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要望アンケートへのご協力 

ありがとうございました！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この度は要望アンケートへのご協力ありがとうございま

した。みなさんのおかげで貴重なご意見を多数集めるこ

とができました。 

これから学生自治会は、みなさんの要望が実現するよ

う努めていきたいと思います。 

過去にはこんなことが実現しています！ 

・授業料減免制度の審査基準の一部見直し 

・各講義室、図書館のクーラーの設置 

・図書館の開館時間の延長 

・食堂の増改築                など 

① 要望は「要望書案」になります 

  要望アンケートなどで集められた要望をもとに、「要望書案」を作成します。また、要望内

容の裏付けとなる調査結果などの補足資料を掲載した「要望書資料」も合わせて作成しま

す。 

要望アンケートの行き先は？ 

② 要望書案をみなさんに審議していただきます 

 作成した要望書案は、その内容が本当にみなさんの実情に沿ったものであるのか

を、「後期自治委員会総会」で判断してもらいます。そして、みなさんの承認を得ら

れたものが「要望書」となります。 

③ 大学に要望書の提出・説明をします 

     学生自治会では、大学に対して要望書説明会を行います。そこで、学生の代表とし

て要望書を提出し、学生からの意見・要望を大学へ伝えます。その際、要望書資料も

合わせて提出することで、より詳細な学生の要望や実情を伝えます。 

 

学生自治会では、このような活動を通し、要望の実現を目指しています 
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要望アンケート 

要望書案・要望書資料 

要望書案提議 

要望書 

要望書説明会 

2013年度後期自治委員総会開催！ 
 本年度の後期自治委員会総会は、12月5日（木）に、B１棟2階東大教室で開

催します。開場は17時 55分となります。 

 この総会に出席していただいた学生のみなさんに要望書案が学生の実情に沿っているか、

判断していただきます。 

 また、そのほかにも学生生活にかかわることをみなさんに審議していただきます。詳しくは

次のページに書かれていますので、そちらをご覧ください。 

後
期
自
治
委
員
会
総
会
で

提
議
さ
れ
ま
す 

大
学
に
要
望
の
実
現
を
訴
え
ま
す 

来てね！ 

ＧＯ! 
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後期自治委員会総会 

学生自治会では「学生とともによりよい学生生活を実現する」ことを目的

に活動しています。しかし、自治会役員だけで意見を出しても、それが実際

に学生のためになっているかどうか分かりません。 

そのため、私たち学生自治会の活動が本当に学生のためになっているかど

うかを判断してもらう場が必要となります。そのための場が自治委員会総会

です。よりよい学生生活を実現するためにみなさんの意見をどうぞお聞かせ

ください。 

NO.1 決議案提議 

決議案とは学生自治会が 2013 年度前期自

治委員会総会からの半期の間に行った活

動の報告と次の前期自治委員会総会まで

の活動方針を示したものです。決議案提議

では学生のみなさんに決議案を示します。 

NO.2 要望書案提議 

要望アンケートや意見箱、ウェブサイト

の掲示板などに集まった学生の要望をも

とに作った要望書案を提議します。そし

て承認されたものが要望書となり、大学

に提出します。 

総会の 

内容 

開催日   12月 5日(木) 

開場時刻  17時 55分 

場所     B1棟 東大教室 
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 NO.3 中間会計報告 

前期自治委員会総会からこれまでの半期

の間に、学生自治会がみなさんからお預

かりした自治会費の使途を報告します。 

NO.4 会計監査報告 

2013年度の前期自治委員会総会から半

期の自治会費の使途に、不明確な点や不

正がないか会計監査委員が事前に監査

した結果を報告します。会計監査委員は

前期自治委員会総会で選出されており、

自治会員２名、中央執行委員１名で構成

されています。 

NO.6 所属・学年ごとの話し合い 

これまでの報告を受けて、各所属の学年

ごとに話し合ってもらい、意見をまとめ

てもらいます。採決に参加できるのは代

議員だけですので、この話し合いで評議

員の方の意見を反映できるようにしま

す。 

 NO.5 質問回答および質疑応答 

学生のみなさんにより深く理解していた

だいたうえで採決を行うため、各案に対

する不明な点や質問を出してもらい、そ

れについて学生自治会が回答いたしま

す。 

NO.7 採決 

提議した各案について、議決権を持つ代

議員の意思を示していただきます。  

今回は決議案と要望書案について採決

をとります。代議員の方は賛成、反対、

保留のいずれかを示していただきます。

可決されれば決議、要望書となります。 

NO.8 次期選挙管理委員選出 

自治委員会総会で行われる選挙が公平に

行われるよう、選挙管理委員の選出を行

います。公平を期すために選挙管理委員

は自治会員役員以外から募集します。 
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活動報告 

学生自治会はよりよい学生生活のために、さまざまな活動を行っています。 

ここでは、どのような活動を行っているのかを紹介します。 

要望書について 

(1)要望アンケートの実施 

9月26日から11月15日にかけて、中百

舌鳥キャンパスおよびりんくうキャンパスの

学生を対象に、学生生活に関する要望ア

ンケートを実施しました。また、インターネ

ット上でも、同様のアンケートに回答できる

ページを設置しました。 
 

(2)要望書案の作成 

要望アンケートや意見箱などに寄せら

れた要望・意見をもとに、要望書案を作成

しました。また、要望内容の補足や裏付け

となる調査結果、問題に対する改善案な

どを掲載した要望書資料も合わせて作成

しました。 
 

先日のアンケートへのご協力ありがとう

ございました。このアンケートをもとに作成

された要望書案は2013年度後期自治総

会で提議されます。 

みなさんが回答したアンケートがどのよ

うな要望書となるのか見届けたい方は、

12月5日（木）の後期自治委員会総会にお

越しください。 

情報収集・情報宣伝 

(1)学生の意見や大学の情報の収集 

意見箱やアンケートなどの情報収集手

段を活用し、学生の要望・意見を収集しま

した。また、寄せられた要望・意見は学生

自治会の活動の参考にするとともに、必要

に応じて大学など関係各所に伝えました。

また、学生自治会からの回答は、意見箱

横の掲示、『NASCA』、ウェブサイトに掲載

しました。 
 

(2)学生生活に関わる情報の宣伝 

『NASCA』やウェブサイトなどの情報宣

伝手段で、大学や学生自治会の情報を発

信しました。また、8月下旬より、『Twitter』

を活用した情報宣伝を開始しました。 
 

学生自治会公式『Twitter』 

@opu_zichikai 
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学域・学類制の導入について 

学域・学類制の導入に伴い、学域・学類生および学部・学科生に不都合が生じていない

か確認を行いました。その結果、以下の不都合が生じていることが確認されましたため、奥

野武俊学長および前川寛和副学長とそれぞれ話し合いを行いました。その結果、以下の

回答を得られました。 
 

・現代システム科学域の学生が進学するための大学院が整備されていない。 

→6月27日奥野学長からの回答 

現代システム科学域の大学院は、早急に整備する義務があると認識している。 

 
 

・一部の学類では3年次以降の時間割が不明であり、長期的な履修計画を立てることが困

難である。 

→6月25日前川副学長からの回答 

担当される教員の都合があるため、今すぐに公開することはできないが、できるだけ

早く公開できるようにしたい。 

 
 

・応用生命科学類では、1年次の必修科目の単位を修得していることが、各課程の実験科

目を受講するための条件になっているため、万が一必要な単位を修得できなかった場

合、1年次の時点で、留年が確定してしまう可能性がある。 

→11月14日前川副学長からの回答 

まだ、学域・学類制の第1期生が卒業していないため、今すぐにカリキュラムを変更す

ることはできない。しかし、課程配属に必要な科目の内、クラス分けを行っている科目

では、成績評価の方法によって不公平が生じないよう、善処していきたい。 

 
 

・物質化学系学類では、出席番号によって授業のクラスが前期と後期に分けられているた

め、受講できる科目に大きな差がある。 

→11月14日前川副学長からの回答 

現在は設備の大きさの都合上、クラス分けを行っている。今後、各科目を担当される

先生方と検討を行い、学生に不公平が生じないように改善していきたい。 

 

 



7 

 

府大と市大の統合について 

府大と市大の統合に関して、大阪府や大阪市などのウェブサイトを通じて情報収集を行

いました。また、情報収集にて得られた情報は『NASCA』や『Twitter』を活用し、学生に対し

て発信しました。 

また、6月上旬から7月下旬にかけて、『府大と市大の統合に関してのアンケート』を実施

しました。このアンケートの集計結果は、A6棟横学生自治会掲示板に掲示するとともに、8

月12日に奥野武俊学長に提出し、「府大と市大の統合」を含めた大学改革に際して、この

アンケートに寄せられた学生の要望・意見を参考にするよう伝えました。 

『府大と市大の統合に関してのアンケート』にて、「統合に関する議論が行われていること

は知っているが、具体的な内容については知らない」などの回答が多く寄せられました。そ

こで、『NASCA vol.38』にて、大阪府・大阪市・府大・市大によって公開されていた情報（平

成25年8月27日時点）をまとめた記事を掲載し、学生に対して統合に関する情報の発信を

行いました。 

また、第2期中期計画をはじめとした大学の運営計画は、府大と市大の統合に関する

議論の一環としての計画自体の見直しが行われ、注視すべき点がいくつもあります。

これらの計画について注視し、学生に情報の発信をしました。統合による計画見直し

について、奥野武俊学長に確認を行ったところ、「予定されている統合までに、府大

に入学した学生については、現在の中期目標と中期計画が適用される」との回答が

得られました。 

府市大統合についての情報が発信されているウェブサイト 

大阪府／大阪府市新大学構想会議 

http://www.pref.osaka.jp/shigaku/kousoukaigi/ 

大阪市市政 大阪府市新大学構想会議 

http://www.city.osaka.lg.jp/keizaisenryaku/page/0000195825.html 

大阪市立大学との統合について｜大阪府立大学 

http://www.osakafu-u.ac.jp/info/integration/integration.html 

大学統合について — 大阪市立大学 

http://www.osaka-cu.ac.jp/ja/about/corporation/integration 
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立て看板管理局 

(1)立て看板の管理・運用 

立て看板は使い方を間違えれば重大な

事故につながる危険性があります。それを

防ぐため、強風時などには立て看板を倒

し、立て看板の利用方法に関して問題の

ある利用団体に対して利用方法の指導を

行いました。 
 

(2)立て看板の管理団体に対する講習会 

立て看板の管理団体（学生自治会、友

好祭実行委員会、白鷺祭実行委員会）に

対して、9月から10月にかけて立て看板の

取り扱い方法に関する講習会を実施しま

した。 
 

(3)老朽化の進んだ立て看板の修理 

7月5日に立て看板の一斉点検を行い、

老朽化が特に激しかった立て看板29枚を

8月23日と9月13日に修理しました。 
 

(4)白鷺祭本祭典中の管理体制の強化 

白鷺祭本祭典中は、見回り回数を増や

すことで立て看板の管理体制を強化しまし

た。立て看板の近くで活動している人への

注意喚起なども行いました。 

また、立て看板の設置場所近くで開催

されたフリーマーケットの出店者に対

しては、事前に注意喚起のビラ配布も行

いました。 

その他の活動 

(1)りんくうキャンパスの活動 

りんくうキャンパスにおいても、意見箱の

設置や『NASCA』の配布によって、情報収

集・情報宣伝を行いました。 
 

(2)ステージ管理委員会 

ステージの安全な管理・運用のため、月

に一度、定例会を行い、話し合いをしまし

た。また、管理局が中心となり、ステージの

監視・保護およびステージの利用団体に

対しての注意喚起などの管理業務を行い

ました。 
 

(3)第40回七夕祭実行委員会への協力 

第40回七夕祭実行委員会へ、活動場

所の提供や、実行委員として学生自治会

役員の参加などの協力を行いました。 
 

(4)学生センターとの話し合い 

学生団体連絡会議の構成団体として月

に一度、大学と学生がお互いの実情を把

握できるように、学生センターとの話し合い

を行いました。 
 

(5)大型PA再購入実行委員会 

月に一度、定例会を開き、第4期再購入

を円滑に行えるように調整しました。また、

『大型PA再購入実行委員会規約』の見直

しと改定に関する検討も行いました。 
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 立て看板の危険性について 
 

なんて大きいんだ！ 

 立て看板は有効な情報宣伝手段です。しかし、立て看板はその
大きさのため、万が一事故が起こった場合とても危険なものとなりま
す。悪天候の際は学生自治会が立て看板を倒すことがあります。し
かし、天候が良い日でも危険性を秘めている事は変わりません。 

大きな事故につながりかねないため、立て看板には不用
意に近づいたり、悪戯したりしないようにお願いします。 
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意見箱回答 
※寄せられた意見は原文をそのまま掲載しています。 

 

匿名の方からの意見 

自販機ウラに大量のハチがいます。駆除をお願いします。 

回答：このような意見があったことを大学および自動販売機の設置者である生協に伝えました。ま

た、お手数ですが、「いつ、どこの自動販売機の裏に蜂がいたのか」を書いて再度投函してい

ただけるとありがたいです。 

生命環境科学部獣医学科 6回生の方からの意見 

ラーニングコモンズとして、一部屋解放してくださった事は、大変ありがたいのですが、少し狭す

ぎます。狭すぎて入りづらいです。 

また、長期休暇中も 5、6回生は通学しているので、昼食を食べる場所が欲しいです。 

現在は食堂の電気代は別なので、エアコンはかけてはいけないということで、夏場はとても暑いで

す。食堂のエアコンや電気を使ってもいいように変えてほしいです。この要望は何年たっても出る

と思います。配線の都合等、私にはわかりませんが、解決法はあるのではないでしょうか。 

どうにか、りんくうキャンパス移転をうらめしく思わないですむ学生生活をおくらせてください。

よろしくおねがいします。 

回答：このような意見があったことを大学に伝えました。  

生命環境科学部獣医学科の方からの意見 

りんくうキャンパスのパソコン印刷の紙をわらばんしから元の白い紙に戻して欲しい。ただでさえ

コピー数がたりないのに、わらばんしではすぐに紙づまりを起こして、ムダな印刷が増える。両面

コピーにすると紙づまりが 10枚に 1枚は起きる。なかもずは白いのにどうして？ 

回答：このような意見があった事を大学に伝えました。また、印刷上限枚数についてですが、中百

舌鳥キャンパスでは C5 棟 3 階ヘルプデスクで、りんくうキャンパスではりんくうキャンパ

ス事務所(学生・教務担当)で、それぞれ所定の手続きを行えば、増やすことが可能です。  

生命環境科学域獣医学類 2回生の方からの意見 

貸し出しのバスケットボールなのですが、ゴムのでいいので女子用の 6号もあるとうれしいです。 

回答：このような意見があったことを大学に伝えました。 

 



 

 

日程：12月 5日（木） 

開場：17時 55分 

開会：18時 25分 

会場：B1棟 2階 東大教室 
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TEL      :   072-257-4301（内線 2745） 
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乱丁・落丁はお取替えします。 

お手数ですが、B12 棟 2 階学生自治会室までお越しください。 

 

自治会 web サイト 

自治会のこれまでの活動内容に疑問を感じている人、 

 これからはこういう活動をしてほしいと 

                 考えている人や 

、 

 

その他自治会について興味のある人 

Check!  

 


