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銀杏と銀輪と

Hijichoは、大阪市立大学新聞の発行のみならず、ニュースサイト
「Hijicho Web」(http://hijicho.com) も運営しています。
Hijicho Webでは、記事を随時更新しているので、リアルタイム
な情報を得ることが可能です。本紙の一部の記事は、その全文を
掲載しておりませんが、Hijicho Webにアクセスしていただく
と、全文を読むことができます。
皆さん、ぜひとも「Hijicho Web」もあわせてご利用ください。

銀杏祭フォトレポート
市大放題～やっちゃってよかったっす！▶05面



「公立大学法人」の仕組み～大阪市と市大～
　まず、そもそも公立大学法人がどういう仕組み
なのかを確認する。私立大学は学費によって運営
されている。一方で市大のような公立大学法人
は、府や市 (市大なら大阪市) が設立団体となり、
学費および運営交付金 (府や市からの補助金) に
よって運営がなされている。大阪市立大学におい
ては後者が6割近くを占める。
　では設立団体である大阪市と市大はどのような
関係にあるのだろうか。まず大阪市が定款 (大学の
憲法のようなもの) を作成し、議会に提出して承認
を得る。次に公立大学法人の意見を聴いて大阪市
が中期目標 (6年) の原案を作成し、それを議会に
提出し、承認を得る。大学は、この中期目標を達
成するための、中期計画を作成し、市長の認可を
得る。それに基づき市が中期目標を作成し、議会
で認可を得る。つまり市が教育プラン目標を設計
し、大学は計画を策定し、アクションを起こすと
いうわけである。こういった公立大学法人につい
て規定しているのが「地方独立行政法人法」(以
下、地独法) である。地独法について詳しく知りた
い方は以下のＵＲＬを参照していただきたい。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/
H15HO118.html　（地方独立行政法人法）

新大学構想会議
　昨年12月に大阪市長となった橋下徹氏は、大阪
府と大阪市の二重行政の解消のために、府市統合
をマニフェストの一つとして掲げている。その構
想を実現するために、2011年12月27日に設立さ
れたのが「大阪府市統合本部」(統合本部) であ
る。府市大統合構想はその中の一つにあたる。大
学は教育機関であり、行政機関とは異なるという
観点から、二重行政ではないという見解に対し、
橋下市長は広義には大学も二重行政にあたるとし
ている。
　そして統合本部は、以下2つの背景から、2012
年6月に「新大学構想会議」(以下、構想会議) を設
置した。

　構想会議は外部有識者6名からなる組織で、大阪
における公立大学の使命を明確にするとともに将
来ビジョンを取りまとめ、統合本部に提言を求め
ている。
　その検討の視点として例えば以下のような案が
持ち上がっている。

　また統合といってもその形は1つではなく、例え
ば次のような形が考えられる。

　どのような統合の形になるかは定かではない
が、府市大統合が実現すれば学生総数として、公立
大学では全国最大規模となる。（国立大学では神
戸大学並み）。

統合までの流れ～構想会議の位置づけ～
　では構想会議のヴィジョンはどのように実現へと
向かっていくのか。大まかな流れは以下のとおりで
ある。

　しかし現在この構想会議は活動を停止している。
なぜならば、この構想会議が条例等に基づいて設置
されていないためである。年内の活動の再開を目指
している。
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進む府市大統合構想　
～法改正の実現が鍵～

大阪市立大学 (以下、市大) と大阪府立大学 (以下、府大) の統合の話が持ち上がってから随分と経つ。統合
の話はどこまで進んだのだろうか。今回はそんな府市大統合構想の進捗状況を見ていきたい。
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・世界的な都市間競争に打ち勝つ「強い大阪」を
実現する成長戦略において、都市の重要な知的イ
ンフラである『大学』の活用は不可欠である
・大阪にある二つの公立大学 (府大・市大) を合わ
せれば全国最大規模の公立大学となり、両大学が
これまで培ってきたポテンシャルを十分に生かす
ことが大切

・大阪の成長戦略への貢献
・公立大学らしさの追求 (自治体との連携、大阪
の教育行政への貢献、実践的研究の推進、など)
・両大学が培ってきた伝統と蓄積の活用
・学部再編などの抜本的な見直し

・法人統合…2つの大学を1つの法人が運営する 
(1法人2大学) 。
・大学統合…2つの大学を1つの大学に統合する。
・阪急阪神百貨店のような例…会社は1つだが2つ
のブランドを所有するという場合。

1.構想会議でヴィジョンを作成
2.大阪府市に提出
3.パブリックコメントを集める
4.議会に提出
5.可決・成立
6.大学に報告



　また、そもそもこの統合構想には法改正 (地独法) 
が前提となっていることも課題である。というのも
この府市大統合構想は、あくまで大阪都ができるこ
とを前提としているからである。すなわち、仮に今
の大阪府・市が存続したまま大学だけが統合する場
合、「大阪都」が存在しないため、設立団体として
は共同で事務組合のようなものをつくらない限り
は、府もしくは市のどちらかでなければならない。

統合の方向で話は進んでいる
　ここまで、府市大統合の話の概要から現状に至る
までを話してきた。ここで、そもそも統合について市
大はどのような考えで臨んでいるのかを確認しよう。
　結論から言えば、市大は統合について前向きな姿勢
を示してる。なぜなら市大自身の重点戦略や将来
像・理念と、府市大統合におけるヴィジョンが、
多くの面でつながっているからである。それは例えば、
「地域社会ひいては国際社会の発展に寄与する、市
民の誇りとなる大学」、「高度な教育や先進的で卓
越した研究を推進し、積極的に入学したい大学とし
て選ばれ、社会が求める人材育成の成果が見られる
大学」などである。
　このようなヴィジョンの一致という理由から市大
は統合について前向きな姿勢であり、統合実現の方
向に向けて話が進んでいるというわけである。

統合による影響は？
　ここからは統合に伴いどのような影響が出てくる
のかについて検討を進める。ただし先程も述べたよ
うに統合の形がどうなるかは不明である。

①学生への影響
　まずは在学生への影響を考える。結論からいえ
ば、学業面においては学生への影響はない。という
のも、大学教育というのは皆さんが入学した当時の
シラバスにのっとって進めなくてはならないからで
ある。つまり、統合によってカリキュラムが変わるこ
とはないのである。市大生として入学した方は市大
生として卒業し、府大生として入学した学生は府大生
として卒業する。都大学生 (仮) として入学した学生
は都大学生として卒業するのである。市大生や府大
生として入学したのに、都大学生として卒業すること
はないというわけだ。
　学生への影響について、サークルや部活動の面か
らも考えることができる。こちらは学生が主体と
なって考えていくことになるのではないかと考えられ
ている。同様に四者協といった組織についても、学
生自身が考えていくことになるのではないか。

②教員への影響
次に教員への影響はどうだろうか。教員は、府大と市
大でそれぞれ専門とするところが異なる場合は影響が
少ないと考えられる。問題となるのは専門分野が重
なった場合である。ただ現段階では具体的にどうなる
かは明言できない。同じことは学部編成にも言うこと
ができる。例えば工学部は市大と府大の両方に存在す
るが、市大では土木や建築など都市研究、府大では宇
宙工学や海洋・航空など、その研究領域は異なる。そ
れが統合によりどのようになるかは現段階では不明
だ。

③職員への影響
職員への影響も考えられる。これも同様に明言はでき
ないが、例えば市大でいえば学生支援課といった部署
には影響がないかもしれないが、法人統合になるとす
ると、法人部門に所属している職員については影響が
出るかもしれない。

終わりに
　Hijicho大阪市大新聞10月号において、2016年の大
阪都大学開校の旨の記事を掲載したが、今回の取材か
ら2016年にそれが実現するか否かは分からないこと
が分かった。ただ、府市大統合という話自体は統合す
るという方向で話が進んでいることは事実である。そ
して学生の皆さんには学業面での影響がないというこ
とを知っておいてもらいたい。
　ただ、それ以外の具体的な内容、すなわち統合の形
や、その影響といったことについては詳細は今のとこ
ろ不明だ。現在活動が停止している構想会議が年内に
動き出したとき、再び統合についての具体的な話し合
いが進むこととなるだろう。

橋本啓佑 (Hijicho)
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Hijichoからのお知らせ
　大阪府市大統合問題について関心を持っている市大
生の方々へ。埋没気味のこの議題、これからどうなっ
ていくのかを当事者として話し合いませんか？ 興味
のある方、詳細を聞きたいという方は、Hijichoの
メールアドレス (hijicho@gmail.com) または、
HijicnoのTwitterアカウント (https://twitter.com/
hijicho) にリプライもしくはDMでご連絡ください。
　また、2012年11月13日(火)9:30～10:30頃(予定)、
学生による「府市大統合を考える会」が開かれます。
現在メンバーは5人です。メンバーを募集中ですの
で、興味のある方・参加したいという方は同じく上記
の連絡先にご連絡ください。時間については変更も可
能ですので、よろしければ都合のよい時間帯もご連絡
ください。



マズローの欲求階層説とは
　人間を突き動かす欲求は、大まかに分けると5つ
のカテゴリーに分類され、下の段階の欲求が満た
されてはじめて、上の欲求が顔を出してくる。̶
という説を「マズローの欲求階層説」という。
アメリカ合衆国の心理学者・アブラハム・マズ
ローが理論化した。あくまで“説”であり、自然の
摂理ではない。

　マズローの欲求階層説のポイントは、上述のよう
に5つの欲求に階層が形成されていることだ。低次
の欲求が満たされると、より上位の欲求が強くな
り、それが自身を動かす最重要要因になるという。

人間とて生物であるので、生理的に満たす必要の
ある欲求、例えば、お腹が減ったから食べ物を食
べる、睡眠不足だから眠るということなしには、
次の段階の安全への欲求も姿を現さない。危険を
感じずにやっていけると実感できてはじめて、人を
愛する、愛されたい、仲間になりたいという欲求
が顕在化する。このような所属の欲求が満たされ
れば、今度は自尊心やプライドを満足させたいと
思うようになる。そして最後に自己実現欲求が顔
を出す。
　最後の自己実現欲求は、自分の可能性をとこと
ん追求して、自分らしい生き方をしたいという欲求
だ。マズローによれば、この欲求は人間にとって
最高の地位にある欲求であり、外部から与えられ
るものではなく、自己の内面から生じるものだと
いう。また、自己実現欲求は満たされ尽くすこと
がなく、自己の成長のために常に高みに登ってい
くというイメージがある。

中野寛之 (Hijicho)
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マズローの欲求階層説

「飛辞書 ～文理を越えるその言葉～」は、あなたの学科だけで使われているような特殊な言葉を取り上げ、
分かりやすく説明していくコーナーである。「特定の学問分野だけで使われている言葉が、その分野を飛び越
え、みなさんの知識になる」をコンセプトにしている。今回は主に発達心理学、経営学で登場する「マズロー
の欲求階層説」をとりあげる。

画像＝マズローの欲求階層説 (中野作成)

① 生理的欲求…お腹が空いたから何か食べた
   いとか、疲れたから寝たいという欲求。
② 安全・安定の欲求…より安全な状況を求め、混
　 沌とした状態から逃れたいという欲求。
③ 愛と所属の欲求…集団に属し、友情や愛情を求
　 める欲求。
④ 承認・尊厳の欲求…他者から承認されて尊敬さ
　 れたい、自身に対して尊厳を持ちたいという欲求。
⑤ 自己実現欲求…自己の成長、潜在能力の実現を
　 求める欲求。

参考文献
野田稔著『組織論再入門』(ダイヤモンド社)
金井壽宏著『働くみんなのモティベーション論』
(NTT出版)

飛辞書を寄稿しませんか？
　「飛辞書」は、あなたの学科だけで使われて
いるような特殊な言葉を取り上げ、分かりやす
く説明していくコーナーです。辞書のように多く
の用語をとりそろえたいと考えています。
　寄稿をお考えの方は、Hijichoまでお問い合わ
せください。

大阪市立大学新聞 Hijicho お問い合わせフォーム
http://hijicho.com/?page_id=330
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夢を語ろう
学生時代に力を入れた事は？
　ドリームプランプレゼンテーション（以下ドリプ
ラ）です。ドリプラは、ムービーを使ったプレゼン
によって、夢を共有し合うイベントであり、「感動
と共感の体感型プレゼンテーション」とよく表現さ
れます。ここでは、その人が描いた「夢」が叶った
後の世界というものを、10分間のムービーにして共
有しながらプレゼンを行います。ここで大切なこと
は、実際にその事業がうまくいくかどうかは二の次
であるという点です。具体的な事業計画書は作成し
ますが、その実現性よりもそれが人にどんな影響を
与えるのかを重視しており、そこが一般的なビジネ
スコンテストと大きく異なる点ですね。ドリプラ
は、ある企業が行なっていた人材育成プログラムか
ら2007年に派生し、現在は各地で行われています。
本来社会人向けのものなので、学生が全てを執り仕
切っているドリプラ、通称学生ドリプラは実は僕が
やっているものが唯一なんです。夢を見ることなら
大学生の方が熱いんじゃないか、そんな思いから学
生ドリプラを立ち上げました。毎年実行委員を募集
して、プレゼンターと共に準備し、9月にイベントを
開催します。今は次の2013年度の実行委員を募集し
ています。1000人規模という大きなイベントの全て
を、学生だけで約9カ月に渡って準備し、開催すると
いう経験はここでしかできないものだと思います
し、物事に取り組む時の姿勢や考え方といったマイ
ンドの部分を勉強できるのでとてもお勧めですよ。
新田さん自身の夢は？
　今は夢を語ると煙たがられたり、否定されたりし
てしまいますが、それは非常にもったいないこと。
それをなんとか変えたいです。ドリプラをインフラ
に。「夢を語る」ということがもっと当たり前の環
境になって、夢を描いた人を後押しできるような環
境を作れたら最高だと思います。

オフの過ごし方
趣味はなんですか？
　バイクでのツーリングです。Vツインマグナム 
(HONDA) という、もう日本での生産は中止になっ
ているバイクです。昔から欲しくて、一回生の時に
80万で買いました。ツーリングで北海道も四国も一
周しました。メインの目的は現地の食べ物です。一
番良かったのは夏の北海道ですね。道はまっすぐ

で、信号も少ないし、涼しいし。その中でも函館や
札幌がよかったです。朝市で取れたての魚介類もお
いしいし、ジンギスカンもビールもあるし。大体月

一回くらいの頻度でツーリングしていて、先週も琵
琶湖を一周してきました。
ツーリング以外に、休日は何をしていますか？
　主に読書をしています。ジャンル問わず、おもしろ
そうな本を見つけたらメモしておいて、本屋に行っ
た時に買います。何回も刷り直されている本はよく
選ぶし、同じような本がいっぱい出ている時は、そ
の考え方の源流の本を探して読みます。大学生向け
の本でお勧めは、佐々木直彦の『プロデュース能
力』。いかに自分をプロデュースするかについて書
かれているので、役に立つと思います。テレビはお
笑いくらいしか見ないですね。毎週確実に見られる
わけではないので、これを見ているという番組はな
いですが。映画では社会派なものが好きです。知識
になりそうなもの、学びがあるものを見たいです。
自分のキャラをどう捉えていますか？
　じっとできないですね。やりたいことがあったらす
ぐに動いてしまうし、やらないといけないことが残っ
てしまうのがいやなんです。夏休みの宿題も始めに
やってしまうタイプです。ただその分やりたいことに
は純粋に取り組めると思っています。将来はかっこい
いおやじでいたいです。理想のおやじ像は自分の父
親。父親は僕の活動に寛容で、やりたいことに対して
文句を全く言わなかった。本当に尊敬しています。
一回生に戻ったら何がしたいですか？
　とりあえず、大学の外に目を向けたいですね。
サークルやクラブ、勉強以外の選択肢を知れば、
もっとできることもあるし、そこから自分のやりた
いことを探したいです。
20万あったら何に使いますか？
　今度ドリプラをNPO団体にする予定なので、その
ホームページの作成費用にします。
大切にしている感情は？
　「わくわく感」です。わくわくしなければ、何も
続かないし、何かをする時にわくわく感を感じれ
ば、「頑張ろう！」と思えるので。
市大生に一言。
　今ある環境を当たり前だと思わないこと。その環
境はもっとよくなる。そしてその環境はいろんな人
に支えられて成り立っているということを実感すべ
きだと思います。それと、自分自身の可能性を制限
しないこと。「できない」と諦めないで、できるよ
うになるまで続けて欲しいです。きっとできるよう
になるので。

新舎洸司 (hijicho)
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おもろい学生おりまっせ！
第2回～学生ドリプラ・新田達也～

「おもろい学生おりまっせ！」は、大阪市立大学で活動している個性溢れる大学生を取り上げ、紹介してい
くコーナーです。「大阪市大に存在する興味深い学生の素顔に迫り、大学生同士の興味・関心を誘発させる
こと」をコンセプトにしています。第2回は法学部4回生の新田達也さんに取材させていただきました。

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

学生ドリプラについて
学生ドリプラ実行委員会ブログ
(URL: http://ameblo.jp/gakusei-drepla911/) 
連絡先：gakusei.drepla.osaka@gmail.com



概要
　ポートが開設される場所は生活科学部棟前の守
衛の隣。利用時間は8:00～19:00。5台の自転車が
設置される。

料金体系

住吉区では4ヶ所
　HUBchariは、住吉区では市大の他に、地下鉄あび
こ駅前階層式駐輪場、JR我孫子町駅前のファミリー
マートあびこ駅西店、住吉区役所の計4ヶ所に設置さ
れている。地下鉄あびこ駅を利用する市大生にとって
は、便利な交通手段となるだろう。また、市大内での
過剰な自転車数や、それによって引き起こされる諸問
題の解決に繋がることも期待される。

近藤龍志 (Hijicho)
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HUBchariポート　市大に開設
大阪市立大学の川口加奈さん (経済学部4回生) らが立ち上げたNPO法人Homedoor (ホームドア) と大阪市住
吉区の恊働事業であるコミュニティサイクル「HUBchari」(ハブチャリ) のポートが10月18日(木)、大阪市立
大学に開設された。

リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

写真＝HUBchariポートの様子 (近藤写す)

画像＝HUBchariポートの地図

関連リンク先
Homedoor
ホームページ (http://www.homedoor0.com)
Twitter：@Homudokun (https://twitter.com/Homudokun)
Facebook (http://www.facebook.com/Homedoor)

HUBchari
ホームページ (http://www.hubchari.com)
Twitter：@HUBchari (https://twitter.com/HUBchari)
Facebook (http://www.facebook.com/HUBchari)

関連記事
HUBchariと行政がタッグ　住吉区に導入へ
 (http://hijicho.com/?p=7480)
市大生ら、ビジコンで最優秀賞　ホームレス支援事業 
(http://hijicho.com/?p=4617)
市大3回生、「大学生 OF THE YEAR」グランプリ 
(http://hijicho.com/?p=3955)
放置自転車対策×ホームレス支援＝HUBchari 
(http://hijicho.com/?p=2417)
寄稿連載 ◇ 自転車で紡ぐ、川口加奈物語 
(http://hijicho.com/?cat=85)
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リアルタイムな情報とお問い合わせは http://hijicho.com または http://twitter.com/hijicho/

～飲んで、笑って、歴史を感じて～
「大阪ちん電バル」

「OSAKA GARDEN 2012」
「すみよし博覧会」

住吉区はまだまだお祭りムード一色！11月も地域住民
主導の様々なイベントが開催される。今回はその中か
ら「大阪ちん電バル」、「OSAKA GARDEN 2012」、
「すみよし博覧会」の3つを紹介する。

大阪ちん電バル
11月16日 (金)、17日 (土) の二日間にわたってちんちん
電車 (阪堺電車) 沿線の姫松・塚西～我孫子道周辺で行
われるバル。

OSAKA GARDEN 2012
11月18日(日)、長居公園に「大阪をもっとごきげんな街
に! 」 をテーマに、天王寺、昭和町、西田辺、鶴ヶ丘、
長居、我孫子の各エリアから、飲食店計24店舗が集結
する。

すみよし博覧会
11月16日(金)の前夜祭から18日(日)まで3日間に渡って開
催され、会場となる住吉大社周辺を舞台に、様々なイ
ベントが行われる。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9791

住んでみてよかった街　
住吉区が第4位に

マンション大手7社が今年6月に行った「住んでみてよ
かった街」の調査で、西宮、神戸、豊中に続いて大阪市
住吉区が見事4位にランクインした。そこで、Hijichoが
これまでお世話になった区民の方数名に、住吉区の魅力
について語っていただいた。

・豊富な歴史
・大阪市内・和歌山へのアクセス良好
・公共施設が充実
・地域福祉活動が盛ん
・長い歴史で培われた人々の温かさ

あげられた魅力は以上の5点。詳しくは、Hijicho Webを
ご覧ください。

人間を破壊するブラック企業。その魔の手は就活の
段階からすでに潜んでいる。ブラック企業から身を
守るには「ブラック企業に入らない就活」も重要
だ。就活生はブラック企業かどうかを見分ける目を
養っておく必要がある。ブラック企業によろしく。
今回は「就活におけるブラック企業」というテーマ
で見ていきたい。

寄稿連載
ワシントン大学留学記 (第6回) 

～日本の若者は海外を舐めすぎている!?
海外滞在に潜む危険な罠～

この記事は松井としきさん (商学部2010年入学) か
ら寄稿していただきました。彼は2012年4月から1
年間ワシントン大学に留学しています。今回は、留
学中に直面した事例を踏まえて海外滞在で起こり
うる危険について書いていきます。

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9400

特集連載 
 ブラック企業によろしく (第2回) 
～就活におけるブラック企業～

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9475

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9787
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寄稿連載
自転車で紡ぐ、川口加奈物語 (第6回) 

～社会起業って？～

Homedoorを立ち上げて、私は「社会起業の登竜門」
と言われるところへと赴いた。そこで見たのは熱い
志とステキな事業計画を持つ人達。レベルが高すぎ
てついていけるか不安になった。そんな中、あるひと
言がきっかけで私の行動に変化が訪れる。「あなた
は社会に良さそうなことをしたいんですか？それと
も、社会を変えたいんですか？」

記事の全文はHijicho Webをご覧ください。
URL：http://hijicho.com/?p=9838


