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平成22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22年９月30日（木）９時30分～11時30分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第10共通会議室 

出席者： 

【委 員】（五十音順） 

松岡委員長、種田委員、岡野委員、音田委員、片山委員、楠本委員、堀委員 

【大阪市】 

村上総務局長、上田行政部長、山内大学支援担当課長、折原総務担当課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

赤井法人運営本部経営戦略担当課長、田口法人運営本部経営管理担当課長、 

川上医学部・附属病院運営本部庶務課長、柄池医学部・附属病院運営本部経営企画課長 

 

○開会 

（上田行政部長） 

おはようございます。 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。 

ただいまから、平成22年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会を開催させていただき

たいと思います。松岡委員長、議事進行よろしくお願いします。 

 

（松岡委員長） 

それでは始めます。本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

本日の評価委員会でご議論いただく議題は４つありますが、おおきくは３つでございま

す。１つ目は、この前からご議論いただいております、年度評価結果と事前評価結果を確

定するという議題です。 

２つ目は、資料は既にお渡ししておりますが、平成21年度財務諸表と、剰余金の繰越に

ついて、評価委員会として意見具申する必要がございますので、議題２、３で財政的な面

をご議論いただきます。 

３つ目が、今後の評価委員会のスケジュール（案）でございます。本日で、事前評価と

年度評価はほぼ確定したいと思いますが、まだ、今年度はこれで終わりではありませんで、

今年度から来年度にかけて、次期中期目標の策定に向けたスケジュールについて、議題と

して取り扱います。 

 

それでは、一つ目の議題に入らせていただきます。 

評価結果（案）につきましては、今年度は、例年の年度評価に加えて、事前評価も行う

という事になっていましたので、これまで評価委員会に加えて、４回の作業部会を開催し

まして、相当程度議論を深めることができたのではないか、と思います。できれば、本日

の評価委員会で評価結果を確定しまして、少しの修正であれば、事務局と調整させて頂き

たいと思います。基本的には、今日で決めたいと思っております。 

その後、結果を法人に通知し、10月上旬頃には市長に評価委員会としての報告をしたい
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と考えております。 

まずは、この間の作業部会、特に９月８日に開催しました作業部会での議論、そしてそ

の後の委員の先生方との間で行いました、文書による意見照会を踏まえた評価結果の修正

点につきまして、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

それでは、よろしくお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、21年度評価結果、事前評価結果の修正点をご説明いたします。 

この間委員の皆様には、作業部会においてご確認頂いた内容も含まれておりますが、改

めて簡潔に説明させていただきます。 

 

まず、年度評価の修正点について説明いたします。 

資料の本体下のページ番号で、17～18ページをご覧頂きたいと思います。年度評価結果

（案）につきまして、８月13日の評価委員会において、法人に意見照会し、提出されまし

た法人の意見と、それに対する評価委員会としての対応について、一覧にまとめておりま

す。 

法人からの意見は、より正確な表現を期するため、また、事実について正しく記載する

ための文言の修正が中心ですので、それらについては、法人の修正案を採用するものとし

て年度評価結果案も該当箇所を修正しております。 

意見の中で次の２点については、これまでの審議を踏まえて法人の意見を参考にしつつ

も審議内容を反映した表現に修正しております。 

１点目は17ページの一番下の項目でございますが、これは、「研究に関する措置」の中

で、意見・指摘事項「都市研究プラザの今後の対応、若手研究者の支援」として記載して

いる部分でございますが、「外部資金終了後の若手研究者への支援に関する」としており

ましたところ、研究者は若手とは限らないとして「若手」を削除されたいとの意見でした

が、特に若手研究者に対する支援が必要という趣旨を含めることとし、右端の欄ゴシック

で記載しております「外部資金終了後の研究者の動向について、大学として把握するよう

に努めるとともに、特に若手研究者への支援について、大学としての対応を検討された

い。」との表現で修正しております。 

２点目は18ページの上から２項目めですが、「社会貢献に関する措置」の中で意見・指

摘事項「学術情報総合センターのさらなる活用」として記載している部分につきまして、

図書市民利用制度の目的の範囲内ではあるものの、これまでその有効活用を検討し、一定

の取組を実施してきたことについての意見がございました。評価委員会でのご議論でもご

ざいましたが、図書館の利用促進に関して、制度の有効性もさることながら、市民利用者

という視点からは、やや専門的なホームページの検索機能を改良すべきではないか、など、

制度構築以外にも中期目標・計画の趣旨を達成するための取り組みはまだまだあるのでは

ないか、というご意見を踏まえまして「非常にすぐれた施設や機能を有しており、そのア

ピール方法にさらなる改善を行って市民利用の促進につとめられたい。」との表現で本文

を修正しております。 

次に、委員の皆様からいただいた追加・修正意見についても、評価結果に反映しており

ますので、軽易な文言修正を除き、ご説明申しあげます。 
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資料３ページをご覧ください。８月13日の評価委員会では委員会として大学に赴き、理

事長兼学長から法人としての考えを聴取したことを事前評価結果の記載に合わせて前文に

記載を追加しております。 

資料６ページをご覧ください。市立大学そのものの表記方法が統一されておらず、また

「市大」という省略した表記ではなく正式な名称とすべきとの指摘に基づき、「大阪市立

大学」に統一いたしました。 

資料７ページ履修証明制度に関する意見指摘事項については事前評価結果の改善を要す

る点に記載したため年度評価から削除したものです。 

資料９ページ特別研究経費の財源確保に関する意見指摘事項は、８月13日の意見聴取に

おいて特別研究費のあり方について聴取した内容をもとに修正いたしました。 

都市研究プラザの今後の対応に関する意見指摘事項については、都市研究プラザが市立

大学の特筆すべき事業であり、ＣＯＥ終了後の対応を検討されたいという趣旨が明確にな

るようとの指摘を受け修正いたしました。 

10ページをご覧ください。公開講座の充実を含む、大学としての地域貢献のあり方の確

立に関する意見指摘事項については、８月13日の意見聴取を踏まえて、社会人教育も含め

た検討をすすめられるよう、修正いたしました。 

市政へのシンクタンク機能の強化に関する意見指摘事項については８月13日の都市研究

プラザに関するの意見聴取の内容をもとに修正しました。 

資料12ページをご覧ください。ページ下のほうの「はばたけ夢基金」の活用充実に関す

る意見指摘事項については、８月13日に大学からいただいた意見をもとに修正しました。 

資料14ページをご覧ください。広報の充実に関する意見指摘事項ついては丁寧な表現を

すべきとの指摘に基づき修正したものです。 

資料15ページをご覧ください。21年度の各項目の評価でございますが、これまでの審議

において21年度計画における各項目の法人の自己評価については妥当であるとの評価をい

ただきましたので、措置ごとにおける評価結果は「21年度業務実績報告書における評価別

集計表」のとおりとなります。 

また、例年通り、年度評価結果につきましては、16ページにございます「評価結果の概

要」を作成しておりますので、併せてご確認ください。 

 

次に事前評価結果につきまして説明いたします。 

資料35～36ページをご覧ください。事前評価結果案について法人に照会した結果提出さ

れました法人の意見とそれに対する評価委員会としての対応について一覧にまとめており

ます。 

法人からの意見において、より正確な表現を期するため、また、事実について正しく記

載するための文言の修正や、表記の統一といったものについては、法人の修正案を採用す

るものとして事前評価結果案の該当箇所を修正しております。 

資料21ページをご覧ください。１つ目の下線部分は大学からの意見を受けより正確な表

現に修正した部分でございます。２つ目の下線部分は、大学から意見が出ておりますが、

法30条の趣旨を踏まえ、中期目標の期間中の評価を実施に際しては、国立大学法人の評価

手続を参考に、独自要素を加味しておりますので、その旨は残しております。 

資料22ページをご覧ください。ページなかば下の下線部は大学と、各委員からの意見を
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受け、大学の縦割り的性格の部分に関する表現を修正しております。 

下から４行目は中期計画の各項目の自己評価妥当性に関する評価の状況から「順調に進

捗している」との記載をいたしました。 

24ページをご覧ください。１行目「学士課程のあり方について」となっていることに対

し、小項目の内容に大学院の内容も含まれているため、記載を検討すべきとの指摘があり

ましたので、やや大まかな用語になってしまいますが、「教育課程のあり方」に修正いた

しました。 

24ページ下の高大連携に関する改善を要する点についての記載ですが、高大連携の自己

評価の妥当性について保留となっており、後程ご議論いただくこととなりますが、「高大

連携の評価を引き上げてはどうか」という意見をいただいている一方、初年次の高大接続、

キャリア支援の観点から改善を要するという意見もいただいていることから、高大連携に

おける成果部分を評価する記載を入れたうえでの改善点の指摘というように修正しており

ます。 

資料28ページをご覧ください。附属病院の経営安定化、医療サービスの効率化について

の改善を要する点についての指摘を追加しております。 

資料30ページをご覧ください。外部資金の確保については研究に関する措置の項目で記

載していたが、大学より、記載の金額は寄付金等も含まれているとの意見があり、財務内

容の改善に関する項目へ、記載場所を変更いたしました。 

資料32ページをご覧ください。上から４行目から、８月13日の評価委員会において、西

澤理事長兼学長から、大阪府立大学との関係、およびこれからの大阪市立大学の方針につ

いてのお考えをいただきましたので、そのことを整理いたしました。 

評価結果案についての修正箇所の説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

ただいま事務局から、年度評価結果と事前評価結果の案について、最終形として、修正

箇所の説明をいただきました。 

まとめて説明いただきましたが、まずは年度評価から、説明のありました点、あるいは

それ以外の点でもかまいませんので、ご意見をお伺いしたいと思います。 

作業部会において、年度評価についてはほぼ確定し、趣旨をよりはっきりさせるため、

あるいは大学からの記述変更の意見を踏まえて修正をしてございます。また、15ページに

評価委員会の評価を入れた形で今回初めてお示ししております。年度評価につきましては、

だいぶご議論いただいたこともございますので、これでよろしいでしょうか。 

 

それから、事前評価でございます。これも年度評価と同じような趣旨で修正を加えてお

りますが、前回の作業部会で「高大連携」について、大学の自己評価を評価委員会側で上

げてはどうかというご意見を審議しました。上げる・上げない両方の意見が出ておりまし

たが、案としまして、評価は大学の自己評価と同じにしたいと考えております。理由は、

高大連携の全体を見ますと、特筆すべき取組もある一方で、改善すべき点についても言及

しておりますので、そこで、24ページの下にありますとおり、「高校化学グランドコンテ

ストや出張講義等、非常に力を入れて取り組んでいる点は高く評価する」と書き加えて、



- 5 - 

評価は据え置く、と、妥協案のようではありますが、いかがでしょうか。 

他の部分は、個々のご説明を事務局からいただきましたが、大学からの記述変更の意見

を踏まえて変えている所と、委員の先生方からご指摘いただいた所を改めております。 

ご意見がございましたらお願いします。 

 

（堀委員） 

高大連携の記述ですが、「改善を要する点」の記載で、評価の後に指摘が続いておりま

すので、「・・・高く評価するが、」としたほうが良いと思います。 

また、３ページなどにございますが、理事長兼学長の名前が入っております。通常この

ような場合には、固有名詞を入れず「理事長兼学長」のみにされたほうが良いと思います。

紛らわしいので特定する必要があるというような、名前を入れなければならない必要性も

特にございませんので。 

 

（松岡委員長） 

確かにそうですね。名前は何箇所かございますね。それでは、事務局で修正をお願いし

ます。他にございませんでしょうか。 

 

それでは、業務実績に関する評価については、これで確認することにいたします。 

 

それから、次は前回ペンディングになっておりました、事前評価の実施要綱を決めたい

と思います。まだ固まっていないところは、中項目について、段階別評価を実施する際の、

評価基準の部分だけです。事務局から、資料の説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

それでは、資料38ページをお開きください。 

事前評価の実施要領につきましては、この間の作業部会でも議論いただきましたが、中

項目評価における４段階の評価を行う際の基準について、本日、議論の内容を踏まえて、

改めて案の１から案の４をご提示しております。 

全216項目の小項目に関する法人自己評価の妥当性を確認し、それを元に中項目の段階

別評価を行うとしておりますが、その評価の状況を元に機械的に判定するか、あるいは、

一定の評価委員会の裁量の余地を含めるかどうか、ということと、機械的な判定に関して、

表中網掛けしております「一定割合」につきましては、先行する他団体の状況や評価委員

会の説明責任など考慮した数値にすべし、とのことでございました。 

そこで、41ページに、先行している他都市の状況等をお示ししておりますが、段階別評

価を実施している所、かつ判定基準を公表している自治体ということで、東京都と福岡県

を例示しております。また、事前評価を実施するに際して参考としております国立大学法

人の基準も併記しております。 

これを見ますと、いずれも、国立大学法人の基準となってございますが、達成度や高評

価の割合が９割以上かそれ未満かで基準を分けております。 

従いまして、38ページに戻りまして、各案の機械的判断における基準の「一定割合」に

つきましては、９割を採用してはどうかと考えております。なお、国立大学法人の評価基
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準にもございますが、一定割合を採用しております、案の１と案の２につきましては、※

印で「上記の判断基準はあくまで目安であり、評価については、法人を取り巻く諸事情を

勘案して総合的に判断する。」と注釈を加えております。これは、非常に項目数の少ない

中項目について、ひとつでも低い評価となってしまうと、その評価に中項目全体が影響を

受けてしまうということを考慮いたしまして、項目の内容なども勘案して評価委員会とし

ての総合的判断を担保しておく、という観点から設定してございます。 

本日、42ページから43ページにございます実施要領を確定いただきまして、それを元に

事前評価の中項目評価部分を再度見直したうえで、事前評価結果を確定してまいりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。ただいま、事務局から資料を説明いただきました。 

前回の作業部会でも議論しましたが、（案の２）がいいということでしたので、基本的

には（案の２）で参りたいと思います。そのうえで、一定割合を具体的にどれくらいにす

るかということですが、国立大学や他の公立大学では、９割にしているようです。項目の

多い中項目はそれでも構わないのですが、３～４項目しかない中項目もございますので、

そこで１つだめであったら９割無いということになってしまいますので、今回はそのよう

な中項目が無いので構いませんが、基準として示すからには、注記していますように、目

安として機械的に判断するけれども「諸事情を勘案して最終決定する」として、修正の余

地を残しておく。そうすれば、次回は基準をこのまま使おうとしたときにも対応できます

ので、このような基準にしておくほうが良いのではないかと考えました。 

従って、評価基準については、（案の２）を基本として、「上記の判断基準はあくまで

目安であり、評価については、法人を取り巻く諸事情を勘案して総合的に判断する。」と

いう注記をつける、ということでよろしいでしょうか。 

 

（堀委員） 

一定割合という部分には、９割と明記しますか。 

 

（松岡委員長） 

公表時には９割と明記いたします。 

それでは、その他、ご意見がないようでしたら、これで確定いたしたいと思います。 

よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

これで、評価につきましても、今回の委員会での修正提案は大きなものではございませ

んでしたので、各委員あてに本日の修正内容を反映させて事務局からお送りしますので、

それで最終確認とさせていただきたいと思います。 

その結果、10月の上旬に私から市長へ報告を行ってまいります。日程はまだ調整中とい

うことです。 
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それでは、２つめの議題へ移ります。 

平成21年度の財務諸表につきましては、８月13日の評価委員会でも簡単に説明がありま

したが、評価委員会では、平成21年度財務諸表と、剰余金の繰越の２点につきまして、市

長が承認するにあたっての意見具申を評価委員会から行うことになっております。 

まずは、平成21年度財務諸表に関しまして、事務局から説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

まずは、議題２の平成21年度財務諸表の市長承認に対する意見具申につきまして、本体

資料及び別冊２の平成21年度財務諸表をもとにご説明いたします。 

 

本体資料44ページ「平成21年度財務諸表の概要について」をご覧ください。 

公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し、財政状態や運営状況に関する説明責

任を果たし、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、などの諸表の作成が義務付けられています。 

公立大学法人は、事業年度の終了後３か月以内に財務諸表を市長に提出することとされ

ており、６月28日付けで大阪市長あて提出があったところです。市長は、公立大学法人評

価委員会の意見を聴いたうえで、承認を行うこととされています。 

なお、財務諸表の提出にあたって、監事の監査と会計監査人の監査を受けることが義務

付けられています。 

会計監査人及び監事の監査報告書の抜粋を資料に記載しておりますが、法人の財務諸表

は適正に表示されており、法令に適合している旨、意見をいただいているところでござい

ます。 

 

資料の45ページから50ページにかけまして、財務諸表の各表ごとにご説明いたします。

金額は億円単位で申しあげます。 

まず、資料の45ページ、貸借対照表をご覧ください。 

資産の部ですが、資産の総額は1,191億円、うち固定資産が1,039億円、流動資産が152

億円ございます。 

固定資産のうち主なものは、土地が385億円、建物が448億円、研究機器等を含む備品が

48億円、図書が136億円ございます。 

21年度から実施されました固定資産に係る減損会計については、表の下の※１に記載し

ておりますが、減損会計の対象となる、法人が保有する有形固定資産、及び無形固定資産

に対しまして、法人が減損の兆候がないかを判定し、認識すれば減損の測定を行い、会計

処理しております。21年度においては、無形固定資産の電話加入権のみが該当し、64万円

の減損処理をしており、これにより資本剰余金は64万円減少しています。 

流動資産152億円のうち主なものは、現金及び預金が94億円、未収附属病院収入が45億

円でございます。 

負債の部でございますが、負債の総額は、322億円でございます。うち、資産見返負債

が172億円ございます。これは、公立大学法人の会計独特の処理ですが、法人化時に大阪

市から承継した償却資産及び法人が授業料等で取得した償却資産の見返として同額を負債

に計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、取り崩して収益化する取り扱いとさ
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れるものでございます。 

その他固定負債として、法人化に際して、大学関係の基金を公立大学法人に移管したこ

となどによります長期寄付金債務が30億円、医療機器整備等に係る大阪市からの長期借入

金が15億円、長期リース債務が7億円、などがあります。 

流動負債としましては、未払金が59億円など、合計98億円ございます。 

純資産の部にまいりまして、純資産の部の総額は、869億円であり、資本金（市からの

出資金）が982億円、資本剰余金がマイナス166億円であり、利益剰余金合計が53億円とな

っており、このうち、当期総利益は16億円となっております。 

なお、資本剰余金のマイナス166億円については、こちらも公立大学法人独特の会計処

理で、大阪市から出資された建物は、減価償却費に見合う収益の獲得が見込めないことか

ら、減価償却処理を損益計算に反映させず、資本剰余金から控除する取り扱いとなってい

ることから発生するものです。 

次に、46ページの損益計算書をご覧ください。 

経常費用の総額は、460億円であり、業務費については、人件費を除く教育経費が14億

円、研究経費が24億円、病院の診療経費が140億円、人件費が246億円であり、他に一般管

理費が16億円ございます。 

経常収益の総額は、477億円であり、大阪市からの運営費交付金収益が143億円、資産見

返負債戻入が10億円、運営費交付金外の収益、いわゆる法人の自己収入が324億円ござい

ます。授業料、入学金、検定料といった、いわゆる学生納付金が51億円、病院の診療収入

が237億円でございます。 

なお、資産見返負債戻入10億円につきましては、先ほど貸借対照表で資産見返負債を計

上することをご説明いたしましたが、減価償却処理により費用が発生する都度、負債から

取り崩して収益化する取り扱いにより、発生する収益でございます。 

以上、経常収益477億円から経常費用460億円を差し引いた経常利益は、17億円となって

おりまして、臨時損失は0.8億円で、主なものとして、固定資産除却損、医学部附属病院

関係のその他臨時損失であり、臨時利益として資産見返負債戻入がありますことから、臨

時利益と臨時損失を含めた大阪市立大学の平成21年度における当期総利益は16億円となっ

ています。 

 

この経常利益17億円の内訳といたしまして、別冊２、平成21年度財務諸表をご覧いただ

きたいと存じます。 

財務諸表の16ページをご覧ください。開示すべきセグメント情報というのがございます。

ここで大学と附属病院とを分けた形の表現になっておりまして、それぞれ表の下から２段

目に、業務損益、いわゆる経常利益にあたる金額でございまして、大学部分については10

億1,800万円、附属病院は6億5,600万円となっており、合計で約16億7,400万円の経常利益

ということになっております。 

大学における経常利益の主な要因といたしましては、補助金等外部資金の獲得額増によ

り大きく収益が増加する一方、人件費やその他の経費の削減に努めた結果、10億1,800万

円の黒字になっております。 

附属病院につきましては、病床利用率の改善（H20:74.9％→H21:77.9％）に伴う入院患

者数の増加や診療単価の増（入院・外来）などにより診療収益が大きく増加する一方で、
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診療経費や人件費など診療費用の増加を極力抑えた結果、6億5,600万円の黒字となってお

ります。 

 

続きまして、本体資料に戻りまして47ページをご覧ください。キャッシュ・フロー計算

書でございます。 

法人の一会計期間における資金収支状況を報告するため、資金収支状況を一定の活動区

分別に表示するものですが、表の下の方、当期の法人の収入合計が706億円、支出合計が

677億円であり、期首残高が62億円ですので、期末資金残高は91億円となります。 

この91億円と、表には出てまいりませんが定期預金３億円を合わせた94億円は貸借対照

表の現金及び預金と一致しています。 

資料の48ページをご覧ください。利益処分の内容でございますが、先ほど損益計算書で

ご説明したとおり、法人の平成21年度の総利益は約16億円であり、後ほどご説明いたしま

すが、法人としてはこの16億円を次年度以降の事業に充てたいと考えておられます。 

 

次に、資料の49ページ、行政サービス実施コスト計算書をご覧ください。 

企業会計にはない主要表として、行政サービス実施コスト計算書があります。公立大学

法人の業務運営に関しての市民の負担に帰せられるコストを表示するものであり、損益計

算の対象とはならない大阪市からの無償借り受け資産の賃料相当額などを機会費用として

加える一方で、市民の直接の負担とはならない学生納付金、附属病院の診療収入などの自

己収入を除いて算定するものです。 

行政サービス実施コストは、表の一番下の欄のとおり187億円でございます。 

この額は、損益計算書上の費用461億円から、自己収入等合計318億円を差し引いた業務

費用合計143億円に、出資された建物の損益外減価償却相当額など30億円、賞与及び退職

給付の増加見積額マイナス4億円、大阪市から無償借り受け資産の賃料相当額などの機会

費用18億円を合計したものでございます。 

 

資料の50ページには附属病院の収支を記載しております。 

先ほど確認いただいた、平成21年度財務諸表の開示すべきセグメント情報を元に作成し

ており、附属病院の経常費用合計は271億円、経常収益合計は277億円であり、業務損益は

７億円となっております。 

次に、資料の53ページ資料２－３、財務諸表承認に係る事務局の確認についてをご覧く

ださい。事務局におきまして、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点から財務諸表の確

認を行いました。財務諸表等の数値につきましては、会計監査人等の監査の対象となって

いるため、主要な計数等の確認を行いました。 

まず、財務諸表は期限内に提出され、必要な書類につきましても、すべて提出されてお

り、問題はございません。 

会計監査人及び監事の監査報告書に、財務諸表の承認にあたり考慮すべき意見がなかっ

たかどうかについてでございますが、確認の結果、考慮すべき意見は無く、問題はありま

せん。 

その他、明らかな遺漏の有無、計数の整合性、書類相互間における数値の整合、運営費

交付金に係る会計処理につきまして、確認を行った結果、適切に処理されており、問題は
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ありません。 

以上により、合規性の遵守と表示内容の適正性について、事務局として確認を行った結

果、平成21年度財務諸表については、問題がないものと考えております。 

本体資料の55ページをご覧ください。財務諸表の比較でございますが、平成21年度と平

成20年度との比較、また、他の公立大学や主な国立大学の平成20年度平均と比較しており

ます。本指標は、国立大学法人の財務分析をする上で用いられている指標に準じて算出し

ております。 

昨年度と比較して、変動の大きい指標としては、流動比率と経常利益比率があげられま

す。その他の比率は昨年とほぼ同様でございます。 

流動比率、経常利益比率については昨年度比増となっておりますが、経常利益が昨年度

の10億円から17億円に増加したことから、経常利益比率が2.2％から3.5％に増加しており、

また、流動資産が昨年度の67億円から94億円に増加し、流動比率が129.9％から155.5％に

増加しております。 

なお、外部資金比率については、昨年度とほぼ同様となっておりますが、21年度には文

部科学省の教育研究高度化のための支援体制整備事業に採択され、補助金等収益が大幅に

増加しておりまして、補助金等収益を含めた外部資金の比率では、20年度が4.2％であっ

たものが、21年度は5.1％と増加となっております。ただし、国立大学等と比べるとまだ

低い数値であり、今後財務体質の強化及び産官学連携活発化に向けて、一層の取組みが期

待されます。 

財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。それではまず、専門家の種田委員からお願いしたいと思

います。 

 

（種田委員） 

財務諸表の本編９ページですが、固定資産については、一般の企業会計と異なる考え方

になっていることも関係すると思いますが、理系学舎の建設に伴って既存学舎を取り壊す

予定になっています。それが、固定資産の減損の２番の所で、次の期には使用しないとし

ている箇所に書いてございます。この辺りの説明をお願いします。 

 

（緒方法人運営本部経営管理課財務担当係長） 

理系学舎につきましては、21年度にはまだ使用しておりますが、今後、使わなくなる予

定ということで、21年度の決算処理上は電話加入権のみ減損として計上しておりますが、

これから先の情報として理系学舎の減損予定情報を記載しております。 

 

（松岡委員長） 

46ページですが、運営費交付金収益が143億で合計476億円なので、自主財源が333億円

ですね。この比率の推移は分かりますでしょうか。どんどん減っていって、来年度も減り

そうだ、というような分析ですが、どうでしょうか。資料には運営費交付金の増減という

のが入ってなかったようですが、ここは大事なところだと思います。 
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（村上総務局長） 

資料の55ページになりますが、20年度と21年度については比率を記載いたしております。 

 

（松岡委員長） 

19年度はどうなっていますか。20年度と21年度はここに書いてあるんですね。 

 

（堀委員） 

20年度が32.4％で21年度が30.1％、表の注釈では、低いほうが良い、つまり交付金が少

ないほうが良いという考え方のようですね。 

 

（種田委員） 

他の大学もけっこう幅がありますね。 

 

（折原総務担当課長代理） 

収益に係る運営費交付金の率でございますが、資料にはございませんが、平成20年度が

62.8％で、平成21年度には60.6％になっております。経常収益に占める運営費交付金の割

合は概ね６割程度になっておりますが、若干昨年度から比率が下がっているということに

なります。 

 

（堀委員） 

何割が良いのかということは分かりませんが、自己収益が高いほど運営費交付金の比率

が下がっていくわけで、それが良いという考え方をされているのですね。 

 

（折原総務担当課長代理） 

設立団体側から見て、ということでございます。 

 

（片山委員） 

「本当に（低いほうが）いいのか」という指摘を前回もした記憶がありますが、その時

の市の回答は、国立大学法人の指標の解説において「低いほうが良い」とあるため、とい

うことでした。 

 

（松岡委員長） 

大学側としては、果たしてそれでいいのかどうか、ということですね。 

 

（村上総務局長） 

運営費交付金につきましては、今の大阪市の財政状況の中でどういう形がいいのかとい

うことを模索しております。次期中期計画の中で、運営費交付金のあり方を示すべきもの

と考えております。ただ、我々が取り組んでいます市政改革の期間と、中期計画の期間の

ずれがあるものですから、この秋に、平成23～27年度、向こう５年間の新しい市政改革の

中期計画が示されまして、それと、大学の次期中期計画の中でどういった位置づけをする

のかということと、年度のずれがありますので、23年度予算にどう反映するかということ



- 12 - 

は検討中ということでございますけれども、24年度からはあるべき姿をお示しして、運営

費交付金の比率について考えていかなければなりません。 

ひとつには、市として基準財政指標の中で、大学に対する経費はどれくらいがいいのか、

ということも考えられますので、確定的にこれが良いということは言いづらいですけれど

も、一般的に市立大学としてどれくらいがいいのか、ということをお示しする必要がある

と思います。 

 

（松岡委員長） 

23年度までは、今までの考え方で交付して、24年度からは新しい方針で交付するという

ことですね。これまでもどんどん下がってきていたと思いますが。 

 

（村上総務局長） 

これまでと同額というわけにはいかないと考えております。 

これまでは、経常経費の２割削減ということで、一律削減しております。ただ、大学と

して寄附収入の話もございましたが、外部資金の獲得にも努力されておりますので、運営

費交付金の削減と外部資金の獲得増との双方の影響で下がってきております。 

 

（片山委員） 

55ページの指標の説明で「一般的に」という表記がいいのかどうか。例えば、「国立大

学法人ではこういう考え方がなされているので、それを機械的に当てはめた」等にしてお

くほうがいいような気がします。 

 

（松岡委員長） 

個々の公立大学によって事情が違いますし。例えばＡ大学は20％ということですが、平

均する意味があるかどうかは別として、平均と比べて大阪市立大学がどの程度の位置にあ

るのかということも参考になるのではないでしょうか。 

 

（村上総務局長） 

大学によって形態が違いまして、Ａ大学は医学部を有する公立大学の例として比較して

おります。 

 

（堀委員） 

これはそれぞれ具体的にどの大学でしょうか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

Ａ大学は横浜市立大学で、Ｂ大学は大阪府立大学でございます。 

 

（片山委員） 

名前を敢えて伏せているということは、非公表のデータを使っているということですか。 
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（山内大学支援担当課長） 

公表されているデータを元に作成しております。 

 

（片山委員） 

公表データしか使用していないということであれば、名前を伏せる意味は無いと思いま

す。 

 

（楠本委員） 

なぜこの大学と比較しているのか、ということもきちんと書かれていますし。 

 

（村上総務局長） 

大学は、大学の規模といいますか、学部数や付属病院の有無などによって非常にばらつ

きがございます。市立大学の場合、総合大学ですので、どちらかというと国立大学との比

較を行ってございます。 

 

（山内大学支援担当課長） 

遅くなりました。平成19年度の運営費交付金比率でございますが、35.3％でございます。 

 

（堀委員） 

毎年下がってきているわけですね。運営費交付金の額自体も下がっているのですか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

下がっております。市政改革マニフェストと申しまして、５年間で20％の削減を行うと

して、機械的に削減してきております。 

 

（片山委員） 

公立大学として、運営費交付金の比率が低くて、外部から資金を調達してくるという姿

がいいかどうかということです。ここには記載がありませんが、普通は学生納付金比率な

どが入ってくると、市立大学の運営をする際の財源というものが、サービスを対価として

受け取っている学生から頂く納付金の比率が高いほうがいいのか、それとも一般財源とし

て運営費交付金という形で受け取るほうがいいのか、という議論は、簡単に答えが出るも

のではありません。 

そのため、こういった資料で（運営費交付金比率は）「低いほうが望ましい」と断定的

に書いてしまっていいのか、ということを投げかけたわけです。 

 

（松岡委員長） 

ここはなかなか難しいところで、だから次期中期計画で少し踏み込んだ記載ができるよ

うに、ということをお考えになっているということです。 

 

（村上総務局長） 

特に、府知事から府立大学とのかかわりについて積極的な発言がございますので、それ
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に対する市のスタンスというものを明確にする必要がございます。その点も若干意識して

おります。 

 

（松岡委員長） 

しかし、ここのところは、事実は事実として分かりますが、今踏み込んだ評価をするの

はかなり難しい。 

 

（楠本委員） 

片山委員のご指摘のように、この印（△▼）は「誰から見たものか」ということがはっ

きりしないですね。 

 

（片山委員） 

そうですね。ただ、「法人化の趣旨に則った場合」ということになるだろうと思います。

一般的に、法人化すると自助努力が求められるので、収入の多様化が望ましいということ

が言われていますので。 

 

（種田委員） 

民間的発想が必ずしもいいとは限らないですしね。公的な役割も担っていますし。 

 

（片山委員） 

そこはなかなか難しいと思います。 

民間企業では、Ｍ＆Ａのように、自分たちの持っていない部署を買収したり、逆に不採

算部門から撤退したりできますけれども、大学の場合には、アメリカでも言われています

けれども、ミッションがある場合には、そこが収入を得られなくても留まる義務がある、

と言われています。そうなると、外部資金比率が高ければ高いほどいいのか、という議論

が、本来はあってしかるべきですが、ただ、法人化後６年間という、最初の期間にあって

は、一般的には、外部資金比率が高ければ良いということが言われてきたので、これまで

は良かったと思いますけれども、それを永遠に拡大し続けていくのかというのは、中期計

画の中で議論されるべきだと思います。 

 

（松岡委員長） 

全体から見ると、国が高等教育にかける費用がどんどん減っていって本当にいいのか、

という議論になっていくわけです。 

 

（村上総務局長） 

少子高齢化の中で、今までどおりの規模でいいのかという議論もございますし、公立大

学としてどの程度の税負担がいいのかという問題もございます。当然、教育・研究の質の

確保ということが一番大切ですので、それらをどう表現していくかという課題でございま

す。非常に難しい課題でございますが。 
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（松岡委員長） 

確かにそうですが、しかし、触れざるを得ない、取り組まざるを得ないですね。 

 

（村上総務局長） 

ただ、大阪市内に総合大学がここしかありませんので、一定の負担を市としてしていく

必要があります。今の財政状況の中で、質とのバランスをどう取るかという悩ましいとこ

ろでございます。 

 

（松岡委員長） 

なかなか解は難しいですね。 

 

（種田委員） 

なぜ市と府は合併しないのか、というような議論と同じで、差別化をはかって、よっぽ

どの存在理由が無いと厳しいですね。 

 

（松岡委員長） 

はい。これ以上議論を重ねましても、結論は出てこないと思いますので、先ほどありま

したように、新中期目標を策定されるわけで、その前に基本的な方針を議論していただい

て、その際に評価委員会としても意見を具申すると、それから計画そのものについても意

見を具申する必要がありますので、その際にも我々から意見を述べる機会がございます。 

 

（資料を公表する際には、大学名の明示と指標の補足説明を行う。） 

 

（村上総務局長） 

ぜひともお知恵をお借りしたいと思います。 

 

（堀委員） 

ひとつ教えていただきたいのですが、45ページの貸借対照表の資産の部に、未収の病院

収入が45億円ざいます。これはどう考えれば良いでしょうか。 

どこの病院でもあるものですが、資産の部に入っていますので100％回収できたと仮定

した際に45億円の権利があるということだと思いますが、現実的には100％の回収は不可

能ですので、この45億円の考え方についてお願いします。 

考え方ですが、例えば、権利のあるものはすべて書くという考え方であれば、土地は時

価で記載して、未収金についても一定の割合を予め回収不能分として控除した額で記載す

べきかもしれません。 

 

（種田委員） 

土地などは、よほど変動しているということでもなければ、時価で書くことはありませ

ん。土地については、法人化した時の評価額をそのまま記載することになります。 
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（緒方法人運営本部経営管理課財務担当係長） 

流動資産は21年度分のみ計上し、徴収不能分については資料45ページに内訳は書いてご

ざいませんが、貸借対照表1ページにおいて、徴収不能引当金として過去の実績から出し

た割合で記入しております。財務諸表12ページの（６）引当金の明細におきまして、長期

未収入金と区分しておりますものが、附属病院の貸倒引当金に相当します。 

 

（堀委員） 

今どれだけ持っているかということは分からないわけですね。 

 

（種田委員） 

固定資産に関しては、今すぐ売ってこれだけのお金になるということはまずない、と思

っていただいたほうがいいと思います。土地なども時価ではありませんので。そもそも売

るという発想もありません。 

 

（松岡委員長） 

それでは、財務諸表につきましては、色々ご意見、ご質問を頂きましたが、結論として

は、評価委員会として市長に対しての意見具申に際しては、「特に意見なし」ということ

にいたしますが、よろしいでしょうか。 

 

（異議なし） 

 

（松岡委員長） 

それでは３番目、剰余金の繰越について、事務局から説明をお願いします。 

 

（山内大学支援担当課長） 

剰余金繰越の市長承認に対する意見具申についてご説明します。 

 

資料の56ページをご覧ください。平成19年に当評価委員会でご確認いただいた、年度終

了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方を記載しております。 

（１）運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の収益から

生じた利益については、経営努力により生じたものとする。 

（２）中期計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的に行ったために費用が減少

した場合には、その結果発生したものについては、原則として経営努力によるものとする。 

（３）その他、法人は行うべき事業を行ったことを立証した場合は、原則として経営努力

として認定する。 

以上３点が剰余金繰越に関する承認の考え方でございます。 

 

剰余金の繰越に関する承認において考慮すべき事項として、（１）にございますように、

運営費交付金債務、授業料債務の収益化の基準については、一定の期間の経過を業務の進

行とみなし、原則として期間進行基準により収益化することとしています。これは（２）

にございますように、教育・研究については、それぞれが相互に複雑に関連し合いながら
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実施されているため区分けが困難、かつ、個々の業務の達成度の客観的な把握が困難であ

ると考えられることから、当該業務の達成度に応じて、運営費交付金債務等の収益化を進

行させることが適当でなく、また、単に業務のための支出額を限度として収益化しては、

剰余金が生じる余地がなく、公立大学法人に業務の効率化のインセンティブが働かないこ

ととなることから、予定された業務が実施されていないと明らかに認められる場合を除き、

期間の進行に伴って運営費交付金債務等を収益化することとなります。 

 

次のページ、（３）の運営費交付金等の特性といたしましては、法人の収入動向にかか

わらず、大学分については５年間で２０％カットし、附属病院についても２０億円の経営

改善を行うことを、中期計画の収支に記載しておりまして、本市が求める業務の効率化を

一定のルールの中で本市が先取りする形となっております。 

本市における剰余金繰越に関する承認として、中期計画に記載された教育研究にかかる

当該事業年度における行うべき事業を行ったこと、つまり、業務実績評価において事業の

進捗が確認されたことをもって、経営努力にかかる説明責任を果たしたとする取り扱いと

し、原則として全額を剰余金として繰り越すことを承認するものとしております。 

 

資料の58ページ公立大学法人大阪市立大学の平成21年度剰余金についてをご覧ください。 

「１ 剰余金の位置づけ」についてですが、法人が効果的・効率的に事業を実施し、自

己収入の増や費用の節減などの創意工夫などにより剰余金が生じた場合には、翌事業年度

以降に使用することが可能とされています。したがって、剰余金の位置づけは、法人にお

いて、事業運営上のインセンティブを付与する仕組みとされています。 

「２ 剰余金繰越の手続き」ですが、法人からの「利益処分(案)」を受け、評価委員会

の意見を聴いたうえで、市長が承認を行い、法人が中期計画において剰余金の使途として

定めた教育、研究及び診療の質の一層の向上などに充てていくことになります。平成21年

度の剰余金は、15億99百万円となっております。この剰余金が生じた要因を21年度予算及

び前年度決算との比較によりご説明いたします。 

60ページをご覧ください。まず、予算との比較でございます。 

費用の部といたしまして、予算額が451億7,700万円に対しまして、決算額が460億6,300

万円でございます。差引8億8,600万円の増、臨時損失を除きます経常費用といたしまして

は、8億1,000万円の増でございました。 

主な増減要素ですが、診療経費におきましては主に入院・外来とも患者数の増に伴う医

薬品費の増などによりまして、18億400万円が増加しております。 

教育研究費におきましては7億9,100万円の減、これは突発的な事態に備えて留保してい

た予算を使用しなかったことや、寄附金、施設整備費補助金などの外部資金の繰越が多か

ったことなどによるものでございます。 

また教員人件費4億7,500万円と職員人件費4億3,600万円と合わせまして9億1,100万円減

少しております。これは早期退職者の減少によります退職金の減と、予算では退職者・採

用者等の増減を見込んで積算していた人員より、実際の人員が下回ったことと、給与カッ

トを行ったことなどによる退職金以外の人件費の減が主な要素となっております。 

次に、収入の部といたしまして、予算額が452億9,000万円に対しまして、決算額476億

6,200万円でございました。差引23億7,200万円の増、臨時利益を除く経常収益としまして
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は、23億7,100万円の増でございました。 

主な増減要素でありますけども、補助金収益が、予算作成時には見込んでいなかった大

型補助金交付があったことにより3億6,400万円の増、また、附属病院において、病床利用

率の改善に伴う入院患者数の増加や診療単価の増（入院・外来）などにより、診療収益が

21億2,400万円の増となっております。 

運営費交付金収益の減が2億3,700万円で、これは、早期退職者が見込より少なかったこ

とにより、運営費交付金の収益化が行われなかったものです。 

以上により、臨時損益を加えた純利益は、予算額1億1,300万円に対し、14億8,600万円

増の15億9,900万円の決算額となります。 

次に、61ページをご覧ください。平成20年度決算額との比較でございます。 

費用の部としまして、20年度決算額が447億1,600万円に対し、21年度決算額は460億

6,300万円で、差引13億4,700万円の増、臨時損失を除く経常費用としましては、13億400

万円の増でございました。 

 

費用の部におきます主な増減要素としましては、図書除却損のほか、21年度交付された

補助金の執行に伴い、教育研究経費が1億3,100万円の増、入院・外来とも患者数の増に伴

う医薬品費の増などによりまして診療経費が6億4,400万円の増、受託研究費等の受入れ増

に伴う費用の増などにより、受託研究費等が1億7,400百万円増加しております。 

人件費については、役員の任期満了による退職手当の増加により、役員人件費が1億

5,800万円の増、本務教員の退職に対し、特任教員を積極的に採用したことなどによる減

とともに、退職者の増による退職手当の増と合わせ、教員人件費が7,300万円の増加、職

員については、大学においては常勤職員の減に対し、非常勤職員を積極的に採用いたしま

した結果、人件費が減少しているものの、附属病院において業務委託していた病棟クラー

クを直接雇用したため人件費が増加しており、職員人件費が3,500万円の増となっており

ます。 

収入の部としましては、20年度決算額が457億1,900万円に対し、21年度決算額は476億

6,200万円でございまして、差引19億4,300万円の増、臨時利益を除く経常収益としまして

は、19億7,400万円の増でございました。 

主な増減につきましては、大型の補助金の交付があったことから、補助金等収益が3億

7,200万円増加しております。附属病院収益の19億5,400万円の増は、入院・外来患者数と

もに増加したことと、診療単価が増加したことによるものです。また、受託研究等収益の

2億4,600万円の増につきましては、大学における受託研究費等の受入れ増などによるもの

です。一方で、運営費交付金の純減8億9,300万円に、退職金の減少分などが収益化されて

いない4億2,100万円の増、を含めまして、運営費交付金収益の減が4億7,200万円、大阪市

からの無償譲与された資産の償却期間終了及び資産減少による減により、資産見返物品受

贈額戻入の減が２億円ございました。 

最終的に、純利益ベースでは5億9,600万円の収支改善となったところであります。 

以上21年度の予算・決算比較、前年度との決算比較で見ていただきましたように、剰余

金の発生は、59ページ記載のとおり、大学においては、大阪市における市政改革マニフェ

ストに掲げられた運営費交付金の縮減を予定どおり実施しつつ、教育研究及び大学運営に

おける配慮を行いながら、常勤教職員の人件費を縮減してきたこと、附属病院においては、
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病床利用率の改善に伴う入院患者数の増加や診療単価の増などにより診療収益が大きく増

加する一方で、診療経費や人件費など診療費用の増加を極力抑えた結果であると考えてお

ります。 

 

62ページ、資料３－４、剰余金繰越の承認について(案)をご覧ください。 

法人からの剰余金の使途承認申請は63ページのとおりでございますが、承認を受けよう

とする金額は、平成21年度の当期総利益である15億9,944万8,939円です。 

承認にあたっての事務局確認事項「行うべき事業を行っているか」について、確認のポ

イントに記載されている2点について事務局で確認を行いました。 

１点目の学生定員の充足について、大学全体で見た場合、定員充足率は108.7％である

ことを確認しました。 

２点目の全体として計画が進行しているか、ということにつきましては、この間の委員

会の議論経過に鑑み、平成21年度における中期計画の進行状況としては「全体として順調

に進捗している」と考えられます。 

以上によりまして、行うべき事業を行い、その結果発生した剰余金であることから、事

務局としては、「法人からの申請どおり全額承認」すべきと考えます。 

説明につきましては以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

ただいま、繰越の承認につきまして説明いただきました。何かご意見、ご質問はござい

ますか。 

 

（種田委員） 

57ページに、運営費交付金を５年間で20％カットし、附属病院についても20億円の経営

改善を行う、等と書いてありますが、運営費交付金の20％カットについては、順調に削減

できているのでしょうか。当初の額が分かりませんので、達成できているのでしょうか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

平成18年度から市政改革マニフェストが執行されておりまして、具体的には約150億円

の20％削減、それから附属病院では20億円の経営改善を行うとなっております。 

 

（種田委員） 

病院で20億円の利益を出せ、ということですか。 

 

（堀委員） 

実際の支出を引いて20億は出ないですね。 

 

（種田委員） 

21年度が６億円ということでしたね。収益を20億円増やしなさいという考え方でいいで

すか。 
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（山内大学支援担当課長） 

病院は期間が１年長くて６年間で20億の改善でございますので、単年度に直しますと、

約４億の改善になります。人件費などの支出を抑えるとともに、収益を上げることによる

差額を積み上げて６年間で20億円の経営改善を行うとしております。 

市から交付する金額を削減いたしますので、病院として経営努力をして収益を改善しな

いと、赤字になってしまいますので、経費を抑えることと収益を上げることとを合わせて

取り組んでいただくことになります。 

平成21年度は４年目に相当しますが、平成22年度の運営費交付金は当初の計画どおり予

算組みしてございますので、平成22年度の決算を以って取り組みの完了になります。 

 

（種田委員） 

運営費交付金の削減を続けていて、黒字を計上しているということは、すばらしい経営

努力と言っていいわけですね。 

 

（片山委員） 

剰余金については大学の裁量で使用されていると思いますが、何かポリシーがございま

したらご教示いただけますか。 

 

（松岡委員長） 

教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善に充てるとしていただいています

が、具体的にどうお使いになっていますか。 

 

（田口法人運営本部経営管理課長） 

一例を挙げますと、学生支援サービスを向上させるための場を作って、ワンストップサ

ービスを提供する環境整備として、学生サポートセンターの施設整備など、具体的に見え

るものとして教育、研究に資するものとして活用しております。今後の利用については、

これから検討してまいります。 

 

（松岡委員長） 

当初やるべきとなっていることをきちんとやって、なおかつ剰余金が出た、ということ

は経営努力であるから、召し上げるのではなくて、繰り越してこういう使途に使ってくだ

さい、ということですね。 

 

（片山委員） 

逆に、サポートセンターについては、資金の手当てをしてもらえないので、自分たちの

資金でやらざるを得ないというのが実態ということですね。その計画のために、特に手当

てはしないということですね。 

 

（松岡委員長） 

あるいは、一部に剰余金を使うということですね。 
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（堀委員） 

今回の判断は、剰余金を認める、認めないだけでいいのでしょうか。使途についても意

見具申を行いますか。 

 

（松岡委員長） 

理事長から市長に対して、こういう使途のために剰余金の繰越を認めてくださいとあり

まして、それを市長が承認するにあたって、評価委員会として意見を行うという役割です。 

 

（楠本委員） 

先ほどお話にあった学生サポートセンターについては、元々、剰余金がなくても取り組

む予定であったのが、剰余金が出て繰越が認められれば、なお取り組みやすくなるという

ことでしょう。 

 

（片山委員） 

制度上は６年間繰り越せるのでしょうか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

毎年、剰余金が出ればその度に繰越の承認を行いまして、中期目標期間の終了時に、次

期中期目標期間へ繰越すことについて、改めて市長が承認を行うことになっております。 

 

（堀委員） 

今年度の繰越については、私は特に異論はございません。 

 

（松岡委員長） 

それでは、事務局の説明のとおり、充足率、中期計画の予定どおりの進捗を確認したと

いうことにより、評価委員会としては剰余金の繰越を認めていくということでよろしいで

しょうか。 

 

（異議なし） 

 

それでは、評価委員会として剰余金の繰越を認める、つまり大阪市長に対しては「意見

なし」ということでまいりたいと思います。 

ただいま、意見書の案を配布いただきます。この様式で、評価委員会としては、財務諸

表、剰余金の繰越の承認に際して「特に意見はございません」と市長に報告します。 

 

（堀委員） 

「承認について意見はありません。」という表現ですが「良い」とも「悪い」とも判断

していない、というように読み取れてしまいませんか。 

 

（楠本委員） 

「承認します」は市長の行為になるので、違うわけですね。しかし「意見はありませ
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ん」というとちょっと違うようにも感じますね。 

 

（種田委員） 

「異論はありません。」というような文言のほうがいい気がしますね。 

 

（堀委員） 

そうですね、「異議ありません」でいいのではないでしょうか。 

 

（折原総務担当課長代理） 

「評価委員会の意見を聴かなければならない。」という法律の規定に基づく評価委員会

のお役目における法的な言葉について、特段の異議・異論が無い場合には「意見はない」

という表記を用いております。 

 

（松岡委員長） 

承認について具合の悪いときだけ意見を言うわけですね。 

 

（堀委員） 

分からないわけでもないですが、やはり我々からすれば、「承認について異議はな

い。」のほうがぴったりきます。意見具申を求められているのに、その「意見がない」と

いうのはやはりおかしいと思います。 

 

（楠本委員） 

法律家の標準書式なのかもしれませんが、 変えることができるのであれば、変えたい

ですね。 

 

（折原総務担当課長代理） 

一度、市の法務担当などとも調整いたしまして、改めてご回答申し上げたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

はい、それでは、表現については事務局で調べて報告いただくこととして、最終調整は

お任せいただきますか。評価委員会の総意としては、承認について異議はない、というこ

とでよろしいでしょうか。 

 

それでは、まだ終わっていませんで、最後の議題になりますが、次期中期目標の策定に

向けた、今後の予定について、事務局からご説明願います。 

 

（山内大学支援担当課長） 

お手もとの資料64ページ、65ページ「22・23年度次期中期目標策定スケジュール案」を

ご覧ください。 

 

今回、中期目標期間にかかる事前評価を実施していただきましたが、残された課題を認
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識するとともに、次期中期目標の策定に資することを、実施の趣旨、目的でございます。

今般、委員の皆様にご尽力いただき、事前評価結果が確定しまして、今年度後半は設立団

体が策定しなければならない中期目標の策定に精力的に取り組んでいく必要がございます。 

今後、中期目標、中期計画の策定にあたりまして、評価委員会からご意見を賜る機会が

多々ございますので、あらためて、地方独立行政法人法上の根拠を確認しておきたいと思

います。65ページをご覧いただきたいと思います。 

 

地方独立行政法人法25条第１項によりまして、中期目標は設立団体が定め、法人に指示

するものであり、同条3項において、中期目標を定めるときは、あらかじめ、評価委員会

の意見を聴き、議会の議決を得ることになっております。この際に、公立大学法人におけ

る特例として、資料の一番下にございますが、第78条第3項において、法人の意見を聴取

し、配慮しなければならないとされております。 

また、26条において、設立団体が定め、法人に指示をした中期目標に基づき、法人は、

当該中期目標を達成するための計画、つまり中期計画を定め、設立団体の認可を受けなけ

ればならないとされております。この場合も、同条第3項において、あらかじめ評価委員

会の意見を聴取することとされているところでございます。 

なお、第31条において、設立団体は、中期目標期間終了時の検討として、当該法人の業

務を継続させる必要性、組織のあり方その他業務全般にわたる検討を行い、その場合も評

価委員会の意見を聴取することとなっております。 

この、業務を継続させる必要性、組織のあり方の検討につきましては、中期目標期間終

了時の実施では、次期中期目標期間が始まってしまうことになりますので、先行する国立

大学法人の例をみますと、事前評価結果を踏まえて、評価委員会における見直しの視点を

提示された文部科学省が、中期目標期間５年目の秋以降において、この検討を実施し、６

年目の年度当初に、見直し内容の提示を法人に行っております。 

 

こうした規定や、先行する国立大学法人、他大学の状況を本市に置き換えますと、66ペ

ージをご覧いただきたいと思いますが、スケジュールの中の大阪市の欄に記載しておりま

すとおり、今後、業務を継続させる必要性、組織のあり方とともに、次期中期策定方針案

の検討を行ってまいります。 

これは、事前評価結果における意見、指摘事項や、政策担当セクションの参画を得たプ

ロジェクトチームにおける議論、アンケートなどの実施による大学の利害関係者の意向を

できるだけきめ細かく聴取することで、求められる大学像を描き、中期目標に織り込むべ

き考え方を策定してまいりたいと考えております。この際には、年明けから今年度末にか

けて評価委員会のご意見を賜りたいと考えております。 

法人におきましては、既に、学内において次期目標、計画策定のための検討に着手して

おりまして、当該中期目標策定方針を踏まえて、評価委員会及び法人の意見を聴きながら、

23年度当初には、中期目標素案を策定してまいりたいと考えております。この段階で広く

パブリック・コメントを実施していきたいと考えております。 

22年度計画にかかる業務実績報告が、23年5月末に提出されることから、評価委員会に

おきましては、23年6月から9月にかけて、22年度評価業務及びパブリック・コメントを踏

まえまして、中期目標への意見具申の最終を確定していただくことになります。 
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こうしたスケジュールを経まして、24年度からスタートする次期中期目標は、10月20日

頃に開会される公営企業決算市会において議決を得たいと考えております。 

この頃に、法人からは正式に、中期計画案が提出される予定であり、11月の評価委員会

において、中期計画に対する意見具申にかかる審議を行っていただく予定でございます。 

 

なお、評価委員会における各委員の皆様の任期でございますが、11月末までとなってお

りますが、再任が可能となってございます。 

年明けに再び、評価委員会におきまして、中期計画にかかる意見具申の最終確定をお願

いし、24年3月までに中期計画の認可を行ってまいりたいと考えております。 

これからの1年半は、大学、支援担当の総務局にとって大変な時期になってまいります

が、引き続き、評価委員会の皆様には、ご指導、ご鞭撻をお願いしたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

はい、ありがとうございます。 

ただいま、事務局から来年度までのスケジュールの概要を示していただきました。 

 

今年度の評価委員会は、先ほどの剰余金の繰越に関する意見を決定して一応終了、とい

うことになりますが、市と市立大学では、平成24年度からの第２期中期目標・中期計画の

策定に向けて動き出しています。 

評価委員会としては、方針の段階と、中期目標そのものについて、意見を具申すること

になっておりますので、評価委員会としても、その準備を進めていくことになります。 

今年度は、素案の段階で、１～３月のうちで２回程度を予定し、４月からは、年度計画

と、中期計画そのものの意見具申、ということで、今年よりは楽になるのではないかとは

思いますが、またご協力をお願いしたいと思います。11月が任期でございますので、最後

まで何かと忙しいということになりそうです。再任ということですが１回限りでございま

すので、片山委員と私は11月で終わり、ということですね。 

 

（村上総務局長） 

原則としては、ということでございます。 

 

（片山委員） 

今年度11月の所に記載されている「創造的連携ＰＴ」というのはどういうものでしょう

か。 

 

（山内大学支援担当課長） 

大阪市と大学との間で、市長と理事長以下役員とが「パートナーシップ協議会」という

ものを構成しておりまして、年２回意見交換の場を設けております。その下部組織としま

して、総務局が担当する経営改革支援プロジェクトチームと、いわゆる政策的な議論をす

る場として、「創造的連携プロジェクトチーム」を設けまして、政策企画室というところ
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が担当しております。 

中期目標については、管理的な立場になりがちな総務局サイドで作っていくということ

ではなく、市全体として大学に対して何を求めていくかという観点から、政策的な議論を

する場において、科学技術的なものも含めまして、「創造的連携プロジェクトチーム」の

場を借りまして、議論していくべきと考えております。これは既にある組織でございます

ので、これを活用していくということでございます。 

 

（楠本委員） 

大学のことだけを議論する場ではないんですか。 

 

（山内大学支援担当課長） 

これは、大学と市の間での課題を専ら議論する場でございます。 

 

（松岡委員長） 

評価委員会としては、特に事前評価のところで、評価と改善すべきところなど意見具申

をしておりますので、事前評価自身が、次の中期目標・計画の参考になるというのが目的

のひとつです。我々が事前評価で申し上げた点については、次期中期目標・計画がその観

点、あるいはそれ以外の観点から見てどうかということを申し上げる機会があろうかと思

います。 

それが、来年に入って２回の評価委員会において、市と大学から出てきた案について検

討して、意見を申し上げるということです。従って、まだ今年度の評価委員会としてはま

だ終わってはおりませんが、ひとまず、しばらく解放ということです。 

 

これで、本日予定の議題は全て終了いたしました。この際、事務局から何かご意見等ご

ざいませんでしょうか。 

 

（上田行政部長） 

どうもありがとうございます。評価結果の一区切りということで、総務局長よりあいさ

つ申しあげます。 

 

（村上総務局長） 

ひとことご挨拶を申し上げます。 

今年度は、中期目標期間の事前評価を行っていただくということもございまして、松岡

委員長をはじめ評価委員の皆様方におかれましては、作業部会も含めまして、これまで７

回のご審議、お疲れさまでございます。また、お忙しいなか、評価結果のとりまとめに多

大なご尽力を賜りまして、まことに有難うございます。 

 

本日ご審議いただきました平成21年度の業務実績に関する評価、そして中期目標期間に

関する評価につきましては、最終確認を行ったうえで、10月上旬を目途に、松岡委員長か

ら市長へ評価結果報告を行っていただき、その後、法人へも通知してまいりたいと考えて

おります。また、財務諸表と剰余金の繰越につきましては、委員会として「意見なし」と
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いうことでございましたので、こちらもあわせて市長へ報告させていただきます。 

 

今年度は大阪市立大学の役員が一新し、また、次期中期目標・中期計画の策定に向けて、

まさに動き出す年でございます。本市も、市政改革の新しい構想の発表をはじめ、これか

らの大阪市を方向付けるプランを策定する時期にあたっております。その中では、市大の

持つ力を活かした取組についても、いくつか織り込まれており、実際に来年度から取組を

始めようという動きも出てきております。 

８月13日に西澤理事長兼学長が仰ったように、大阪市立大学が大阪市で総合大学として

の実績を積み上げてきたという、その実績がこれから成果として大阪市へ活かされていく

ように、これからも支援担当部署として尽力していきたいと考えております。 

 

評価等に関する委員会の開催につきましては、本日が最後でございます。繰り返しにな

りますが、委員の皆様方には、多大なご尽力を賜りまして、心から厚くお礼申しあげます

とともに、引き続きご指導、ご協力をお願い申し上げまして、閉会にあたっての挨拶とさ

せていただきます。どうも有難うございます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。 

それでは、本日の審議はここまでといたしたいと思います。皆様、おつかれさまでした。 


