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平成26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26年９月５日（金）午後２時30分～午後４時30分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室 

出席者： 

【委員】楠本委員長、種田委員、喜多委員、桑原委員、竹村委員、 

堀委員、宮本委員 

【大学】赤井大学改革室次長、松尾法人運営本部事務部長、 

藤井大学運営本部事務部長、田口法人運営本部企画監兼経営管理課長、 

羽者家大学改革担当課長 浅井職員課長、 

川上医学部・附属病院事務部長兼Medcity21運営課長、 

大槻医学部・附属病院経営企画課長  ほか 

【大阪市】中村経済戦略局理事、土橋交流推進担当部長、 

岩谷大学支援担当課長、二宮大学支援担当課長代理 

○開会 

（土橋交流推進担当部長） 

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 26 年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いた

したいと存じます。 

それでは、早速ですが、楠本委員長、議事進行をよろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長） 

本日は、お忙しい中、また暑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三つございます。 

一つめは平成25年度業務実績評価に関する評価結果について、ほぼ確定した

いと思います。二つめは、平成25年度財務諸表の市長承認に対する意見具申に

ついて、三つめは、平成25年度剰余金繰越の市長承認に対する意見具申につい

て、です。議題２と３で財政的な面をご議論いただき、意見具申のための意見

をまとめてまいります。 

それでは、一つ目の議題に入ります。 

平成25年度業務実績の評価結果（案）につきましては、前回、市立大学の杉

本キャンパスにお伺いしまして、理事長兼学長以下、理事の皆さんと意見交換

をいたしました。その内容を踏まえ、また事前に委員の皆さんのご意見もお聞

きしながら、事務局で評価結果（案）をまとめていただきました。基本的に、

本日の評価委員会で評価結果を確定しまして、文言等少しの修正であれば、私
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と事務局とで調整させて頂きたいと思います。その後、速やかに事務局を通じ

て市長へ報告し、法人への通知も行います。 

まずは、資料１－１「平成25年度業務実績に関する評価結果（案）」に基づい

て、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料１－１「平成25年度業務実績に関する評価結果（案）」をご覧ください。

前回８月20日の評価委員会の後、事務局から評価結果の案を送付させていただ

きました。短い期間で意見をいただき、委員の皆様にはご迷惑をおかけしまし

たが、いただきましたご意見を反映させ、再度修正を加えたものが、今、お手

元にあります評価結果（案）です。ご送付させていただいたものから変更した

箇所にはアンダーラインをひいています。 

まず３ページをご覧ください。アンダーラインをひいていますが、ここには

大学改革プランのことを記載していたのですが、大学改革プランが唐突に出て

くる感じがしましたので、当初の記載に戻しました。 

４ページ、中ほど、＜前年度評価委員会における主な指摘事項＞の一つめの

○ですが、修正前は「学生の海外留学を促進する環境整備として、単位互換制

度やダブルディグリー制度、認定留学制度についての検討を行った。」としてい

ましたが、そこの表現を変えまして、「国際学術交流協定校との単位互換制度や

ダブルディグリー制度、認定留学制度についての検討を行い、学生の海外留学

を促進する環境整備に取り組んだ。」に変更しました。＜主な指摘事項等＞の下

の文章については、「特に重点三戦略の進捗については評価に値するが、」とい

う文言を追加しました。次に、下から２行目の後半、年度計画の達成水準につ

いての文章ですが、「形式的なもの」から「形式的になる恐れのあるもの」に修

正しています。また５ページの上から２行目、「適正な数値目標」から「適正な

目標」に修正しました。その下、学生サポートセンターの取り組みについてで

すが、「積極的に」という言葉を追加しています。次の○は、文章を新たに追加

したものです。「グローバル人材の育成のために、学生ニーズも考慮しながら、

認定留学制度や、国際学術交流協定校との単位互換制度の拡大等を積極的には

かり、引き続き留学を促進する経済的かつ教育的環境を整備する取組に努めら

れたい。」という文章を追加しました。 

続きまして、７ページの研究に関する措置についての意見・指摘事項ですが、

「研究支援体制」として「戦略的研究経費、学長裁量経費などにより優れた研

究を重点的に支援する体制は構築されている。研究期間終了後においてもその

成果等について検証を行い、より制度が効果的なものになるよう努められたい。」

という文章を新たに追加しています。８ページ、国際化に関する項目で「学生
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の海外留学支援」について全体的評価でも記載していますが、項目別評価とし

ても記載を追加しました。その下の「病床利用率の向上」について、「病院経営

改善に一定の成果が得られているが、引き続き病床利用率の向上などに取り組

まれたい。」という文章を追加しています。９ページ、２業務運営の改善及び効

率化に関する措置の表の下に、前回のご議論でC評価をB評価にしましたが、そ

の文章を「小項目評価の集計を判断基準にあてはめるとC（やや遅れている）評

価となるが、大項目の実績全体を総合的に判断し、B（おおむね順調に進捗）評

価とする。」に修正しました。また意見・指摘事項の人事・給与制度の文章につ

いては、「一定」のうしろに「程度」を追加しました。10ページ中ほど、財務内

容の改善に関する措置の意見指摘事項として、新たに文章を追加しました。「さ

らなる効率的な財務運営が求められる中、外部資金の獲得は重要である。また

外部資金により研究や事業の発展も期待されることから、引き続き各種科学研

究費補助金事業の採択や、受託研究等に取り組まれたい。」としています。また

一番下のC評価をB評価にしたことの記載文章は、先ほどと同じ修正を行ってい

ます。11ページ、一番下に、意見指摘事項を追加しています。「安全対策につい

て」ですが、「教職員、学生の安全のための防災対策は大きく進んでいる。建物

の耐震工事についても、教育研究活動に配慮しながら、計画的に進められたい。」

という文章を追加しています。12ページ、「他大学等との連携」について、「「地

（知）の拠点整備事業（大学COC）」に採択されるなど、地域や社会の発展に貢

献する拠点としての発展が期待されるが、そのためには、地域社会や企業、大

阪府立大学など他大学とのますますの連携強化に取り組まれたい。」という文章

を追加しています。その下「コンプライアンスの向上」については、文章を書

くところを点線で囲っています。ここは大学の説明をお聞きしてから記載する

かどうか判断したいとのご意見を委員からいただきましたので、今は文章を記

載しない状態にしています。 

続きまして、資料１－２「平成25年度業務実績に関する評価結果概要（案）」

ですが、評価結果（案）に基づき、A3判で作成しています。基本的に昨年度ま

でのものを踏襲して作成しています。「項目別評価」については、５つの大項目

それぞれについて、評価結果（案）から、主な取組事項と意見指摘事項をまと

めて記載しています。またそれぞれの項目について、評価AやBを記載しました。

また「項目別評価」のとなり「全体的評価」では、項目別評価を受け、「全体と

しておおむね順調に進捗している」としています。下の文章は、評価結果の全

体的評価から抜粋して記載しています。説明は以上です。 

 

（楠本委員長） 

事前にみなさまからご意見をいただき、事務局で案を作成していますが、２
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点ほど、ご議論いただきたい点があります。 

まず12ページのその他業務運営に関する重要目標についての意見・指摘事項

についてですが、竹村委員から、コンプライアンスにかかる取組について記載

するかどうか、法人から説明を聞いたうえで判断したいとのご意見をいただい

ております。資料の１－３にその項目を記載しておりますが、業務実績報告書

の82-2の項目で、学内事務組織における法務部門の欠如、懲戒処分厳格化の必

要性などの課題について法人がどういう対応をしているかお聞きになりたいと

いうことですが、法人からご説明をお願いします。 

 

（松尾法人運営本部事務部長） 

 コンプライアンスの向上という項目ですが、これにつきましては、業務実績

報告書項目82-2、内部通報制度を導入したことに伴います取組実績を記載して

おりますが、法令等の順守を促進し大学運営の一層の健全経営を図るべく、平

成25年４月に「公立大学法人大阪市立大学内部通報および不当要求行為に関す

る規程」を制定しました。受付相談窓口を学内、学外に設置する内部通報制度

を導入したことによりまして、教職員の法令意識の醸成や不正行為の抑止にも

つながり、自浄作用が出てきているということです。こういった法令順守や適

正な業務を確保する取組の中で、法務部門というセクションはありませんが、

弁護士である監事の役員会への参加、顧問弁護士によるリーガルチェックなど

日常的に行える体制を整えております。さらに本学独自の「法制執務ハンドブ

ック」を作成し、係長級以上全員に配布することで、法令順守の意識の醸成を

図っております。また不祥事があった場合には、大阪市の懲戒処分に関する指

針を準用して、顧問弁護士と相談して、懲戒処分を厳正に行っておるところで

ございます。ただ法人としての指針はございませんので、指針の作成などを行

っていきたいと考えております。法人としましては法令順守、適正な業務執行

のためにさまざまな取組を進めていますが、今後とも内部通報制度に基づく自

浄作用により、課題の認識とその解決に向け取組を進め、健全な法人運営を図

ってまいりたいと考えております。以上です。 

 

（楠本委員長） 

法人からご回答いただきましたが、竹村委員、いかがでしょうか。 

 

（竹村委員） 

取組まれた内容はよく分かりました。コンプライアンスの向上は非常に重要

で、市民府民の関心の高いところだと思いますので、ここまで取り組まれた、

引き続き指針を作るなどの強化に取り組まれたいというような文言を書いてお
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く方が、我々もチェックしたということになるかと思うのですが、いかがでし

ょうか。 

 

（楠本委員長） 

ほかの委員の皆様はいかがでしょうか。きちんとやっているということは、

確かですが、大学としての懲戒の規定がない、まだ検討中ということですね。

内部通報システムはできているという点では整備されているようですが、竹村

委員がおっしゃられたようにコンプライアンスは大事なことですね。いかがで

すか。 

 

（喜多委員） 

今のご意見は、取り組まれていることを記載して、コンプライアンスについ

て確認できている、それを地道に続けて行くということを記載するということ

でしょうか。 

 

（竹村委員） 

そういうことを取り組まれているということを前提にして、意見指摘事項と

して、引き続き今後は独自のものを作っていただきたい等と書いてはどうでし

ょうか。 

 

（喜多委員） 

おっしゃるとおりで、いいと思います 

 

（楠本委員長） 

取り組んでおられるということを書いたうえで、引き続き取り組んでほしい

ということですね。 

他の委員のみなさまもよろしいでしょうか。文言については、事務局と竹村

委員でまず調整いただいて、最終的に私も確認するということにさせていただ

きます。 

続きましてもう一点は、重点三戦略の評価に関する文言についてです。 

６ページをご覧ください。前回の評価委員会では、教育研究等の質の向上に

関する項目について、Ａ評価にしてもいいか等ご議論いただきましたが、評価

はＢ評価のまま、重点三戦略の取組を評価する文言を項目別評価の冒頭に加え

るとのことでした。また一方で、重点三戦略は大きな項目ですので、全体的評

価の４ページ、主な指摘事項のところに記載するというご提案もありました。

現在の評価結果（案）では両方に記載しております。これについて、ご意見ご
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ざいませんでしょうか。 

 

（堀委員） 

私は両方に書くのでいいと思います。重点三戦略は大きな柱ですし、それを

どのように評価しているかという評価委員会のスタンスを示した方がいいと思

います。Ｂ評価になっているので、強調して書きにくいというところもありま

すが、私達は重点三戦力についてポジティブに評価していますので、こういう

書き方でいいのではないでしょうか。４ページの文章をもっとポジティブにす

るなら、「特に重点三戦力の進捗については評価に値するが、」でトーンダウン

するので、ここで「。」にするとプラスアルファになりますが。表現だけの問題

とは思いますが、Ｂ評価との整合性をある程度担保しておかないと、どうなっ

ているのか聞かれた時に説明できないといけませんので、私はこれでいいと思

います。 

 

（楠本委員長） 

全体評価の主な指摘事項のところに、重点三戦略について書いた方がいいの

ではないかというのは、いいご意見だと思いました。また堀委員は項目別評価

のところにも書いておいた方がいいのではないかということでしたが、私もそ

れがいいと思います。両方に書いておくということでよろしいでしょうか。 

 

（喜多委員） 

両方にあっても違和感はないと思います。 

 

（楠本委員長） 

重複感もないですね。ではこの点については、両方に書いておくということ

にしたいと思います。 

特にお諮りしたかったのは、この２点ですが、これ以外につきましても、ア

ンダーラインを引いたところは皆さんからのご意見で修正したところになりま

すが、みなさんのご意見がきちんと示されているかということも含めて、ご意

見いただけたらと思います。 

 

（堀委員） 

私が加筆のご提案させていただいたのは、８ページの附属病院の関する意見

ですが、前回までは空欄になっていました。病院は必ずしも経営がメインでは

ないので、書くべきかどうかということもあるのですが、病院の一定の成果と

して増収を図っておられるということが出てきています。では、それだけでい
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いのかということになるのですが、確か市大病院の病床利用率は81％ぐらいだ

ったと思うのですが、大学病院としては少し低い。ただ評価項目の中にそれが

でてきていない、該当する項目がないのです。Ⅱ評価の項目ではないのですが、

意見を書くことについてみなさんのコンセンサスをとっておきたいと思うので

す。資料の中には病床利用率が出てくるのですが、該当する項目としてはない

ように思うのですが、ありましたか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

項目60の病院経営の改善という項目で、中期計画としては「安定的かつ効率

的な病院経営を行っていくために、経営状況の分析を行い、財政基盤の充実を

図るとともに、病床利用率80％以上をめざす」ということで、今81％ですので、

目標達成ができているという評価になっています。 

 

（堀委員） 

はじめに設定された水準が低いのです。以前は80％を切っていたので、この

水準になったかと思いますが、今の大学病院の現状としては低いのです。この

項目はクリアできたから確かⅢ評価になっていたかと思いますが、他の大学病

院と横並びにみると、少し不足なのです。そういうことを知っているものです

から、ここに書いたのですが、水準の80％を超えたからいいのではないか、な

ぜこんなことを言われなくてはならないのかというご意見もあるかと思います。

しかし大学病院といえども今は85％をクリアしてほしいというのがありまして、

実際クリアされているところもありますし、「引き続き病床利用率の向上などに」

という言葉の中には、よく取り組んでいただいているが、「引き続き」というと

ころ、そういうニュアンスを込めて書きました。 

 

（楠本委員長） 

「引き続き」ということですので、これを読まれた方にはそのニュアンスは

伝わるのではないかと思いますね。 

  

（堀委員） 

そこのところをご了解いただきたいと思います。 

 

（種田委員） 

確かに去年より病床利用率は下がっていますね。 

 

（堀委員） 
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詳しく言いますと、在院日数と利用率というのは一般に、二律背反関係にな

っています。在院日数を減らすと収益が上がります。今の保険では、長く入院

させると報酬が減るシステムになっています。収益の確保のためにはどこも入

院は短くしたい。ただ早く退院してもらうと病床が空いてしまう。それを両方

とも確保できるのは最高ですが、経営の場合どちらを重点的に考えるかという

と、入院日数は短くしても収益が高い報酬をもらって、部屋が空いていること

には目を瞑るという傾向になっています。ところが市民からみると、ベッドが

空いているのになぜ入院できないのかという不満になることもあります。経営

面と市民感覚とが「痛し痒し」というところがあるので、これぐらいの表現か

なと思います。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

先程の病床利用率のお話ですが、私たちも適正な値がどれぐらいなのかとい

うことを考えているのですが、「週刊ダイアモンド」が「頼れる病院ランキング」

というものを出しており、法人税や固定資産税が非課税となっているいわゆる

公的病院のうち100床以上の病院と総病床数が500床以上の民間病院を対象とし

ての平均を出しているのですが、そこでの2012年の病床利用率は76％が平均に

なっています。このランキングの調査では80％から85％をキープするというこ

とがないと経営がきびしいというコメントもありますが、我々としては、80％

という基準が低いという認識はありませんでした。大学病院というのは特殊な

病気を診るところでもありますし、ベッドの回転率を効率的にするにしても、

そればかりでは難しいところもあります。堀委員がおっしゃるように国立大学

の附属病院では、病床率が非常に高い85％以上のところがあるのも承知はして

いるのですが、80％という目標数値は悪いものではないと、どちらかというと

よく頑張っている方ではないかと設立団体としては思っておりました。 

 

（楠本委員長） 

「引き続き病床利用率の向上などに取り組まれたい」というのは、そんなに

否定的なコメントではないのでいいのではないかと思いますが、よろしいでし

ょうか。他にございませんか。 

次に項目別評価の意見指摘事項についてですが、今までは、行き届かなかっ

たこと、あまりうまくいかなかったことに対して、来年はこうしてくださいと

いうような意見を書くことが一般的でした。例えば９ページの人事・給与制度

については、新しい制度を作ろうというのが出来ていない、また柔軟な教育研

究体制については、研究組織と教育組織の分離はできていなかったので、さら

に取り組んでいただきたいということを書いています。しかしそれ以外のとこ
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ろは、堀委員のお話もそれに近いように思いますが、７ページ、研究支援体制

については、私が書いたのですが、「戦略的研究経費、学長裁量経費などにより

優れた研究を重点的に支援する体制は構築されている。」、これについては、研

究のお金を差し上げた評価についてどうしているのかということを大学にお伺

いしましたが、外部評価委員を入れて行っているなどご説明をしていただきま

した。ちゃんとできているということをお聞きしたにもかかわらず書いたので

すが、「研究期間終了後においてもその成果等について検証を行い、より制度が

効果的なものになるよう努められたい」というのは、私が書いた意図としては、

取り上げた研究の評価はできているが、それらの研究について、研究期間終了

後どう発展していくのかということを、なかなか大変だとは思うのですが、大

学としてみていただきたい。例えば、人工光合成のように市大を代表するよう

な研究がその中から出て来るはずなので、それについても目を向けていただき

たいというつもりで書きました。意図が伝わるかどうかですが、他の項目でも

そういうところがあり、できているにもかかわらず指摘しているところは、で

きているけれどもさらにこうなってほしいというということが明確になるよう

に文言を書き加えた方がいいのかというところもありますので、そういうこと

も含めてご意見をいただけたらと思います。 

 

（堀委員） 

都市研究プラザでしたか、プロジェクトが終わった後資金がなくなってしま

うということについてどのように手当てしていくか、前に議論になりました。

７ページにある「研究期間終了後においても」というのも、そのニュアンスが

あると思うのですが、検証と同時に、いいものをどうつないでいくかは、大学

として支援するべきだということでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

そうです。 

 

（堀委員）  

私も賛成です。具体的には書きにくいことですが、そういう配慮は必要だと

いうことを書いているので、私はこういう書き方でいいのではないのかと思い

ます。 

 

（楠本委員長） 

本当は、大学として、いい研究成果については支援だけでなく広報にも努め

ていただけたらとも思っていたのですが、整理してこの形になりました。 
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（堀委員） 

言葉についてですが、「より制度が効果的」ではなく「制度がより効果的」で

すね。 

 

（楠本委員長） 

そうですね。修正しましょう。 

同じように、８ページのグローバル人材についても、かなりうまくいってい

るのですが、さらにもっとということですね。また10ページの外部資金につい

ても、科研費等、外部資金はかなり頑張って獲得されておられるのですが、こ

れからも一層努力していただけたらというニュアンスで書いていますね。 

 

（喜多委員） 

これは永遠の課題ですよね、それに対してエールを送っているような。 

 

（楠本委員長） 

多くの項目がそうですね。そういうニュアンスが大学や大学以外の外部の方

に伝わるように、できていないのではないかと思われないように工夫する必要

があるかもしれません。今ここですぐにご意見を言っていただくのは難しいか

もしれませんが、全体としてだいたいこれでよいということでしたら、先程の

コンプライアンスについては竹村委員のご意見をお伺いしてからということに

なりますが、細かい文言の修正につきましては、私と事務局で調整させていた

だきます。 

次に先程説明していただいたＡ３版の評価結果の概要についてですが、こち

らは字が少ない分、書いたことが非常に強く表れるますので、少し直した方が

いいのではないかと思います。例えば財務内容について「引き続き外部資金の

取組が必要」というのは、できていないかのような印象を与えるという気がし

ます。しかし一行で書こうとすると難しいですね。また左下の附属病院のとこ

ろの最後の行ですが、先程堀委員が言われた病床利用率についてですが、こう

書くと強く出てしまいうので、これは工夫した方がいいですね。 

 

（喜多委員） 

社会貢献のところで、国内特許出願件数増加と書いていますが、これは正し

くは国内特許出願承継件数ですよね。 

 

（楠本委員長） 

事務局、よろしいでしょうか 
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（岩谷大学支援担当課長） 

先程ご指摘いただきました、財務内容の改善及び効率化に関する措置のとこ

ろで、「引き続き外部資金獲得の取組が必要」というのが少し強い感じだという

ことですが、その上の○の主な取組として、「目標を上回る外部資金の獲得」と

書いていまして、目標を上回る外部資金の獲得ができているので、引き続きと

いうふうに書いています。病院の病床利用率のお話もありましたが、この文言

の前に、目標は達成しているが引き続き、という印象になるよう文言を加える

工夫をさせていただこうかと思います。 

 

（堀委員） 

病院のところは病床利用率ではなく、「経営改善に引き続き」など、もう少し

大きなところで書く方がいいと思います。いきなり各論がでてくると、これが

非常に悪いような印象を与えてしまいます。 

 

（楠本委員長） 

 すべて最後は「なになにが必要」という語尾に揃えるようにしていますが、

少し工夫していただきましょうか。 

 

（堀委員） 

「必要」だと今はない、ということになってしまします。「望ましい」、「望ま

れる」や「期待する」というのはいかがでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

そうですね。「必要」で切ってしまうと、できていないというニュアンスが強

く出るような気がします。評価結果について、この概要のみを見られる方も多

いのですよね。 

 

（堀委員） 

よくがんばっていることが伝わってくるような文言が望ましいですね。 

 

（楠本委員長） 

それでは細かいところについてはお任せいただきます。お気づきの点が他に

もあれば、事務局へお伝えください。本日いただいたご意見をもとに、何度も

申し上げますが、細かい文章表現などについては、私に一任いただきまして、

事務局と整理させていただきます。確定しましたら各委員あてに事務局からお

送りさせていただきます。そのうえで、事務局を通じて市長への報告および法
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人へ通知していただきます。よろしいでしょうか。いろいろご協力ありがとう

ございました。 

次に議題２平成25年度財務諸表の市長承認に対する意見具申についてに移り

たいと思います。平成25年度の財務諸表につきましては、８月20日の評価委員

会で説明がありましたが、評価委員会では、平成25年度財務諸表と、平成25年

度剰余金繰越の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25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 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

本体資料及び別冊１の平成 25年度財務諸表をもとに説明いたします。まず資

料２－１「平成 25年度財務諸表の概要について」をご覧ください。 

公立大学法人の財務諸表につきまして、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 26 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

出にあたっては、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。財務諸表の具体的な内容につきましては、

前回の評価委員会において参考資料２「平成 25 年度財務報告書」を活用してご

説明させて頂きましたので本日は省略させて頂きます。 

次に資料２－２「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ており、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は、確認の結果、考慮すべ

き意見は無く、問題はありません。なお、平成 24 年度決算においてご説明して

おりました、運営費交付金が 3,000 円多く収益化されていました件につきまし

ては、監査法人に相談のうえ平成 25 年決算において、運営費交付金収益で 3,000

円を減額し、運営費交付金債務で 3,000 円増額する修正を行っております。以
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上により、合規性の遵守と表示内容の適正性につきましては、事務局として確

認を行った結果、平成 25 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。 

続きまして、資料２－３「財務指標の比較について」をご覧ください。大阪

市立大学の財務状況をご説明するため、他大学との財務指標の比較を作成して

おります。法人化しました平成 18 年度以降、８年間の市立大学における経年変

化、他の公立大学や日本のトップクラスと考えられる国立大学グループの平成

24 年度平均を記載しております。本指標は、文部科学省において国立大学法人

の財務分析をする上で用いられている指標を参考に算出しております。市大に

つきましては、大学と附属病院のセグメント別の算出もお示ししております。

附属病院を有する総合大学としての比較対象としては、※１の名古屋市立大学、

またセグメント別の比較対象としては、大学セグメントは※２の首都大学東京、

附属病院セグメントは※３の横浜市立大学もご覧ください。法人全体について

は※４の国立大学グループ平均もご参考ください。それから、大阪の公立大学

として大阪府立大学についてもセグメント別に記載しておりますので、ご参照

ください。 

大阪市立大学のセグメント別の特徴としましては、まず、財源に関して、運

営費交付金比率については、大学と病院セグメントを比較いただきますと、多

額の診療収益を有する附属病院が大学セグメントに比べて低くなっております。

一方、受託研究等の外部資金比率については、大学セグメントが高くなってお

ります。次に、全業務費に占める主要な経費の割合に関し、人件費、一般管理

費については多額の診療経費を有する附属病院が大学セグメントに比べて低く

なっております。また、財務状況の指標に関し、経常利益比率については、診

療活動が好調であった附属病院について高くなっております。これらの特徴に

ついては、名古屋市立大学におきましても同様の傾向と言えます。 

続きまして、法人全体について、昨年度との比較で特に数値の変動の見られ

る指標について説明させていただきます。流動比率については昨年度 162.7％か

ら 176.5％となりさらに改善となっておりますが、これは附属病院収入が５億円

増加したことや固定資産に計上されていた長期運用の金融商品の内、１年以内

に償還を迎えるものが、流動資産に異動したことにより、現預金が 11 億円増加

したことなどにより、現金等の流動資産が 24 年度 176 億円から 25 年度 206 億

円に増加したことが主な原因でございます。 

全体として、法人化以降、人件費を中心とする運営費交付金を削減する一方

で、外部資金、附属病院収入などの自己収入の増加に取り組んできた結果、運

営費交付金比率は 18年度 37.7%から毎年減少しており 25年度 24.5%へ減少し、

財源の多様性が向上しました。また、診療経費比率が 18 年度 63.5%から 25 年
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度は、24 年度の 56.9%に次ぐ 57.8%と減少しており、附属病院を中心に収支改

善に取り組んでおります。また経常利益比率につきましては、平成 25 年度が

4.1％に下がっておりますが、これは附属病院セグメントが 24 年度 7.6%から 25

年度 6.0%に下がったことによるものですが、引き続き、附属病院を中心とした

収支改善の取組みを進めた結果、過去最高の 5.1%となった 24 年度決算に次ぐ

数値であり、他の法人と比較しても高い水準を維持しております。 

他大学との比較につきましては、大学セグメントに関し、人件費の業務費に

占める比率は 24 年度 68.4%から 25 年度 66.5%と減少しているものの、依然と

して少し高めとなっております。人件費については、25 年度においては退職手

当の支給率の引下げや賞与の減額措置を実施しており、また、24 年度と同様の

給与カットの継続実施や、業務執行体制の見直しを進めるなど、経費節減の取

組を進めておりますが、人件費以外の経費も縮小している中では、比率として

はなかなか大きな減少とならない状況となっています。また、人件費率の分母

となる業務費の違いも人件費率に影響を及ぼす原因となっております。例えば、

大学セグメントのうち、最も人件費率の低い大阪府立大学との比較につきまし

ては、同大学は施設整備が進んでいるため新しい施設設備が多く、業務費を構

成する修繕費、減価償却費が大阪市立大学と比べ８億円多く、また、図書の除

却費も 10 億円多くなっています。この３項目を業務費から除いた人件費率の比

較だと、市大、府大で大きな違いはなく、市大は 69%、府大は 65%となります。

また、教育経費比率については、少し低めとなっております。こちらにつきま

しても、限られた業務費の中で配分を大きく変えるということが困難である状

況です。また、大阪市立大学は施設の更新が遅れており、教育関連の施設設備

に関する減価償却費が他大学に比べて小さいことも、教育経費が大きくならな

い原因の一つになっています。外部資金の獲得についてはトップクラスの国立

大学と比べるとまだ低い水準であり、今後、活発な教育研究活動のためにも国

の競争的資金の獲得や産学官連携の活発化に向けて、一層の取組みを期待して

おります。 

附属病院セグメントに関しては、医薬品の絞り込み等の取組により収入の伸

びに対する経費の伸びが抑制され、診療経費比率が他大学と比べても低い水準

となっております。このことが、経常利益比率を押し上げた要因と考えられま

す。しかしながら、附属病院につきましては、多くの老朽化した設備や医療機

器の更新を控えており、今後の経費負担の増加が見込まれます。引き続き収益

性を一層向上させ、安定的な病院運営に努めるとともに、高度・先進医療の提

供や医療人の育成をはじめとする地域医療への貢献に尽力頂きたいと考えてお

ります。財務諸表の説明につきましては以上でございます。 
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（楠本委員長） 

財務諸表については、まず専門家でいらっしゃる種田委員からご意見をお伺

いしたいと思います。 

 

（種田委員） 

比較表は非常にわかり易いし、先日配付されたファイナンシャルレポートも

わかり易いと思います。数字としては運営費交付金比率が少なくなっているが、

その他での収益を拡大しており、ファイナンシャルレポートをみてもキャッシ

ュフローでも非常に良いです。病院ががんばっているのが一番大きいかもしれ

ないですが、財政的にも非常に良くなってきており、今回も剰余金もあります。    

これだけ頑張って人件費やその他の経費を我慢して余剰金を生み出していま

すが、これ以上は限界なのではないでしょうか。これ以上やって、定着する職

員がいなくなるのも問題です。またより効果的に有名な目玉となるような教員

を招聘する場合は人件費がかさむと思われますので、あまりこれ以上、人件費

の削減を追求するというよりも、より良いような形で今後は運営していっては

どうかと思います。私は今の業績が悪くないと思うので、今後は、どう使うの

か、貯めるだけではなく、人工光合成の研究も含めて大阪市立大学の目玉とな

る教育が充実できるような形に転換していく方が良いのではないでしょうか。

各比率で努力されるのは悪くはないが、経費が少なくなれば良いというもので

はないので考えていただければと思います。 

 

（楠本委員長） 

ありがとうございました。 

 

（宮本委員） 

財務諸表比較は、運営費交付金比率など、すべて比率で比較されているので

すが、これだけでよいのか、と感じました。比率ということですから、分子と

分母の数字で決まるわけですが、例えば、運営費交付金が減っても、同じ率で

経常収益が減れば、運営費交付金比率は下がらないことになります。また外部

資金が増えなくても、経常収益が減れば、外部資金比率は上昇します。ですか

ら、比率の時系列的変化だけではなく、分子と分母の絶対額の変化をみなけれ

ば、財務状況はよく分からないということになるのではないでしょうか。他の

大学とこの比較をするのは難しいかもしれませんが。 

 

（種田委員） 

大阪市は財政的に厳しいので、これ以上運営費交付金が増えることはないと
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思われます。だから自助努力で貯めている状況にありますが、そうなると交付

金がさらに下げられることになる。職員の給与は大阪市職員の給与に連動して

下げていると思われますが、これ以上下げると良い先生は来なくなると思うし、

間接的な業務を行う職員も定着しなくなるのではないかと思われます。今の世

の中の流れでは、間接的な業務を行う職員にも定着してもらって、単純労働で

はない形でやっていくのが、普通の会社の流れです。あまり人件費を減らし過

ぎて、ノウハウが何も残らなくなるという状況になるのは止められた方が良い

のではないかと危惧をしています。 

 

（宮本委員） 

私は、法人の財務をコントロールするための指標がここで示されている比率

だけというのはおかしいのではないかと思います。たとえば、人件費の絶対額

は下がったとしても、業務費も下がったとすれば、人件費比率は下がらないか

もしれない、それをもって、人件費をもっと低下させるべきといってよいかと

いうことです。 

 

（種田委員） 

分子が減ったとしても、分母が増えないと比率は減らないということですね。 

 

（宮本委員） 

分子や分母に触れずに比率だけは、本当の財務状況は分からないのではない

でしょうか。 

 

（種田委員） 

市立大学の経常利益率については、非常に良い方だと思います。他の大学が、

交付金を減らされないためにぎりぎりの状態にしていることもあるかもしれま

せんが、他大学と比べると良い数字ですし、昨年度は別として非常に良い水準

だと思います。 

 

（宮本委員） 

全体として、利益が出てよいのかという問題もあります。 

 

（楠本委員長） 

大学の本来の目的が達成されているかどうかは、比率ではわからない。計画

が達成されているということは、我々は認めたわけですが、良い学生を獲得し、

良い学生を育て、良い成果を上げることにあります。 
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剰余金を来年度に繰り越すことを認めるということについては、後ほどご議

論いただくことになります。財務諸表に関して今のようなご意見が出てきて議

論をしてもきりがないと思われますので、本日のところはよろしいでしょうか。 

宮本委員が言われたように絶対額も出してもらってみないといけないことに

なると短い時間では難しいでしょうね。 

非常に努力をして経営をしておられるというのが、種田委員からのご意見で

したが、それ以外にご意見はないでしょうか。 

それでは、財務諸表そのものについては、承認するということでよろしいで

すね。 

次の議題ですが、25 年度の剰余金の繰越しについて事務局からご説明願いま

す。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料３－１「平成 25 年度剰余金繰越承認について（案）」をご覧ください。

こちらに記載した内容を図示するものとして次のページに資料３－２「平成 25

年度剰余金繰越の承認の考え方について（案）」を作成いたしましたので、こち

らでご説明させて頂きます。 

まず、冒頭に記載しております地方独立行政法人における剰余金の位置づけ

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、これを積み立て、

中期計画に定められた使途の範囲内において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、法人運営上の経営努

力に対するインセンティブを付与するためのものでございます。 

次に、平成25年度の剰余金の概況についてですが、左上の表をご覧ください。

経常利益③は、経常収益②503 億円から経常費用①482 億円を差し引いた 21 億

円となっております。臨時損失④は、理系学舎整備事業において取り壊した建

物の撤去費用の 1 億円を計上しております。 

臨時利益⑤は先ほどご説明した建物の撤去費用見合いの 1 億円を収益計上した

ものです。⑤から④を差し引いた臨時収益⑥は、0 円となります。目的積立金取

崩⑨は、理系学舎整備事業等の大学負担分や MedCity21 整備事業などに充てる

ため第一期の前中期目標期間繰越積立金を活用した 5 億円でございます。当期

総利益⑩は、収益合計⑧504 億円から費用合計⑦483 億円を差し引いたものに目

的積立金取崩⑨5 億円を加えた 26 億円となります。この 26 億円に対する法人

の利益処分案は、積立金に 5.51 億円、目的積立金に 20.20 億円となっておりま

す。積立金は、矢印に記載のとおり、地方独立行政法人法第 40 条 1 項に基づく

もので、毎事業年度の損失に充当するなど、中期目標期間中は法人が事業費と
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して取崩すことが許されないものです。法人においては、会計処理上の利益で

あり現金の裏付けのないものが毎年度発生することから、これを積立金として

利益処分するものです。例えば、固定資産を取得した場合、購入費を支出し現

金は減少しますが、損益計算書上の費用は減価償却費の発生した部分のみとな

るなど、現金支出と費用計上が同額となりません。逆に、翌年度からは、購入

費の支出はなくても、減価償却費だけが計上されます。このように、現金の減

少と費用の計上の時期が異なるケースが発生します。また、もう一つのケース

として、附属病院の医療機器等更新の財源としている市からの長期借入金を返

済する場合のように、現金が減少しても貸借対照表の流動負債が減少するだけ

で、損益計算書上の費用には計上されない場合があります。このように、現金

の裏付けのない会計上の利益が、25 年度は 5.51 億円発生しました。残りの 20.20

億円については、同法第 40 条 3 項に基づき、経営努力に対するインセンティブ

として、中期計画で定めた使途に充てるための目的積立金への繰越が申請され

ております。この市長承認にあたって問題がないかどうか、同法第 40 条５項に

より、当委員会の意見を聞くことが必要と定められております。 

これについて、これまで当委員会でご確認頂いている承認の考え方を左下に

記載しております。経営努力認定の考え方について、(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点が当委員会における承認の考え方とされてきたものでござい

ます。 

次に、大学における教育・研究という業務の性質上、承認にあたって考慮す

べき事項として、運営費交付金の会計処理の考え方としましては、公立大学法

人における教育･研究という業務の実施に関しては、一般に進行度の客観的な測

定が困難であるため、中期計画及びこれを具体化する年度計画等において、業

務の実施と運営費交付金及び授業料財源とが期間的に対応しているものとして、

一定の期間の経過を業務の進行とみなし、運営費交付金及び授業料債務を収益

化することを原則としています。つまり、計画どおり行うべき業務を実施すれ

ば、収支は均衡するという仕組みが採用されており、費用を削減すればその相

当額は経営努力による利益として認められるべきということになります。 

また、本市における運営費交付金の予算措置における特性といたしましては、

法人の収入動向にかかわらず、本市が求める業務の効率化を先取りして課する

形となっております。こうしたことから、当委員会においては、中期計画に記
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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、原則として発生した剰余

金は全額を繰り越すことを承認するものとしております。 

そこで、剰余金 20.20 億円の生じた要因ですが、経営努力認定の考え方に則

して、損益計算書の予算決算比較を用いて整理しますと、まず自己収入の増と

いたしまして、附属病院収益の増 2.51億円が挙げられます。これは、手術時間

短縮による入院手術件数の増加や在院日数短縮などにより入院、外来ともに診

療単価が増加したことによるものであります。特に入院診療単価につきまして

は、平均在院日数の短縮に努めた結果、一人あたりの入院単価が24年度の66,376

円から 25 年度の 69,110 円へ向上しました。また、手術用材料の事前準備や清

掃方法の効率化、手術内容と所要時間の検証など担当部門の組織的な取組によ

り、手術時間の短縮化が図られ、手術件数を 24年度の 10,130件から 25年度の

10,943件に増加させました。 

次の費用の節減といたしまして、人件費抑制 12.12 億円がございます。これ

は、制度改正による削減としまして、退職手当の支給率の引下げや 12月賞与の

減額措置を行ったこと、雇用形態を含めた業務執行体制の効率化の削減としま

して、本務職員の欠員補充を非常勤職員や人材派遣で対応したこと、委託可能

な業務の外部委託化の拡大、若手教員の積極的な採用による職階構成の見直し

を進めたこと、また、年度途中退職者や育児休業取得者の発生に伴う業務執行

体制を兼務対応や人材派遣を活用することで経費節減を図ったこと等によるも

のです。 

参考に記載のとおり、中期計画における人件費より大学、病院の合計で 9.26

億円の削減を行っております。 

また、その他の経費節減としまして、同効薬品の見直しや使用実績のモニタ

リングによる医薬品の種類の絞り込み及び廃棄量の削減による医薬品費の減な

ど、附属病院における診療経費の削減などの 5.57億円が挙げられます。 

以上に関しまして、次ページの資料３－３平成 25 年度収支計画についての 

予算・決算比較をご覧ください。こちらに全体を示しております。中ほど収入

の部、経常収益の６つ目に附属病院収益がございまして、右端の予算決算の差

額欄が＋2.51 億円でございます。次に、費用の部としまして、左上、費用の部 

経常費用、業務費の２つ目に診療経費がございまして、差額が▲12.41億円です。

診療収入の増に比べて医薬品費の減少などにより経費の増が抑制されたことを

示しております。その二つ下に役員、教員、職員人件費がございまして、差額

の合計は▲12.12億円となります。 

次のページをご覧ください。24年度・25年度の決算比較でございます。中ほ
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ど収入の部、経常収益の６つ目に附属病院収益がございまして、差額は＋4.88

億円でございます。これに対応する費用としまして、左上、費用の部、経常費

用、業務費の２つ目に診療経費がございますが差額は＋4.27 億円です。これも

診療経費比率が向上したことを示しております。その二つ下に役員、教員、職

員人件費がございまして、差額の合計は▲2.17億円となります。 

前のページ、予算・決算比較にお戻りください。収入の部、経常収益３つ目、

４つ目の授業料収益と入学金収益について、補足説明がございます。法人にお

いて、24年度予算と同様に 25年度予算作成時に減免の予算額を反対に計上して

おりました。正しい予算額は、授業料収益は 41.55億円、入学金収益は 7.25億

円でございました。従って、決算との差額は、正しくは、授業料収益は▲89 百

万円、入学金収益は▲22 百万円でございました。これは、就職難等を背景に、

大学院進学者が減少したことによる減少でございます。なお、このことによる

当期総利益の額の修正はございません。 

先程の資料３－２「平成 25 年度剰余金繰越の承認の考え方について（案）」

にお戻りください。以上、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、自己収入の増及び費用の節減によるものと

考えられます。最後に、右下に記載しておりますが、経営努力によるものと認

定する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 105.5％

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 25 年度における

中期計画の進行状況としては「全体としておおむね順調に進捗している」と考

えられます。以上によりまして、繰越申請については、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、法人の申請どおり、

20.20 億円について経営努力によるものと認定し、全額を承認しても問題ないと

考えております。説明につきましては以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

詳しくご説明いただきましたが、剰余金が大学の経営努力によるものである

ことについて、人件費等の削減や病院の経営改善努力を挙げていただきました。

ここに挙げられている剰余金が、大学として行うべきことを行ったかどうかと

いう点については、我々の評価と学生収容定員充足率をもとにし、その上で剰

余金が生まれたのは経営努力であるかどうかをこの評価委員会で判断するため

ご議論願います。 
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（種田委員） 

計画が甘いという言い方をされたりするケースもあるかもしれませんが、そ

の当時において最善の計画を立てており、それに対して、経費の抑制をしてい

ますので、それを自然減だと言われるのはどうかと思われます。人件費だけで

はなく、一般の費用、経費も含めて抑制しています。収入増も病院の収益であ

り自分たちで努力しています。施術件数の増加や、病床利用率については、堀

委員の意見にもありましたが、やり方次第で大分違うのでしょうが、病院の収

入については自然増しか難しいところを、努力をされて上げており、かつ、費

用についても、できるところまで自分たちの努力で節減しています。経営努力

の認定としては、人件費は、大阪市に合わせて減らしたということだけではな

く、自分たちの努力で計画以上に下げられたということで良いのではないでし

ょうか。 

 

（堀委員） 

少し確認させていただきます。附属病院の収益が昨年に比べて 4.88 億円程度

伸びているが、費用である診療経費も 4.27 億円程度伸びています。ということ

は、収益も増えているが支出も増えているので、一昨年程の利益は出ていない

のですね。そうすると、何故、病院収益が上がっているのかというと人件費の

抑制が非常に大きいと考えてよいのでしょうか。外部の派遣を採用するなどに

より人件費を抑制していることが、病院の収益が一昨年に比べ上がっている大

きな要因となっているのでしょうか。 

 

（大槻医学部・附属病院経営企画課長） 

委員ご指摘のとおり、収益の方は５億円程度増加していますが、費用の方は

8.4 億円の増となっています。その内訳としましては、診療経費が 5.4 億円程度

増加していまして、その中では、診療材料の増加や電気料金の増加、委託費の

増加などのコストが増加している状況にあります。ご指摘の人件費につきまし

ては、病院セグメントで見た場合には人件費は増加しておりまして、24 年度比

で 3.2 億円の増加となっております。これは、医師単価の増や雇用人員増、病棟

薬剤師を増員したことによるものなどがあります。結果として、利益が損益ベ

ースで 24 年度の 24 億円から 19 億円に利益が減ってきております。 

 

（種田委員） 

ファイナンシャルレポートの９ページの病院セグメントにあるように利益は

減っています。収入は５億円増加していますが、人件費が３億円の増加、診療

経費は５億円増加しており、病院の利益は前年度に比べて減っています。計画
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に比べて人件費を抑制しているということです。 

 

（堀委員） 

収益増加したが、支出ももっと増加したということですか。24 年度に比べる

と成績は良くなかったということですか。 

 

（種田委員） 

そのとおりです。消費税も上がっており、材料費などの費用は増加していき

ますね。 

 

（桑原委員） 

私としては、中期計画に記載された行うべき事業を行ったうえで、経営努力

について説明責任を果たしたということで良いと思います。病院の収益は、費

用も増えていますが、安定的に推移しています。同時に市立大学のブランド力、

忠誠心も十分に発揮されている。３つの戦略を講じていけば将来に渡って収益

構造は安定するのではないかと思われます。一方、私は高槻市の公営企業審議

会の委員もしておりますが、高槻、神戸、吹田も西宮の上水事業では人口減少

により給水人口が急速に減少しており、大学経営も同じ状況になると考えられ

ます。ですから、中長期的な計画の中で、私はできるだけ効率性を上げながら、

同時に、目標に対して進捗度を上げて目標を達成する、すなわちパフォーマン

スを良くする、効率性ではなく有効性を戦略的に遂行していく。そうしなけれ

ば、水道事業と同じ状況に将来なると危惧しています。そういった意味で、私

は中長期で目標が実現して、市立大学が伸びていくという。その点で、この繰

越金の承認の考え方で良いのではないかと思います。 

 

（楠本委員長） 

他に何かございますか。今までの考え方と基本的に同じであるため、先程、

事務局からご説明いただいたように、市立大学が剰余金を生じさせたのは経営

努力によるものであると委員会で認めてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。では、そのように結論付けし、評価委員会の総意と

して承認にあたって付記する意見はないとしたいと思います。最終的な文案に

ついては、事務局と相談のうえで作成してまいりたいと思います。 

それでは、剰余金の繰越金の案件を終えたということで、今日の予定の議題

をすべて終了いたしました。他にご発言はないですか。事務局から何かありま

すか。 
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（岩谷大学支援担当課長） 

長時間ありがとうございました。評価結果等、修正した内容につきましては

事務局から改めてお知らせさせていただきます。 

それから、法人から一言コメントさせていただきたいということですので、

お願いします。 

 

（赤井大学改革室次長） 

大学改革室次長の赤井でございます。法人評価委員会の非常に貴重なお時間

をいただき誠に恐縮ですが、西澤理事長学長から今年度の審議の終了にあたり、

評価委員のみなさまにお礼のメッセージをお伝えするよう申し使ってきており

ますので、私の方からご紹介させていただきます。 

「大阪市公立大学法人評価委員会おかれましては、平成 25 年度業務実績に対

しまして、厳正かつ詳細な評価を行っていただきありがとうございました。ま

た先般は杉本キャンパスまでご来学いただき、本学の運営全般に対しましてさ

まざまな角度から忌憚のないご意見を賜りました。心よりお礼申し上げます。

特に昨年、評価結果に沿って本学におけます教育研究活動や業務運営の改善の

迅速化、いわゆるＰＤＣＡサイクルの迅速化を図るために評価スケジュールに

ついても配慮いいただきたい旨、お願い申しあげましたところ、今年度は本当

にご多忙の中、楠本委員長以下委員の皆様には、大変ご尽力いただきまして、

短期間で濃密なご議論をいただき、例年より早いペースで評価結果を頂戴する

運びとなりました。本日までのご議論を踏まえ、評価結果が届きますれば、早

急に学内に周知いたしますとともに速やかに改善充実につなげてまいりたいと

思います。皆様方には本学の運営にご理解ご支援を賜りますようよろしくお願

いいたします。公立大学法人大阪市立大学理事長 西澤良記」 

以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

ご丁寧なコメントをいただきありがとうございます。西澤理事長にどうぞよ

ろしくお伝えください。今年は例年よりスケジュールを早めたために、委員の

皆様には窮屈な日程になったところもございましたが、ご協力ありがとうござ

いました。他に何かございませんか。 

 

（土橋交流推進担当部長） 

楠本委員長をはじめ、委員の皆様には短い時間で、丁寧にご議論いただきま

して、ありがとうございました。本日で平成 25 年度業務実績評価に一区切りが

つき、また財務諸表等にかかる意見具申もいただけましたので、中村理事より
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挨拶申し上げます。 

 

（中村経済戦略局理事） 

閉会にあたりまして、ひとことご挨拶を申し上げます。 

楠本委員長をはじめ評価委員の皆様方におかれましては、ご審議お疲れさま

でございます。お忙しい中、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 25 年度の業務

実績に関する評価につきましては、最終確認を行ったうえで、事務局より法人

へ通知し、市長に報告いたします。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。 

現在、大阪市立大学では、大阪府立大学とともに大阪における公立大学のあ

り方について検討しております。また、市立大学に対しては、法人ガバナンス

の強化などさまざまな改革が求められており、今年の４月に「大阪市立大学 大

学改革プラン」を策定されました。大阪市としましても、これまで評価委員会

でご検討、ご議論いただいた内容を活用しながら、市大改革を支援してまいり

たいと考えております。 

評価等に関する委員会につきましては、本日で一区切りでございます。また

本日が今年度最後の評価委員会になるかと存じます。 

く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、今後とも引き続きのご指導、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。本当にあ

りがとうございました。 

 

（楠本委員長） 

 それでは、終了いたします。ありがとうございました。 


