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平成28年度第４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28年９月７日（水）午後２時30分～午後３時50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、桑原委員、竹村委員、田辺委員、馬場委員、眞下委員、 

宮本委員 

【大 学】赤井法人運営本部事務部長、藤井大学運営本部事務部長、 

川上大学改革・戦略担当部長、柏村医学部・附属病院運営本部事務部長、

石井大学改革・戦略課長、緒方財務課長、 

大槻医学部附属病院運営本部経営企画課長 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、 

西浦大学支援担当課長代理 ほか 

 

○開会 

（小西大学支援担当部長）   

それでは、定刻がまいりましたので、始めさせていただきます。本日はお忙しい

中お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。ただいまから、平

成28年度第４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。 

 なお、本委員会は原則公開の取り扱いとなっております。 

 本日は傍聴の方が１名来ておられます。 

 それでは早速でございますが、楠本委員長、議事進行につきましてよろしくお願

いいたします。 

 

（楠本委員長） 

 それでは、議事に入ってまいりたいと思います。 

 本日はお忙しい中、またいつまでも暑い中、お集まりいただきまして本当にあり

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、お知らせしているように三つござい

ます。 

 一つ目が、平成27年度業務実績評価に関する評価結果についてです。平成27年度

業務実績評価につきましては、これを今日中に委員会としての評価結果をほぼ確定

したいと存じます。 

 二つ目が、平成27年度財務諸表の市長承認に対する意見具申について、最後の三

つ目は、平成27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ございます。 

 議題の２と３で、財政的な面をご議論いただき、意見具申する意見をまとめてま

いります。 
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 それでは、一つ目の議題に入ります。 

 平成27年度業務実績に関する評価結果（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をいたしまして、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。 

 その内容を踏まえて、また事前に委員の皆様方からのご意見も伺いながら事務局

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、文言の修正のような点につきましては、私と事務局とで調整さ

せていただきたいと存じます。 

 したがって、委員会としては、今日の議論で最終的なものを確定いたしまして、

その後、速やかに事務局を通じて市長へ報告し、法人への通知も行ってまいる予定

でございます。 

 それでは資料１－１、平成27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いたします。これは前に私たちに照会いただき、委員の皆様

のご意見を取り入れて、事務局で修正されたものです。どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

（森山大学支援担当課長）   

それでは、評価結果（案）をご説明させていただきます。今、委員長からおっし

ゃっていただきましたとおり、お手元の資料１－１に案をお示ししておりますが、

こちらは前回８月19日の評価委員会の際にお示ししましたたたき台を、その際のご

議論等も踏まえ、再度事務局のほうで案としてまとめまして、その後、一度ご送付

させていただきました。短い間で委員の皆様方にはご迷惑をおかけしたところです

けれども、委員の皆様からいただきましたご意見を反映しまして再度修正を加えた

ものが、今お配りしております資料１－１の案になります。送付してご覧になって

いただいたものから、ご意見を踏まえて修正した箇所にはアンダーラインを引いて

ございます。一度見ていただいているものですので、修正した点を中心に説明して

まいりたいと思います。 

 まず３ページ目、中ほどにございます「重点的取組事項について」のところです

が、①都市大阪のシンクタンク、「都市科学」分野の教育・研究・社会貢献のすぐ

下の１行目、「行政のシンクタンク機能を強化させる取組として」とございました

ものを、「行政のシンクタンク機能を強化する取組として」に修正させていただい

ております。 

 また、そのさらに３行下、「地域との対話の場であるＣＲテーブル」というこの

ＣＲの意味につきまして、補足として括弧書きをつけ加えさせていただいておりま

す。 

 めくっていただきまして４ページ目、１番上の行、こちらにつきましては、「包

括連携を締結した。」と記載しておりましたが、正しく「包括連携協定を締結し

た。」に修正させていただいております。 
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 続きまして、②専門性の高い社会人の育成のところの二つ目です。女性研究者支

援の項目につきましては、前回の評価委員会の後に追加させていただいた項目です

けれども、項目の２行目にある「昨年度」をより分かりやすく「平成26年度」に改

めさせていただいております。 

 その２行下、「外部評価委員会において」を「外部評価委員会から」と修正をし

ております。 

 続きまして、③国際力の強化のところの二つ目、「中国・上海に引き続き」とご

ざいますのを「中国・上海に続き」、それから２行目の「同窓会ネットワークの推

進」とございましたものを「同窓会ネットワークの構築」にそれぞれ正しい表現に

修正させていただいております。 

 続きまして、同じページの「重点的取組事項以外の主要な取組について」のとこ

ろでございますが、一つ目の丸の人事計画策定会議についての記載のところで、

「学長による各研究科長のヒアリングを実施し」と書いておりましたものを、「学

長による各研究科長のヒアリングを実施するとともに」に改めました。 

 二つ目の丸、教育研究戦略機構についての記載でございますが、「提言に基づき、

課題解決に向けた見直しを行う」と表記しておりましたところを、「提言に基づい

て、課題解決に向けた見直しが行われる」という形に修正させていただきまして、

また１番下の行に、より分かりやすくなるようにということで、「同機構が」と追

加させていただいております。 

 続きまして、その次のページ、「前年度評価委員会における主な指摘事項につい

て」のところですけれども、二つ目の白丸のＭｅｄＣｉｔｙ２１のところですが、

「達成水準」を「目標数値」に、それから「前年度」を「平成26年度」に改めてお

ります。 

 その次の主な指摘事項等のところですが、二つ目の白丸下から４行目のところで

すが、「学外との連携・交流」のところに「の推進」という文言を追加させていた

だきまして、その続きで「学内における教育・研究の質の向上」ということで追記

をさせていただいております。 

 めくっていただきまして６ページ目、項目別評価に入りますが、一つ目の「教育

研究等の質の向上を達成するための措置」のところの（１）教育に関する措置の主

な取組事項のところ、二つ目の四角のところに、大阪文化ガイド＋（プラス）講座

にかかる取組を記載してはどうかというご意見を頂戴いたしましたので、三つ目と

して「社会人教育（文化人材の教育）」として加えております。「履修証明プログ

ラム制度を導入し、地域文化を担う人材を育成する「大阪文化ガイド＋（プラス）

講座」を開設し、履修者に修了認定を行い、履修証明書を発行した。また平成28年

度も継続して行うために、履修者の資格審査を実施した。」こちらの文章を追記さ

せていただいております。 

 続きまして７ページ目、「意見・指摘事項」のところです。大学院教育について

記載しておりますが、表現につきまして「大学院そのもののあり方とともに引き続
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き共通科目の充実に向けた検討を行われたい。」と当初書いてございましたが、前

回のご議論に沿う形で「大学院のあり方を検討する中で、引き続き共通科目の充実

に向けて取り組まれたい。」という表現に修正させていただいております。 

 それから、（２）研究に関する措置の主な取組事項ですけれども、二つ目の黒四

角の「研究者の支援」の二つ目の、女性研究者支援についてのところにつきまして

は、先ほどの全体的評価のところで申し上げたものの再掲になりますので、同じ修

正をかけさせていただいております。 

 それから８ページ目、１番上の行から意見指摘事項として女性研究者支援の事項

について記載しておりますけれども、そちらの２行目終わり、「教職員の意識改革」

と書いておりましたけれども、こちらも先だっての議論を踏まえて「教職員の意識

向上」というほうがふさわしいであろうというご意見をいただきました。ご意見に

合わせて修正させていただいております。 

 それから、（３）社会貢献に関する措置の「主な取組事項」の一つ目の黒四角、

シンクタンク拠点の項目、こちらの修正は全体的評価のところで修正させていただ

いたものと同様になります。 

 それから１番下の項目、意見・指摘事項のところの知的財産の充実と活用の事項

ですけれども、こちらも「知的財産の活用による成果」と表現しておりましたが、

内容的には「知的財産運用の質的向上」これが求められているというところが重要

ではないかというご意見を頂戴いたしまして修正をさせていただいております。 

 それから続きまして隣の９ページ、（４）国際化に関する措置の主な取組事項、

こちらの二つ目、国際交流拠点の項目とそれから続きまして（５）附属病院に関す

る措置の意見・指摘事項のところの、市民への健康支援のところについては、こち

らも全体的評価でも記載しておるものの再掲になりますので、あわせた形で同様に

修正をしております。 

 めくっていただきまして10ページ目、２「業務運営の改善及び効率化に関する措

置」、こちらの表の下にあるコメントにつきまして「おおむね順調に進捗している」

という表現でお送りしておりましたけれども、正しくはＡ評価「順調に進捗してい

る」という評価ですので、「おおむね」を削除させていただいております。 

 あわせて同じ項の主な取組事項のところ、学長のリーダーシップの項目につきま

しては、こちらも全体的評価のところとあわせまして同様に修正させていただいて

おります。 

 隣の11ページに移ります。項目３の「財務内容の改善に関する措置」、こちらの

主な取組事項を頭から掲載しておりますが、こちらの主な項目につきましては文言

を追記させていただいておりまして、「東京事務所へ常勤職員を配置し、また国な

どとの関係機関からの講師を招き学内講演会を行うなど、国の政策や研究開発の動

向等についての情報収集と周知に努めた。また平成27年４月に設置したＵＲＡセン

ターでは、科学研究費補助金に関するセミナーの開催や応募支援など採択率向上に

つながる取組を行った。」という形に追記を入れさせていただいております。 
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 意見・指摘事項につきましては、こちらも文言修正させていただいておりまして、

「予算が限られる中、外部資金の獲得がますます重要になってきている状況下に、

ＵＲＡセンターの取組は効果を見せていると見受けられる。引き続き、同センター

を活用するなど、外部資金の獲得に組織的に努められたい。」という表現に修正さ

せていただいております。また、ＵＲＡセンターにつきましては、欄外下の方に脚

注を追加してございます。 

 中ほどから下の４「自己点検及び評価並びに情報公開等に関する措置」の表の下、

コメントにつきましても、先ほどと同様Ａ評価ですので、「おおむね」という言葉

を削除させていただいております。 

 めくっていただきまして12ページ、５「その他業務運営に関する重要目標を達成

するための措置」、こちらの表の下のコメントにつきましても同様に「おおむね」

という言葉を削除させていただいております。 

 以上が評価結果（案）につきまして、一度お送りさせていただいてご確認いただ

きましたものから、ご意見を踏まえ修正させていただいた点になります。 

 続きまして、資料１－２、Ａ３横長の資料のほうに移ります。こちら今ご覧にな

っていただきました資料１－１の評価結果（案）に基づきまして、その概要をまと

めたものになります。 

 基本的に昨年度も同じようなものをつくっておりますけれども、上の段の「評価

にあたって」と「評価の流れ」は同じ第二期の期間中ということで昨年度と同様の

記載になっております。 

 下のほうの段、左側に項目別評価をまとめて記載しております。五つの大項目そ

れぞれにつきまして、主な取組事項を白丸で、それから頂戴いたしました意見・指

摘事項のほうを米印にして、評価結果からピックアップしております。また、四角

囲みでそれぞれ大項目ごとのご評価Ａ、Ｂというものを表記してございます。 

 こちらの項目別評価を受ける形で、右側に矢印で全体的評価を記載してございま

す。項目別評価でＢ、Ａ、Ａ、Ａ、Ａという評価を受けまして、全体として順調に

進捗しているとさせていただいております。 

 下に表記しております文章につきましては、評価結果の前半部分の全体的評価の

うち、重点的取組事項についてと、重点的取組事項以外の主要な取組について、ま

た主な指摘事項から抜粋して記載させていただいております。 

 雑駁ではございますが、説明は以上でございます。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございました。評価結果（案）及びその概要について説明をいただき

ました。 

 まず評価結果（案）についてご意見をいただきたいと思うのですが、大部分は細

かい文言の修正でしたが、前回の委員会でのご意見によって書き加えられた、例え

ば４ページの女性研究者支援や、６ページの社会人教育の項目などいかがでしょう
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か。それから８ページの１番下にある知財に関する項目は、いろいろ議論しました

が、いかがでしょうか。 

 

（馬場委員）   

知的財産の活用の項目については、質的ということが大事だと思いましたので、

これで結構です。 

 

（楠本委員長）   

ありがとうございます。委員会で皆さんから言っていただいたことが十分取り込

まれていればいいのですが、それでよろしいでしょうか。 

 文章の流れの問題や、それから誤解がないようにというような意味での文章の修

正が多かったように思いますが、他に何か細かいことでもいいのでご発言ください。 

 先日の評価委員会で、学長が大阪の健康寿命が短いので、それに対して大学とし

て取り組むというプロジェクトのようなものを出しておられました。それが９ペー

ジのＭｅｄＣｉｔｙ２１の検診率を上げるというところにも反映されているのかと

思いますけども、市立大学として、こういうことに力を入れられるというのは、大

阪のためになって非常におもしろいなと、個人的には感じました。 

 その他、11ページのＵＲＡセンターとか、言葉の意味が分かることは分かるんで

すが、脚注に書いていただいて、より親切になっていいのではないかと思います。 

 

（田辺委員）   

女性研究者支援のところですが、事前にこれで問題ないと申し上げていたのに申

しわけないのですが、８ページの一番上の文章について、２行目の「今後は支援さ

れる女性研究者だけでなく、その周囲の教職員の意識向上のための取組」というこ

とで、書いてくださっていることは全くそのとおりだとは思うのですが、女性研究

者に対しての取り組みだけではなく、とか、女性研究者そのものへの支援ではなく、

などの言葉をつけ足したほうがいいかなと思います。 

 

（楠本委員長）   

なるほど。ここはちょっとつながっていないようなところがありますね。今後は

女性研究者に対する支援だけでなく、とするだけでも大分わかりやすい。そういう

意味ですか。 

 

（田辺委員） 

そうですね。支援される女性研究者と書いてくださっているのですが、意識向上

のための取組を女性研究者に対してもやってくださいという意味ではなかったので。 

 

（楠本委員長）   
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女性研究者を支援するだけではなく、周りの職員の意識も向上させることが大事

ですよというご意見でしたね。ですから、今後は女性研究者に対する支援だけでな

く、などというふうにすると少し分かりやすいと思います。事務局で検討してくだ

さいますか。また書き直したものについてご意見を聞いてください。ありがとうご

ざいました。おっしゃるとおりですね。 

 他はどうでしょうか。文言の問題だけではなくて、全体の大きいことについてで

も、今日で確定ということになりますから、ご懸念があればどうぞご遠慮なくご発

言をお願いします。 

 それから、さっきご説明いただいた評価結果の概要ですが、ホームページにはこ

れだけが公開されるのでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）   

ホームページには評価結果と概要の両方が公開されます。 

 

（楠本委員長）   

概要はホームページだけに出てくるのですか。市長に報告する時は冊子の評価結

果だけを出すのですか。それとも概要とセットですか。 

 

（森山大学支援担当課長）  

 市長へ報告する正式なものは評価結果になりますが、各所へ説明する際には、限

られた時間になることもありますので、まずはこれで概要を説明してという場が多

くなると思います。 

 

（楠本委員長）  

 評価結果をもとにして書いていただいているので問題はないだろうとは思います

が、もしご意見があればおっしゃってください。 

 評価結果は前回も見ていただいた上のことですので問題はなかろうと思いますが、

最初に申しましたように、細かい文言の修正が出た場合には、私と事務局とでその

部分を修正するということをお認めいただいて、全体的なものとしてはこの結果を

これで確定ということにしてよろしいでしょうか。 

 ありがとうございます。それでは、細かい文章の表現などについては私にご一任

いただきましたので、事務局とで整理をさせていただき、さきほどの田辺委員のご

指摘についてはしかるべく直させていただきます。 

 確定したものができましたら、各委員あてに事務局からお送りさせていただきま

す。それから市長への報告及び法人への通知をしていただくということになります。

それでは１番目の議題はこれで終わります。 

 次に二つ目の議題に移りたいと思います。平成27年度財務諸表につきましては、

８月19日の評価委員会で説明がありましたが、27年度財務諸表と27年度剰余金繰越
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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委員会として行うこ

とになっております。 

 まずは、平成27年度財務諸表に関しまして事務局から説明をお願いしたいと思い

ます。 

 

（森山大学支援担当課長）   

それでは、お手元の資料に即しましてご説明申し上げたいと思います。資料２に

なります。なお、参考といたしまして別冊１で平成27年度の財務諸表をお配りさせ

ていただいておりますので、適宜ご参照をいただきながらと存じます。 

 お手元にお配りしております資料２－１、平成27年度財務諸表の概要についてと

いうものをご覧になっていただけますでしょうか。 

 １、公立大学法人の財務諸表というところに記載をさせていただいておりますが、

公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対しまして、財政状態や運営状況に関

する説明責任を果たして、自己の状況を客観的に把握するという観点から、財務諸

表として貸借対照表、損益計算書などの作成が法令で義務づけられております。 

 公立大学法人は、事業年度の終了後３カ月以内にこの財務諸表を市長に提出する

ということが決められてございまして、本年は６月23日付で大阪市長宛て提出を受

けております。 

 それを受けました市長は、こちらの評価委員会のご意見を伺った上で財務諸表の

承認を行うこととされております。 

 なお、この財務諸表の提出にあたりましては、監事の監査と会計監査人の監査を

受けることが義務づけられております。会計監査人と監事の監査の報告書の意見部

分をこの資料の下半分に抜粋で記載させていただいておりますけれども、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という旨のご意見をいただい

ております。 

 財務諸表の具体的な内容につきましては、参考資料２、平成27年度財務報告書を

お配りしておりますが、前回評価委員会におきまして、こちらの資料でご説明させ

ていただいておりますので、本日は省略させていただきます。 

 続きまして資料２－２、財務諸表承認に係る事務局の確認について、こちらをご

覧になっていただけますでしょうか。 

 財務諸表の承認にあたりまして、事務局におきましては、合規性の遵守と表示内

容の適正性の観点から確認を行いました。 

 なお、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になってお

りますので、主要な計数等について確認を行っております。 

 まず、提出期限、それから必要書類の確認でございますけれども、これにつきま

しては、必要書類の全てが期限内に提出されておりますので問題はございませんで

した。 

 続きまして、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
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すべき意見がなかったどうかにつきまして確認いたしましたが、こちらについても

考慮すべき意見は特段なく問題はございませんでした。 

 以上によりまして、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

を行いました結果、平成27年度の財務諸表につきましては問題がないと考えており

ます。 

 続きまして、大阪市立大学の財務状況をご説明させていただきますにあたりまし

て、参考として他大学との財務指標の比較表をおつくりしております。 

 資料２－３、財務指標比較でございますが、こちらをご覧になっていただけます

でしょうか。 

 市立大学が法人化を実施いたしました平成18年度以降の市立大学の10年間の推移

と、他の公立大学あるいは日本のトップクラスと考えられる国立大学グループの、

こちらは前年度数値しか手元に入手できませんので26年度になりますが、平成26年

度の平均を記載しております。 

 大阪市立大学におきましては、大学と附属病院のセグメント別の数値をお示しし

ております。 

 他の公立大学との比較では、附属病院を有する総合大学としての比較対象として

米印１の名古屋市立大学を掲載しております。 

 また、セグメント別の比較対象としましては、大学セグメントにつきましては米

印２の首都大学東京、それから附属病院セグメントにつきましては米印３の横浜市

立大学、こちらのほうもご覧ください。 

 法人全体につきましては、米印４の国立大学グループ平均、こちらもご参考にし

ていただきたいと存じます。 

 最後に大阪府立大学につきましては、セグメント別の数値も把握しておりますの

で記載しております。 

 大阪市立大学のセグメント別の特徴といたしまして、まず財源に関しまして、運

営費交付金比率につきましては、診療収益を要する附属病院セグメントが大学セグ

メントに比べまして低くなってございます。 

 その運営費交付金比率ですけれども、平成27年度では23.4％となっております。

これは法人化以降運営費交付金が減となる一方で、外部資金の増加に取り組んでき

た結果、財源の多様性が向上しているものと考えてございます。 

 次に、受託研究などの収益費率などを示す外部資金比率につきましては、大学セ

グメントが高くなっております。平成27年度は昨年度に引き続きまして、外部資金

の獲得に努めた結果、外部資金比率が10.7％に増加しております。 

 次に、全業務費に占める主要な経費の割合ですけれども、人件費、一般管理費に

つきましては、多額の診療経費を要する附属病院が大学セグメントに比べまして低

くなっております。 

 続きまして、流動比率でございますけれども、こちらは昨年度から数値的には下

回っておりますけれども、ほかの公立大学と比較しますとまだ良好な状態にあると



－10－ 

言えるかと存じております。 

 一番下の欄の経常利益比率についてでございますが、平成26年度マイナス0.6％で

ございましたが、27年度は0.2％に改善しております。これは附属病院セグメントに

おきまして、26年度マイナス1.2％から平成26年度は0.5％に改善したことによるも

のと考えています。 

 以上が法人全体に関してでございますが、続きまして大学セグメントに関して申

し上げますと、人件費の業務費に占める比率につきましては、昨年度のセグメント

別の割合をここには掲載しておりませんけれども、26年度65.4％だったところ27年

度は66.7％と増加しております。これは27年度10月からの標準報酬制への移行に伴

う共済負担金が増加しておりまして、その増などによるものと分析しております。 

 また、教育経費比率におきましては、首都大学東京それから府立大学と比べます

と少し低めとなっておりますけれども、これは大阪市立大学では教育関連の施設整

備に関する減価償却費がほかの大学に比べまして小さいため、教育経費が大きくな

らない、そちらが主な要因の一つとなっていると考えております。 

 一方、外部資金の獲得につきましては、トップクラスの国立大学には届いており

ませんけれども、昨年度と比較いたしますと比率としては分母となる経常収益が大

幅に増加しておりますため、若干減少しているというものの獲得金額では約１億円

の増加となっております。今後、活発な教育研究活動のためにも国の資金獲得や産

学官連携の活発化に向けまして、引き続き一層取組を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 続きまして、セグメント別附属病院のセグメントについてでございますけれども、

診療経費が前年度から増加いたしましたが、それ以上に病院収益が増加したことに

より比率では、26年度62.8％だったものから、27年度は62.6％と0.2ポイント減少と

なっております。これは医薬品費それから診療材料費の増加に加えまして、減価償

却費が増加したことによりまして、診療経費が15億円ですが増加しております一方

で、附属病院収益が大幅に増加、こちらの増は26億円になってございます。この差

によるものと考えております。 

 なお、名古屋市立大学、それから横浜市立大学の附属病院に関するデータは先ほ

ども申しました26年度決算のデータでございますので、市立大学の附属病院の27年

度の指標とは年度違いがございますので、単純には比較できないとは思いますけれ

ども、引き続き国公立大学病院の経営状況につきましてその動向を注視する必要が

あると認識しております。 

 また、附属病院におきましては、既に病床利用率の増加などにより収支改善を図

っておりますけれども、今後としましては、過去の設備投資に伴う減価償却費の負

担の継続が見込まれておりますので、さらに収益性を向上させまして安定的な病院

運営に努めながら高度先進医療の提供、それから医療人の育成をはじめとする地域

医療への貢献にも尽力していただ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。ご審議よろしくお願いいたし
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ます。 

 

（楠本委員長）    

ありがとうございました。ただいま事務局からかなり詳しく説明いただきました

けれども、これにつきましては、まず専門家の田辺委員から、何かご指摘や追加の

ご説明などをお願いしたいと思います。 

 

（田辺委員）   

特に指摘というものはございませんけれども、意見ということで申し上げさせて

いただきます。 

 全体的に今までお聞きしてきた大学の取組が財務諸表に表れているという印象で

ございます。 

 経常利益比率につきましては、病院のほうが前期は赤字でしたけれども、Ｍｅｄ

Ｃｉｔｙ２１も利用者が増加してきたということで今回は黒字ということです。逆

に大学セグメントの方が今回は赤字という形になってございますが、これは会計上

の仕組みの都合でもあり、目的積立金の取崩を原資にした事業を行っておられるの

で、それを考慮すると特段問題視するものでもないのではないかと考えております。 

 また、病院のほうは病床利用率の向上というのが業務実績のほうでも出てきたか

と思いますが、これを上げるために病床の運用管理方法を変更されたり、あるいは

一人当たりの診療単価を2,000円近く上げられたりという法人の努力も実っているの

ではないかと考えております。 

 人件費については、人件費自体は増加傾向に、先ほどご説明いただきましたよう

に共済負担金の増加等もありまして増加しているのですが、人数的には減少してい

るとお聞きしております。やはり人というのがすぐには育たないということと、い

い人材を獲得するには人件費も必要というのはどこの大学でも同じことだと思いま

すので、そこは若干懸念するところではあるのですが、大学では教育や研究の質を

低下させないような手当てを、マニュアルの策定であるとか、人材育成プランであ

るとか、いろいろ取り組んでおられるということですので、質は下げないというこ

とに取り組んでいかれたらいいのではないかと思います。 

 あと、私が若干気になりましたのは、研究経費の減少なのですが、研究経費比率

も名古屋市大の大学部門と比べれば若干低いという形にはなっているのですが、個

別に見ていきますと受託研究を大分獲得されているということで、受託研究経費が

増加しておられるようですので、専門ではないのでそれでいいのかはよく分からな

いのですが、研究にかけられている経費がそれほど減っていると読まなくてもいい

のではないかと思っております。 

 大体、印象は以上のとおりですが、全体的に最初に申し上げたとおり大学の取組

がそのまま数字に表れているという印象でございます。 
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（楠本委員長）   

ありがとうございました。昨年の病院の赤字が解消されたということが大きいで

すね。これはいろいろ努力もあるでしょうし、制度の問題もあるのでなかなか大変

だろうと思います。 

 田辺委員のお話では、専門の立場からご覧になっても問題はない、努力をしてお

られるというご意見ですが、他に何かご意見ありますか。 

 運営費交付金比率が昨年、一昨年はほとんど同じだったのに、今年はまた少しだ

け下がっていますが、これは総額が下がっているのでしょうか。それとも全体の金

額の関係で下がったように見えるのでしょうか。大阪市大について見ていくと、当

初から比べるとかなり下がっているのですが、過去３年ぐらいは大体落ちついたか

なと思っていました。昨年度、27年度がまた１％ですけど下がっているのは、これ

は金額としても下がったのか、それとも全体の金額の問題で下がったように見える

のでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）  

 お手元にお配りしております資料の２－３は、パーセンテージで記載しています

が、その次につけております２－３（補足）というものに、金額ベースのデータを

つけているものがございます。 

 そちらの上から５段目に運営費交付金収益という欄がございますが、一番左の平

成26年の大阪市大法人総額の欄と、それからグレーで囲っている左から四つ目の市

大の27年度の法人全体の額を見比べていただきますと、若干ではございますが増加

となっています。 

 

（楠本委員長）  

 パーセントがどんどんと下がっていくということは、何となく心配だと思ったの

ですが、そういうわけではないんですね。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 その一段下の太字になっております経常収益をご覧になっていただけますと、そ

ちらのほうが増えておりますので、分母の変動からパーセンテージが下がったとい

う形になります。 

 

（楠本委員長）  

 ありがとうございます。よく分かりました。 

 田辺委員の最初のご意見にもありましたように、財務諸表に特に問題はないだろ

うということですが、他の委員の方はいかがでしょうか。 

 なかなか専門的なことなので分かりにくいところもあると思いますが、先ほどの

事務局の説明とそれから田辺委員のご意見で、特に問題がないという判断でよろし



－13－ 

いでしょうか。 

 曖昧な質問ですが、先ほど、市大は建物の減価償却が他大学と比べて違うからと

いうようなご説明がありましたが、それはどういうことなのですか。 

 

（西浦大学支援担当課長代理）   

大学支援担当課長代理西浦です。先ほどの説明の中で減価償却費という言葉が出

てきておりますのは、例えば研究経費比率であるとか、教育経費率のところで府大

などと比較しますと、若干低く出ているようなところですが、それぞれの経費に配

賦する減価償却費が含まれるかによって若干この比率というのは変わってまいりま

す。その減価償却費の中の配賦をそれぞれの経費のところに多く配賦すると当然比

率が上がってきますので、そういうところの配賦の考え方というところを深く分析

していかないと単純な比較にはならないところもあろうということの説明をさせて

いただいた次第です。 

 

（楠本委員長）   

わかりました。 

 

（眞下委員）   

27年度の附属病院の収入が、26年度に比べて24億円ぐらい、7.3％増加しておりま

すけれども、これは歯科口腔外科が新しく新設されたことによる効果なのでしょう

か。それともまた別の理由があるのでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）  

 診療単価が少し上がったという点と、後ほどもご説明させていただこうと存じて

おりますけど、病床利用働率も昨年度と比べまして随分と上昇いたしましたのでそ

れによるものと考えております。 

 

（眞下委員）  

 新しい診療科の創設はあまり関係ないということですか。 

 

（大槻医学部附属病院運営本部経営企画課長）  

 市立大学医学部附属病院運営本部経営企画課長の大槻と申します。ご指摘いただ

きましたように、歯科口腔外科につきましては、平成27年10月から新たに診療科と

して新設させていただいております。 

 基本的には院内の患者さんに対して歯科口腔の治療をさせていただく、例えば抗

がん剤治療の前後に治療させていただくような形になっております。 

 収益面でどれぐらいインパクトがあるかということですが、去年度は10月からの

稼働ということで全体的に1,800万円ぐらいの収入があった程度でございますので、
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全体の収入の増という点から見ましたら、先ほど森山課長のほうから説明がありま

したとおり、基本的には病床利用率が平成26年度76.3％とかなり低かったのですが、

それを27年度に病床管理制度を改めまして、今まででしたら診療科のベッドはその

診療科しか使えなかったのですが、それを、病院長を中心として管理をするという

制度を設けまして、ベッドの必要があれば、診療科にかかわらずベッドを提供する

というような形に変えました。あとは高額の診療をする材料及び薬品を使う治療が

増えてございますので、それにより診療単価を押し上げたということもありまして

収入も増え、もちろんそれに相当する費用も増えたのですが、結果的には収入が増

えたという構図になっております。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございました。いかがですか。 

 

（眞下委員） 

 病床利用率をそれだけ大幅に増やされたというのは大きな経営努力だと思います。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。昨年度も病床利用率のことは話題になっていましたが、

随分上がったというのは何よりでした。大変努力をされたのだと思います。 

 他はいかがでしょうか。特になければ次の議題にまいりますが。 

 それでは、財務諸表につきましては、ご意見、ご質問いただきましたけども、評

価委員会の総意としては承認に異存はないということにしてもよろしいでしょうか。   

 ありがとうございました。 

 これについても、市長に対して意見を言わなければいけないのですが、その文案

についての最終調整はお任せいただけますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは次の議題に移りたいと思います。平成27年度剰余金の繰越について、こ

れも事務局からご説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、議題３の平成27年度剰余金繰越の市長承認に対する意見具申について、

お手元の資料に沿ってご説明申し上げたいと存じます。 

 資料３－１、平成27年度剰余金繰越の承認について（案）をご覧になっていただ

けますでしょうか。 

 こちらに記載した内容をまとめてお示しするものとして、その次に資料３－２を

お付けしております。説明は、この資料３－２を中心にさせていただきたいと存じ

ます。 

 まず、資料の頭に記載しておりますとおり、地方独立行政法人における剰余金の

位置づけにつきましては、法人が効果的かつ効率的に事業を実施して、収益増や費
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用節減などの創意工夫や努力によって剰余金が生じた場合、この場合にはこれを積

み立てて中期計画に定められた使途の範囲内おいて、翌事業年度以降に使用するこ

とが可能とされております。 

 このように剰余金につきましては、法人運営上の経営努力に対するインセンティ

ブを付与すると、そういった意義を持たせることができるものとなっております。 

 平成27年度の剰余金の概況につきましては、その次の左の上のほうにある表をご

覧になっていただけますか。 

 中の表の２段目にございます経常利益③は経常収益②の539億6,000万円から経常

費用①538億7,000万円を差し引いた9,000万円となっております。 

 その下の臨時損失④につきましては、田中記念館等の移設撤去費用などの２億

5,000万円を計上しております。また、その右にございます臨時利益⑤ですが、こち

らにつきましては、先ほどご説明いたしました田中記念館等における施設費収益な

どの１億円を収益計上したものでございます。これを差し引きました臨時損益⑥で

は、マイナスの１億5,000万円となっております。 

 目的積立金取崩⑨は、６億3,000万円でございます。こちらは、田中記念館の改修

やＭｅｄＣｉｔｙ２１の運営事業などに充てるため、前中期目標期間の繰越積立金

を活用しております。当期総利益⑩は、収益合計⑧の540億6,000万円から費用合計

⑦の541億2,000万円を差し引いたものに、目的積立金取崩⑨の６億3,000万円を加え

た５億7,000万円となります。この５億7,000万円に対する法人の利益処分案につき

ましては、目的積立金に５億7,000万円となっております。 

 法人におきましては、会計処理上の利益であって、現金の裏づけのないものが毎

年度発生しており、これを積立金として利益処分し、残りの現金の裏づけのある利

益を目的積立金として繰越申請を行っているところでございますけれども、今年度

は現金の裏づけのないものがマイナス計上、マイナス５億3,700万円となっておりま

すことから当期総利益の５億7,000万円を目的積立金とする申請となっております。 

 裏づけのない会計上の利益とは、例えば固定資産を取得した場合に購入費を支出

いたしまして、現金は減少いたしますけれども、損益計算書上の費用は減価償却費

が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はなりません。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とが異なるケースが発生いたします。 

 また、違うケースといたしましては、例えば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、こういった場合に現金が減少しても貸借

対照表上の流動負債が減少するというだけで、損益計算書上の費用には計上されな

いというような場合がございます。こういったようなものでございます。 

 このうち、平成27年度は附属病院におきまして、自己収入により取得した固定資

産に比べて減価償却費が５億600万円多かったことなどによりまして、法人全体とい

たしましては現金の裏づけのない会計上の利益がマイナス５億3,700万円となってお

ります。 
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 したがいまして、平成27年度につきましては、総利益の５億7,000万円について地

方独立行政法人法の第40条第３項に基づきまして、経営努力に対するインセンティ

ブとして、法人により中期計画で定めた使途にあてるための目的積立金の繰越が申

請されております。 

 これに対しまして、市長が承認するということにあたりまして問題がないかどう

か、同じ地方独立行政法人法の第40条の５項によりまして、委員会のご意見を伺う

ということが必要と定められております。 

 また、これまで委員会でご確認いただいております、ご承認の考え方につきまし

て、その左下に記載しております。 

 まず経営努力認定の考え方でございますが、一つ目、運営費交付金及び国または

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きまして

は、経営努力により生じたものとする、こちらが一つ目でございます。 

 二つ目、中期計画の記載内容に照らしまして、本来行う業務を効率的に行ったた

めに費用が減少した、この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、こちらが２点目。 

 三つ目が、法人は行うべき事業を行ったという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。 

 この以上３点が、こちらの委員会におけますご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、承認にあたりまして考慮すべ

き事項として、運営費交付金の会計処理の考え方でございますけれども、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ましては、一般的に進行度の客観的

な測定が困難でございますため、中期計画と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、それから授業料財源、こちらが期間的に対応している

ものといたしまして、一定の期間の経過を業務の進行とみなして、運営費交付金と

授業料債務を収益化するということを原則とするとなっております。 

 つまりは、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

が採用されておりまして、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考え方になります。 

 また、本市におけます運営費交付金の予算措置における特性といたしまして、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という

形になっております。こうしたことから、これまで当委員会では、中期計画に記載

された教育研究に係るその事業年度において行うべき事業を行ったこと、つまりは

業務実績評価におきまして事業の進捗度が確認されたということをもちまして、経

営努力に係る説明責任を果たしたとする取扱いとしております。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というものとしていただいております。 

 申請のありました剰余金５億7,000万円が生じた要因につきましては、27年度につ

きましては、現金の裏づけのない会計上の利益がマイナスでございましたため、現
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金の裏づけのある利益の11億600万円につきまして経営努力認定の考え方にのっとっ

て損益計算書の予算決算を比較して、こちらの予算決算比較を用いまして整理して

まいります。 

 こちらの資料２－３の真ん中あたりのグレーの四角囲みのところをご覧になって

いただけますでしょうか。 

 まず、自己収入の増要因といたしましては、附属病院収入の増、10億400万円が挙

げられます。これは、先ほどもご議論ございました患者数、それから診療単価の増

によるものでございます。 

 次に、受託研究費と収益の増、４億5,900万円が挙げられます。これは、受託研究

等の獲得に努めたことによる増加でございます。 

 さらには、補助金と寄附金等の収入の増加、６億1,700万円が挙げられます。これ

は、補助金と寄附金の獲得に努めたことなどによるものでございます。 

 次に、費用の増要素といたしまして、診療経費の増、７億6,500万円が挙げられま

す。これは、高額な薬品や診療材料の使用が増加したことによるものでございます。 

 それから、その他の費用の増といたしまして２億900万円となっております。 

 以上に関しまして、その次にある資料３－３、①平成27年度収支計画比較につい

て（予算・決算比較）と書いておりますが、そちらをご覧ください。 

 こちらのほうに全体をお示ししております。表の中ほどの収入の部のところでご

ざいます。 

 経常収益の六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に10

億400万円増の記載をしております。またそのすぐ下に受託研究等収益がございます

けれども、そちらの右端の予算決算の差額欄をご覧になっていただきますと４億

5,900万円増、こちらの記載をしております。さらに補助金と寄附金などの収益につ

きましては、運営費交付金、それから附属病院、受託研究等の収益を除く収益増の

合計になりますが、こちらが６億1,700万円となっております。 

 次に費用の部といたしまして、上のほうに経常費用の業務費の二つ目に診療経費

がございまして、予算決算の差額が７億6,500万円増となっております。 

 続きまして、その次のペーパーをご覧になってください。②のほうですけれども、

前年度との決算での比較でございます。 

 中ほど収入の部、経常収益の六つ目に附属病院収益がございまして、差額は右端

の25億8,700万円増となっております。これに対応する費用といたしまして、上に戻

っていただきまして費用の部、経常費用の業務費の二つ目に診療経費がございます

けれども、こちらの差額は10億8,400万円となっております。また、経常収益におき

まして、附属病院収益、先ほどの下の段の中ほどになります附属病院収益の下の段、

受託研究等収益におきましても9,400万円増となっております。 

 それでは、資料戻っていただきまして、Ａ３の資料３－２のほうにお戻りくださ

い。 

 ただいまの予算決算の比較、それから前年度との決算比較でご覧になっていただ
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きましたように、剰余金の発生につきましては自己収入の増によるものと考えられ

ます。 

 最後に矢印下のやや右の下のほうに記載しております、経営努力によるものと認

定するにあたって、行うべき事業を行ったかの確認ポイントとしております二つに

つきまして、事務局のほうで確認を行いました。 

 １点目の学生定員の充足につきましては、大学全体で見ました場合、定員の充足

率は103.6％であることを確認しております。 

 それから二つ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、また本日の議題１における委員会でのご議論なりを鑑みまして、平成27年

度における中期計画の進行状況といたしましては、全体としておおむね順調に進捗

していると考えております。 

 以上によりまして、繰越の申請につきましては、行うべき事業を行い、その結果

発生した剰余金であるということから、事務局としては５億7,000万円につきまして、

法人の申請どおり経営努力によるものと認定いただき、全額をご承認いただいても

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。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

（楠本委員長）   

細かい数字に基づいて、詳しくご説明いただきました。ありがとうございました。 

 事務局のご説明では今までのルールにのっとって、この剰余金が経営努力によっ

て生まれたもので、やるべきことはやった上での努力によって生まれたものである

から、繰越を承認することに問題ないのではないかというご説明ですがいかがでし

ょうか。丹念に検討していただいておりますので、問題はないのではないかと思い

ますがいかがですか。田辺委員よろしいですか。 

 

（田辺委員）  

 運営費交付金は改善努力も見込んでというお話もありましたので、その中で、こ

れも先ほどご説明いただきましたように、運営費交付金の算定の時点では見込まれ

なかった標準報酬に伴う法定福利費の増加であるとか、あるいは臨時損失の発生で

あるとか、そういったものを取り込んでもさらに利益を上げておられる。特に病院

部門と大学の受託研究部門で頑張っておられるということですので、申請どおり認

めることに差し支えはないのではないかと考えております。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。いかがでしょうか。病院の努力が随分大きく影響したと

思いますけど、今おっしゃったとおり、他に共済の費用の算定基準が変わってかな

り負担しなければいけないとかそういう問題もあったにもかかわらず、いろんな努

力の結果５億7,000万円を残されたので、これは来年度に繰り越されることに異存は
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ないという判断でよろしいですか。他の皆さんもよろしいでしょうか。 

 それでは、評価委員の総意としては承認について異存はないということで、これ

も最終的な文案についてはお任せいただくということでよろしいですか。ありがと

うございました。 

 それでは、今日の予定にあがっていました三つの議題がいずれもご承認いただい

て終わりました。事務局から最後に何かありますか。 

 

（小西部長）  

一言ご挨拶申し上げたいと思います。本日もご審議をいただきまして本当にあり

がとうございました。 

 ７月12日以降、本日に至るまで３回にわたりご審議をいただいてまいりました平

成27年度業務実績に関する評価につきましては、ご意見を頂戴しましたので本日委

員長にご一任をいただきました事項を含めまして、最終確定をさせていただきまし

た後、事務局より法人に通知いたしますとともに市長に報告をさせていただきます。

あわせて財務諸表と剰余金繰越につきましても異存はないということでしたので、

こちらもあわせて市長へ報告させていただきたいと思います。 

 評価等に関するご審議につきましては、本日で一区切りということになってまい

ります。委員の皆様方には７月に諮問をいたしまして、足掛け３カ月、実質２カ月

弱という短期間で、本日の取りまとめに至るまでいろいろな資料をご覧いただきま

して、またいろいろなご意見をいただきまして、本当にご苦労をおかけし、ご尽力

を賜りましたことにつきまして、改めてこの場をおかりしてお礼を申し上げたいと

思います。本当にありがとうございました。 

 現在の第二期中期目標期間につきましては、平成29年度、来年度が最終年度とい

うことになってまいります。30年度から新たに始まります第三期の中期目標につき

ましては、来年度の秋ごろには法人へ指示をするということになってまいります。 

 大阪市が、中期目標を法人に対して指示するにあたりましては、評価委員会のご

意見をお聞きした上で議会での議決を踏まえて指示をするということになっており

ます。来年度の秋を目指しまして、今年度の末までには評価委員会の皆様に一度案

をお示ししまして、またご意見を賜ることができればと考えてございます。 

 評価委員の皆様には何かと負担をおかけしているところではございますけれども、

引き続きご指導、ご協力を賜りますことをお願いいたしまして、お礼と今後のお願

いということでご挨拶にかえさせていただきたいと思います。本日はどうもありが

とうございました。 

 

（楠本委員長）  

ご丁寧にご挨拶をいただいて恐縮です。 

 最後にご説明があったように、昨年度の評価はこれで終わりですが、次の第三期

の中期目標を大阪市がつくって大学に提示されて、それに基づいて大学が第三期の
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中期計画を作成されるということで、今年度、委員会としてまだ役割が出てくると

いうお話ですが、いつごろになるのでしょうか。 

 

（森山大学支援担当課長）  

 これから案を練ってまいりますので、年度末押し迫ったころになるかとは存じま

すけれども、たたき台になるようなものができました時点で、委員の皆様のご意見

を拝聴したいと思っております。 

 

（楠本委員長）  

 今年度はそこらへんまでということですね。 

 

（森山大学支援担当課長） 

 はい。実際に策定に向けまして、ご意見を多々いただく場は来年度明けてからに

なります。 

 

（楠本委員長）  

 ありがとうございます。大学側からも随分ご協力いただき、役割を無事に終える

ことができました。委員の皆様には、たくさん資料を読んでいただいて、ご意見も

いろいろいただいて、それを参考に今日の評価結果ができました。ありがとうござ

いました。 

 それでは、今日の委員会はこれで終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 


