろしいですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 もともと市が（３）で法人に指示した意向としましては、大きいくくりとして

社会連携という概念があり、その中でシンクタンク機能も合わせまして、地域へ

の貢献。それからもう一方で、産学官連携、特に産学連携の取組という、大きく

分けましたら２つに分かれると考えております。そのどちらにおいても、まずそ

の取組を実行たらしめるためには、態勢の整備というものが必要であろうと考え

ておりまして、そういったところに取り組んでいただきたいという思いも込めま

して（１）、（２）共通する事項として、（３）というものを設けたというのが

中期目標の記載でございます。 
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（馬場委員長） 

 今のご説明だと、目標では「社会連携態勢の整備」を１つの項目として書いて

いるのだけれども、計画では地域貢献と産学官連携の両方にちりばめられている

という形になっていて、特に問題はないという理解でよろしいですね。 

（竹村委員） 

 法律上は問題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、法律上はそういった細かいところまでの規定はございません。中

期目標の内容は、私ども大阪市としては本来であれば１対１の関係がもっとも分

かりやすく、どなたにでもご理解いただきやすい形だと思っております。ただ、

先ほど法人から説明がありましたように、事業への取組が法人の中では整理しに

くいというのであれば、地域貢献の項目と産学官連携の項目のいずれにおいても

態勢の整備には取り組むことができれば、それでも良いと考えております。ただ、

どちらの項目においても取り組むということは担保していただきたいというのが

市の考えでございます。 

（馬場委員長） 

 両方に社会ニーズに対応するという内容は書かれているということですね。も

う一つだけ確認です。我々は評価委員ですから、中期計画に（３）がなくても法

的に問題ないかという意見としてお考えいただきたいと思います。 

（森山大学支援担当課長） 

 市としては形にはこだわりません。ただこれで、今、申し上げたように両方に

おける態勢整備の内容が含まれているとご理解いただけるのかどうかについて、

委員としての客観的なご意見を賜りたいと思います。 

（宮本委員） 

 意味的に、中期計画では、社会連携が地域貢献の中に入っていますので、そう

なると「社会」は地域社会の意味になりますよね。中期目標では別になっている

ということは「社会」の意味がもっと広いということになると思いますが、その

辺りはどうなのでしょうかね。目標のほうは「社会」とは必ずしも地域社会では

なく世界かもしれないですが、計画のほうは地域社会ということになりますよね。

もともと目標では「社会」という言葉はどちらを意味していたのでしょうか。 
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（森山大学支援担当課長） 

 目標の場合で言いますと、広義では地域への貢献という言い方になるのかもし

れないですが、（１）地域貢献の部分の態勢整備だけではなくて（２）産学官連

携の部分の態勢整備もお願いしたいという目標にはなっております。 

（宮本委員） 

 ということは（１）地域貢献だけでなく（２）産学官連携にもかかわるという

ことですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。 

（宮本委員） 

 そうすると計画のほうで（１）だけに書かれてしまうとおかしくなりませんか。 

（田辺委員） 

 先ほどの比較表では、（３）社会連携態勢の整備の項目には「社会連携に関す

る措置の地域貢献の欄に記載」と書かれているので、法人のお考えとしては社会

連携態勢の整備を地域貢献のところでやりますというお考えのように読めるので

すけれども、産学官連携についての態勢整備というのがこの（２）の中でどのよ

うに謳われているのでしょうか。あるいは地域貢献のことだけを記載しておられ

るのでしょうか。 

（柴山大学戦略課長） 

 すみません。その点につきましては、まず（３）のところに赤字で「社会連携

に対する措置（１）地域貢献エの欄に記載」とありますが、こちらは誤りでござ

いまして産学官連携部分にも当然入っておりますので、この部分は「（１）地域

貢献エ及び（２）産学官連携ア」と修正させていただきたいと思います。 

24番の産学官連携の項目ですが、こちらにつきましては計画の２行目後半からの

「技術インキュベーション機能の強化を図り」という部分の中に態勢整備も含ま

れるということでご理解いただきたいと思います。 

（馬場委員長） 

 今のご説明ですと、表の「エ地域貢献の欄に記載」と書いたところに「及び

（２）産学官連携ア」を加えるということでよろしいですね。地域貢献のほうに

は、元の表現がそのまま入ってくるのでよく分かりますが、産学官連携のところ
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にはいわゆる態勢という単語がないというのが逆に言うと気になります。今の説

明では機能というところで態勢も含まれるということですが、そこに態勢という

言葉を入れるというわけにはいきませんか。 

（柴山大学戦略課長） 

 検討いたします。 

（馬場委員長） 

 今のご説明でしたらあまりにもアンバランスなので、機能と態勢を整備すると

書いていただければ、両方に書きましたというご説明でも納得がいくと思います。 

（竹村委員） 

 この社会連携態勢をばらしたうえでより連動しやすいところへ入れたという点

がはっきりすればよいと思します。その中で１点だけ、この新しくできた23番の

項目の達成水準のところで、「行政などから寄せられる地域社会の課題など」の

記載はあえて行政などからというのは入れないといけないのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

竹村委員がおっしゃった、行政などというのはその地域社会から寄せられる課

題への対応というのは、行政から出てくる課題というのが大部分を占めると思わ

れます。地域住民の方あるいはＮＰＯなどの団体から来るものも含めて地域の課

題ということになるので、必ずしも行政とは限らないということから「など」と

しておられるのかなと思います。 

（宮野学長補佐） 

 私が発言してよろしいでしょうか。私は地域貢献担当をしておりまして、公立

大学の使命として、教育研究、それから社会貢献の中の特に地域貢献というのは

大事にしなければいけないとずっと思っておりまして、今のご質問に関連して言

いますと地域連携センターという窓口機能を本学は設けております。そこでは行

政課題だけではなく、地域のＮＰＯや地域住民が取り組んでおられる事柄、例え

ば防災というテーマなどでは、今、地域防災計画という行政ではなく市民の方が

自らつくる防災計画が求められているのですけれども、そういったものに対する

本学の教員への相談事も持ち込まれます。そういう意味で、行政だけではなくて、

ＮＰＯあるいは住民組織からの直接のニーズや課題を取り上げるという意味を含

めております。 
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（櫻木理事兼副学長） 

 私からもう一つ補足してよろしいですか。先ほど産学官連携のほうでは、中期

計画の「技術インキュベーション機能の強化を図り」というところに含まれてい

るとご説明いたしましたが、達成水準のところに「研究の可視化・連携を促進す

るプラットフォームの構築」と記載しております。これは、中期計画自体にあま

り具体的なものを書き込むのはどうかと考えまして、技術インキュベーション機

能強化のために、地域社会と連携する、あるいは府立大学と連携するための何か

組織的なものを想定して書いているところでございます。こういうところにも先

ほどの社会連携態勢の整備というところの産学官連携部分の機能が込められてお

りまして、技術インキュベーション機能の強化というところに含んでいるという

心づもりでございます。 

（馬場委員長） 

 分かりました。内容に関して今のご説明でご納得いただけますでしょうか。そ

れを受けた上で、少し文章を変えられるものならばどこまで変えられるかは別と

して、やはり両方に態勢という表現少し明記できるように再度ご検討いただけま

すでしょうか。 

 そうしましたら、社会連携態勢以外のご意見がございましたらお願いします。 

（田辺委員） 

 すごく話が戻ってしまうのですけれども、事前に質問させていただいた11個目

の質問で、健康診断の全員受診を掲げたことについては、健康診断によって結核

の方を早期発見できたということによるものだということで、その強い思いはわ

かったのですけれども、この最後に質問として書かせていただいた学生さんとい

うのは学校に行かれる頻度もばらばらですし、学生の100％受診というのはかな

りハードルが高いと思うのですけれども、そこに対する具体的な対策についてお

考えがあればお願いします。 

（柴山大学支援担当課長） 

 具体的な対策としましてこうすれば全員が受診するという抜本的なものはもち

ろんございませんので地道に声かけをする、メールをする、電話をするといった

ことを各教員や職員が行っていくことになると思います。 

（赤井大学戦略室長兼法人運営本部長） 
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 この問題については学長が力を入れておりまして、結核の集団感染が発生した

時点から各学部にその対策のための教員を一人ずつ置いて、その教員が責任を持

って自分のところの学生に健康診断の受診勧奨を行うという体制をとっておりま

す。全員となると当然困難ですけれども、例えば社会人学生の方でしたら他のと

ころで受けておられたりしますので、そういった方については受診したというこ

とを何らかの形で表示していただいたらそれは分母から減らしていく。そういっ

たことも含めてできるだけ100％に近づけるというきめ細かいやり方で全員が何

らかの形で健康診断を受診しているということを大学として確認できるというこ

とを目指したいと考えております。 

（田辺委員） 

 担当の教員を置かれて推進されるということですけれども、健康診断が必要だ

ということや結核感染の事例があったということは学生の皆さんはご存じだとい

う理解でよろしいですか。 

（赤井大学戦略室長兼法人運営本部長） 

はい。そうです。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。計画のところに全員と書かれるのですから大学にとっ

て相当な重荷になりますがそのことは覚悟の上ということですね。 

（赤井大学戦略室長兼法人運営本部長） 

 達成水準を仮に90％とか書いても、なぜ90％なのかということにもなりますの

で、それだったら大学の思いとして100％を目指すということを掲げるというの

が法人としての強い意志でございます。 

（馬場委員長） 

 非常に強い意志を感じます。達成水準のところに100％と書かれるのならまだ

しも、計画のところに全員受診と書かれるわけですからそれなりの覚悟をお持ち

いただくということでよろしくお願いします。 

（宮本委員） 

 健康診断は無料で受けられるのですか。 

（赤井大学戦略室長兼法人運営本部長） 

 学生は無料です。 
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（森山大学支援担当課長） 

 委員の先生方からご意見を頂戴しているように未達成になる確率が非常に高ま

るけれどもよろしいですか。 

（馬場委員長） 

 この委員会は評価を行うところですから達成しなければそれなりの評価になる

ということです。 

（森山大学支援担当課長） 

 法人としてもそれでよろしいということですね。 

（櫻木理事兼副学長） 

 健康診断に関しては、受診率を上げようということでかなり高い水準まで上が

ってきております。今も毎年少しずつ上がってきておりますけれども、そこで

90％や95％という目標を書いてしまうと逆に誤ったメッセージを学内に対して発

してしまうという議論もございました。やはり今回の結核感染のことも受けまし

て、学長の思いとして100％を目指すのだという意思表示ということでございま

す。 

（馬場委員長） 

 別に文句を言っているわけではなく、心配をしているだけなのでこれでよろし

いでしょうか。色々とありがとうございました。 

 そうしましたら今、法人から説明がありまして、こちらからご指摘させていた

だきましたので対応についてよろしくお願いしたいと思います。 

 法人からのご説明についてはこれでよろしいと思いますので、認可を行う大阪

市としてはどういう対応ができるのか方向だけお願いできますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 ただいまの議論で一番時間を割いていただきました、社会連携態勢の整備に関

するところにつきましては、拝聴しておりましたところ、現在の計画案では産学

官連携にかかる態勢整備のための計画がどこに表されているのかという点につき

まして、（１）地域貢献にも（２）産学官連携にも思いとしては入っているとい

うことはご理解賜りましたけれども、表現的には不十分ではないかというご指摘、

ご意見だったかと存じます。それがために本日これほどご議論いただくような状

況になったと存じます。また、市としても地域貢献と産学官連携のいずれにおい
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てもさらなる連携・貢献を図るためには、態勢の整備をいずれにも取り組んでい

ただきたいというのがもともとの思いでございました。その点は原案でも内包し

ているものだというのが法人の意向であれば、それを目標に対する計画というこ

とではっきり記載いただいて、見る人によって理解の違いが生まれるようなこと

がないように表現上もはっきり明記いただくように法人に対して促してまいりた

いと思います。例えば、先ほど委員長からもおっしゃっていただいたように地域

貢献については原案の３（１）でエとして出ております。項目の番号で言います

と23番になりますけれども、見出しが社会連携態勢となっておりますがこちらは

（１）地域貢献に関する記載ということであれば、地域貢献態勢の整備というこ

とになろうかと思います。そういう記載を加えていただいた上で、（２）産学官

連携の項目にも態勢の整備という文言を具体的に明記いただく考えがあるかと思

います。そういった点を市としましても法人に促すように考えてまいりたいと思

います。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございました。市大法人としてそういったご対応をお願いできます

でしょうか。 

（赤井大学戦略室長兼法人運営本部長） 

 時間がない中ですけれども、今回の議論を踏まえて、市からの指示があればそ

れに沿った形で修正のうえ再提出させていただきたいと思っております。 

（馬場委員長） 

 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

委員の皆さまは今のような形でよろしいでしょうか。そうしましたら法人には

修正して新しい案を出していただくことになりますが、この委員会としては中期

計画案について何らかの意見表明ということを市長に対して行う必要があります

ので、今のような方向での修正であれば全体としてはおおむね適当だと思います

ので、先ほどの社会連携の態勢の項目について少し文言を改める形で内容を検討

いただきたいと思います。 

市長に対する意見書の形にするうえでは私と事務局で調整させていただきます。

その上で法人の修正内容が市からの指示に沿っていれば再度評価委員会は開かず

に委員長預かりいうことにさせていただきたいと思いますのでよろしいでしょう
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か。今年度はもうすぐ終わりで年度内に認可を行う必要があるというスケジュー

ルということもございますのでご了解いただければと思います。 

 そうしましたら本日の議題は以上となりますが事務局からご連絡があればお願

いいたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 委員長におっしゃっていただいたように、あと数日を残す年度内に中期計画の

策定及び認可を行うということで、委員会の答申につきましては本日のご議論を

踏まえました意見書を事務局で取りまとめさせていただきまして、委員長にお諮

りさせていただきたいと存じます。意見書にはご指摘いただいた社会連携態勢の

整備の観点と、それから詳細な点ですが、語句の整理のところもございますので、

そちらを盛り込んだ形での意見書とさせていただきたいと思います。また、委員

の先生方には委員長と調整させていただいた上で最終確認をメールで行わせてい

ただきたいと思います。 

 本日も年度末でお忙しい中をこうしてお越しいただいている上に、さらに年度

末ぎりぎりまで調整にお手をいただく形になりますけれどもどうぞよろしくお願

いしたいと存じます。会議といたしましては、本日が今年度最終となります。こ

の場をお借りいたしまして、来年度の予定につきまして簡単にご説明申し上げた

いと存じます。 

 例年であれば前年度の業務実績評価だけとなりますが、今年度で第二期中期目

標期間が終了いたしますことから、来年度は合わせて第二期中期目標期間の業務

実績評価についてもお願いすることになります。合わせて進行していくようなこ

とを考えておりまして、いずれも例年どおりの７月から９月の期間で評価をお願

いいたしたいと存じます。 

 それから冒頭に少し触れましたとおり、昨年11月の府議会に続きまして市の議

会でも２月に法人統合の関連議案が可決されまして府大法人との統合が決定され

ました。平成31年４月に市大法人と府大法人の対等合併による新法人の設立を目

指しておりまして、新法人の設立を受けまして市大法人、府大法人が平成30年度

末をもって消滅するという形になります。評価委員会につきましては法人ごとに

設置される審議会になりますので、市大法人が消滅する平成30年度末をもって本

委員会は廃止予定となります。 
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 新法人の設立は今申し上げました平成31年４月の予定ではございますけれども、

設立前から準備作業がございますので、新法人の評価委員会につきましては平成

30年４月に設置を予定しております。来年度１年間につきましては、市大におき

ましてはこの現行の評価委員会と、新法人の評価委員会が併存するという形にな

ります。新法人の評価委員会では平成31年４月からの新法人のスタートに向けて

中期目標と中期計画等についてご意見をいただく場になります。新法人の委員会

も現行の市大法人の委員会と同じ７名体制で予定しております。継続性の観点も

ございますので、新法人の評価委員会もお願いする委員の方も出てこようかと存

じます。その折には何とぞ引続きお力添えいただきたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 今年度につきましては、通常の業務実績評価だけではなく、本日ご議論いただ

きましたように第三期中期目標、中期計画のご審議。それから第二期が終わるの

が今年度末ということで、第二期中期目標期間の終了時の検討も夏に行っていた

だきました。それから来年度は第二期中期目標期間の実績評価をお願いしたいと

は申し上げましたが、その評価の方法についても先行して検討いただきました。

また何より夏には法人統合に向けた新設合併の協議についてのご審議も頂戴いた

しました。今、申し上げただけでも多数の案件についてお願いをいたしまして、

また法人統合については議会の議論動向と相まったところもあり、委員の皆様には例

年にない多大なるご負担をおかけしたと存じます。それにも関わりませず、いず

れの案件におきましても、まず市立大学・市大法人が円滑で効果的な運営ができ

るのかという視点でもって真摯にご意見を賜りまして大変ありがたく存じており

ます。今後平成31年４月の法人統合、それからその先に控えます大学統合に向け

た検討が本格化していき法人にとっても大きな動きになってこようかと思われま

す。委員の先生方にはより一層市大法人及び市がよりよい方向に向かって進んで

いけるよう忌憚のないご意見を引き続き頂戴してご指南いただけたらと考えてお

ります。今年度はどうもありがとうございました。そして来年度もどうぞ引き続

きよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長） 

 どうもありがとうございました。非常に複雑な状況になっていますが、この委

員会は来年度は平成29年度の実績評価と第二期中期目標６年間の実績評価、この
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二つが議題となりますのでよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとう

ございました。 

 

 

 


