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平成 18 年度 第２回大阪市公立大学法人評価委員会 

 

 

日 時  平成１８年１０月２６日（木） 午後２時～ 

場 所  大阪市役所Ｐ１階会議室 

 

 

会 議 次 第 

 

１ 開 会 

 

 

２ 議 事 

（１）各年度終了時の評価の考え方（案）について 

   公立大学法人大阪市立大学平成１８年度業務実績報告書（案）について 

 

（２）各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方（案）について 
 

 

 

３ 閉 会 



                              資料１－１ 

各年度終了時の評価の考え方（案） 

 

１ 評価の基本方針 

（１）中期目標の達成に向け、年度計画の評価を通じて、公立大学法人大阪市

立大学（以下「法人」という。）の中期計画の進行状況を確認する。 

（２）評価を通じて、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示す。 

（３）法人の業務運営の改善・向上に資する。 

（４）教育・研究に関する事項については、それぞれの特性に配慮し、認証評

価機関による評価を踏まえることとし、中期目標期間中においては外形的

な進行状況の確認を行うこととする。 

 

２ 評価方法 

  評価は「項目別評価」と「全体的評価」による。 

（１）項目別評価（５項目） 

   年度計画に掲げる各項目について、進捗状況の確認及び評価を行う。 

    ①教育研究等の質の向上を達成するための措置 

    ②業務運営の改善及び効率化に関する措置 

    ③財務内容の改善に関する措置 

    ④自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項 

    ⑤その他業務運営に関する重要事項 

   ただし、教育・研究に関する事項については、当該年度において計画が

達成された場合を除き、外形的な進行状況の確認を行うにとどめる。 

   評価については、大学の教育･研究･地域貢献の活性化、法人の業務運営

の改善等に資するよう、簡潔な表現で示すとともに、必要に応じて理由等

を付すことを基本とする。 

 

評価の記述例 

「特に進捗している。」 

 ・当該年度中に、予定より早期に実施した場合 

 ・中期計画期間中に、予定より早期に実施が見込める場合 

 ・成果の質又は量が当初の目標を上回る場合 

「進捗している。」 

 ・当該年度中の予定の時期に実施した場合 

 ・中期計画期間中の予定の時期に実施が見込める場合 

「おおむね進捗している」 

 ・実施時期が次年度の上四半期にずれこむが、確実な実施が見込める場合 

  （次年度の年度計画に影響しない場合に限る。） 

 ・中期計画期間中に、予定より１年度程度の遅れで実施が見込める場合 
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「実施にあたって課題がある」 

 ・当該年度中に実施が困難な場合 

 ・中期計画期間中の実施について、計画の設定そのものに問題がある場合 

 

（２）全体的評価 

   項目別評価の結果を踏まえ、教育･研究及び大学運営について総合的な評

価を行う。 

 

３ 評価結果の活用 

  法人は、教育・研究及び大学運営にかかる業務改善等について、評価結果

を活用する。 

 

４ 評価の進め方 

（１）法人は当該事業年度における「業務実績報告書」を翌年度４月末までに

評価委員会に提出する。 

   法人は、評価の参考として、全学評価委員会が作成した「自己点検・自

己評価報告書」を併せて提出する。 

（２）公立大学法人評価委員会は、法人が提出した業務実績報告書及び自己点

検・評価報告書に基づき、年度計画の実施状況の確認及び評価を行い、評

価結果を公立大学法人に通知するとともに、市長に報告する。 

 

５ 年度評価のスケジュール 

 ４月  法人は業務実績報告書(自己点検・評価書)を提出 

  ～   評価委員会による実績報告書の調査・分析及び評価(案)の策定 

 ７月  評価結果を決定し、公立大学法人に通知し、市長に報告 

 ９月  市長が評価結果を市議会に報告 
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                                                               （参考） 

 

・地方独立行政法人法第７９条 

（認証評価機関の評価の活用）  

 評価委員会が公立大学法人について第３０条第１項の評価を行うに当たって

は、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第６９条の３第２項に規定する認

証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることとする。  

 

・学校教育法第６９条の３第２項 

 大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、

政令で定める期間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機

関」という。）による評価（以下「認証評価」という。）を受けるものとする。

ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であつて、

文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。  

 

・学校教育法施行令第４０条 

（認証評価の期間）  

 法第６９条の３第２項（法第７０条の１０において準用する場合を含む。）

の政令で定める期間は７年以内、法第６９条の３第３項の政令で定める期間は

５年以内とする。  
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（参考） 

国立大学法人及び他の公立大学法人に対する各年度終了時の評価の考え方 

１ 評価の前提 

 ①中期目標の達成に向け、法人の中期計画の事業の進行状況を確認する。 

 ②評価を通じて法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示す。 

 ③法人の業務運営の改善・向上に資する。 

 ④教育研究に関しては、その特性に配慮し、事業の外形的な進行状況の確認

を行う。 

 ⑤法人を取り巻く諸事情を考慮する。 

 

２ 評価の手順 

 ①法人が提出した実績報告書に基づき、評価委員会は年度の進捗状況を分野

別に評価する。 

 ・国立大学法人、横浜市  

  数値指標を用いず、簡潔な表現で評価結果を表示。 

 ・東京都、大阪府  

  Ａ～Ｄ、５～１などの段階的な数値指標を用いて評価結果を表示。 

 ②教育研究の質の向上に関する評価は、専門的な評価は認証評価機関による

評価に委ね、評価委員会においては外形的な進捗状況の確認を行う。 

 

３ 報告書の構成 

 大学の概要、全体的な状況、分野別の状況の３つで構成。 

 

４ 分野別の状況 

 ①業務運営、財務内容に関する事項等 

  （業務運営の改善及び効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項、 

  自己点検・評価に関する事項、その他業務運営に関する重要事項） 

  ・法人は進捗状況及び自己評価を年度計画の項目ごとに記載。あわせて判 

   断理由を記載し、評価委員会はこれに基づき評価を行う。 

 

 ②教育・研究の質の向上に関する事項 

  ・法人は進行状況を年度計画の項目ごとに記載。 

  ・法人は特色ある取り組みや工夫等について記載。 

  ・専門的な評価は認証評価機関による評価に委ね、評価委員会においては 

   進捗状況の確認を行う。 

   →段階的な評価は行わない。（国・大阪府） 

   →外形的な進捗状況のみ簡潔な表現により評価する。（横浜市） 

   →外形的な進捗状況のみ段階的な数値指標により評価する。（東京都） 
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公立大学法人大阪市立大学

平成１８年度　業務実績報告書（案）

平成１９年　月　日

公立大学法人大阪市立大学
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２　全体概要
　大阪市立大学においては・・・。
　平成１８年度の主な取り組みは、以下のとおりである。

（１）　教育研究等の質の向上に関する目標
　①　教育に関する目標
　②　研究に関する目標
　③　社会貢献に関する目標
　④　附属病院に関する目標
（２）　業務運営の改善及び効率化に関する目標
（３）　財務内容の改善に関する目標
（４）　自己点検及び評価並びに当該情報の公開等に関する事項
（５）　その他業務運営に関する重要目標

３　年度計画の全体総括と課題

１　大学の概要
（１）現況
　①大学名

　②所在地

　③役員の状況

　④学部・研究科の構成

　⑤学生数及び教職員数

（２）大学の基本的な目標等
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中期計画 １７年度末現
況・課題

年度計画 実施状況等 １８年度末現
況・課題

評価指標 自己評価 委員評価 備考

※法人で実
施状況を記
載すること。

※法人で現
況等を記載
すること。

※法人で自
己評価する
こと。

中期計画 １７年度末現
況・課題

年度計画 実施状況等 １８年度末現
況・課題

評価指標 自己評価 委員評価 備考

中期目標

Ⅲ　業務運営の改善及び効率化に関する目標
　１　教育研究体制等の改善

（２）教育研究等の支援体制の充実

Ⅱ　教育研究等の質の向上に関する目標
　１　教育に関する目標
　（２）教育の内容
中期目標
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中期計画 １７年度末現
況・課題

年度計画 実施状況等 １８年度末現
況・課題

評価指標 自己評価 委員評価 備考

中期計画 １７年度末現
況・課題

年度計画 実施状況等 １８年度末現
況・課題

評価指標 自己評価 委員評価 備考

Ⅴ　自己点検及び評価並びに当該情報の公開等に関する事項
　１　評価制度の確立

中期目標

中期目標

Ⅳ　財務内容の改善に関する目標
　１　自己収入の改善
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各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方（案） 

 

１ 剰余金の繰越に関する承認の考え方 

（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（※１）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（年度計画）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。（本来行うべき業務を行わなかったため

に、費用が減少したことと認められる場合には、経営努力によらないものとす

る。） 

 

（３）その他、地方独立行政法人において経営努力によることを立証した場合

は、経営努力により生じたものとする。 

 

２ 剰余金の繰越に関する承認において考慮すべき事項 

（１）運営費交付金債務は原則として期間進行基準によって収益化 

 運営費交付金債務等の収益化（※２）の基準については、公立大学法人にお

いては、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

を原則としている。 

 

（２）教育研究の特性に配慮 

 公立大学法人の業務である教育・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、財源として予定されていた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。 

 当該進行基準によると、天変地異等による業務の中断等、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る。 

 

（３）運営費交付金等の特性 
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 法人の収入動向にかかわらず、運営費交付金については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

に記載している。これは、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いる。 

 

３ 本市における剰余金繰越に関する承認 

 以上により、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

のとする。 

 

ポイント 

  計画通り事業を実施すれば収支均衡 

 →法人は行うべき事業を行ったことを立証 

 →剰余金は原則として経営努力認定 

         

 

（※１）授業料収益、入学料収益、受託研究等収益など自己収入による収益等 

 

（※２）運営費交付金は地方独立行政法人に対して地方公共団体から負託され

た業務の財源であり、交付金の交付をもって直ちに収益と認識することは適当

ではない。したがって、交付された運営費交付金は相当額を運営費交付金債務

として負債に計上し、業務の進行に応じて収益化する。 
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                                （参考） 

国における剰余金の繰越に関する承認の考え方 

 

１ 独立行政法人における剰余金繰越承認の考え方 

（独立行政法人会計基準 第７３） 

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（年度計画）の記載内容に照らして、本来行うべき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。（本来行うべき業務を行わなかったために費用が減少したことと認められ

る場合には、経営努力によらないものとする。） 

③その他独立行政法人において経営努力によることを立証した場合は、経営努力により生

じたものとする 

 

２ 国立大学法人における剰余金繰越承認の考え方 

（１）教育研究の特性に配慮 

 独立行政法人における経営努力認定の考え方を基本とするが、国立大学法人の主たる事

業である教育研究は、それぞれが相互に複雑に関連しあいながら実施され、個々の事業毎

に客観的な達成度を説明することは容易ではないという特性を有している。 

※教育研究の特性 

 教育について、個々の教員や講座等を単位として予算と決算の差額が経営努力認定によ

ることを立証しようとしても、教育研究が相互に複雑に関連しあいながら実施されるため

大変に複雑。 

 研究について、成果が得られるまでの間は事業の進捗度について客観的な説明をするこ

とが事実上困難。 

 

（２）運営費交付金債務は原則として期間進行基準によって収益化 

 行うべき事業を行うことを前提とした制度である。従って、行うべき事業を予定通り行

えば基本的に収支均衡するものであり、行うべき事業を行った結果、剰余金が生じた場合

は業務運営の効率化等の結果とすることが妥当。 

 

（３）運営費交付金等の特性 

 法人の収入動向にかかわらず、運営費交付金や附属病院収入について、効率化係数や経

営改善係数を課するなど国が求める業務の効率化は、一定のルールの中で国が先取りする

形となっている。 
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３ 国立大学法人における経営努力認定 

 以上により、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

業を行ったことを立証することをもって、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、原則として経営努力認定する。 

 ただし、運営費交付金債務の取り扱いについては、以下の通りとする。 

 

（１）学部、修士、博士、専門職大学院の各学位課程ごとの学生収容定員を在籍者が一定

率以上（１６～１８年度：８５％、１９～２１年度：９０％）で充足していること。 

 →学生収容定員に対し、在籍者が一定率を下回った場合、運営費交付金積算のうち、未

充足学生の教育経費相当額は運営費交付金債務のまま繰り越し、中期計画終了時に国庫納

付。 

（２）天変地異等による業務の中断等、予定された事業が実施されていないと明らかに認

められる場合は、未実施事業相当額は運営費交付金債務のまま繰り越し、翌事業年度以降

において行うべき事業を行ったことを説明し、運営費交付金債務を収益化。 

 

ポイント 

  計画通り事業を実施すれば収支均衡 

 →法人は行うべき事業を行ったことを立証 

 →剰余金は原則として経営努力認定 

         

 

（参考）国立大学法人の平成１７年度の剰余金について ７１６億円 

１ 収益の増又は費用の節減             ４１８億円 

＜主なプラス要因＞ 

（１）外部収入の増                 ２４９億円 

（特許料収入、競争的研究補助金、寄付金の増など） 

（２）附属病院収入の増と診療経費の増との差額    １５６億円 

（３）人件費の節減                 １３８億円 

（４）教育研究事業の翌年度以降への繰延        ９８億円 

（５）学生納付金の増                 ９３億円 

（６）一般管理費の節減                ４３億円 

＜主なマイナス要因＞ 

（１）研究機器の更新等に伴う減価償却費の増     １１６億円 

（２）研究機器の更新等に伴う運営費交付金収益の減  １８１億円 

 

２ 会計ルールの変更やタイムラグによる要因     ２９８億円 



                                資料２ 

                                    （参考） 

地方独立行政法人会計基準における経営努力認定の考え方 

 

 地方独立行政法人会計基準においても、公立大学法人の運営費交付金の収益化基準は、

国立大学法人と同様、期間進行基準とし、経営努力の考え方は文部科学省と同様とされて

いる。 

 

１ 地方独立行政法人会計基準 第７１ 

（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（年度計画）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。（本来行うべき業務を行わなかったために、費用が減少したことと認めら

れる場合には、経営努力によらないものとする。） 

（３）その他、地方独立行政法人において経営努力によることを立証した場合は、経営努

力により生じたものとする。 

 

２ 地方独立行政法人会計基準に関するＱ＆Ａ ７８－４ 

（１）運営費交付金債務は原則として期間進行基準によって収益化 

 運営費交付金債務等の収益化の基準については、公立大学法人においては、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る。 

（２）教育研究の特性に配慮 

 公立大学法人の業務である教育・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、財源として予定されていた

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ためである。 

 当該進行基準によると、天変地異等による業務の中断等、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

化することとなる。  

  



                                資料２ 

                                    （参考） 

他都市における剰余金の繰越に関する承認の考え方 

 

（１）東京都 

 ①考え方 

  地方独立行政法人会計基準のとおり 

 ・自己収入等による利益 

 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は、経営努

力として認定する。 

 ・標準運営費交付金による利益 

 効率化係数により、既に経営効率化が行われた上で生じた利益であるため、原則として、

全額を経営努力として認定。 

 ・その他経営努力によることを立証した利益は、経営努力として認定する。 

 ・特定運営費交付金（退職手当・予備費）による利益 

 使途を特定して交付された特定運営費交付金は、毎年度所要額を算定して交付され、目

的外に使用することができないため、経営努力として認定しない。 

 ②認定額 

  当期純利益 ２，９５３百万円 

  積立金   ▲ ６３４百万円（特定運営費交付金（退職手当・予備費）の減） 

        ２，３１９百万円を認定 

 ・主な内訳     

   教員の採用計画の見直し等による人件費の減少 約１，２００百万円 

   契約方法・業務の見直し等によるもの       約８００百万円 

   その他                     約３００百万円 

 ③剰余金の主な要因 

  人件費の節減、契約方法・業務の見直し等経費節減など 

 

（２）大阪府 

 ①考え方 

  地方独立行政法人会計基準のとおり。 

 ・自己収入等による利益 

 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は、経営努

力として認定する。 

 ・経営効率化による利益 

 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。 
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 ・その他経営努力によることを立証した利益は、経営努力として認定する。 

 ・ただし、国立大学法人同様、学生収容定員については在籍者が一定率以上（１７年度

～：９０％）を充足しない場合は、相当額は運営費交付金債務のまま繰り越し、中期計画

終了時に府に返還。 

 ※研究科の在籍者数については、前期博士課程・後期博士課程を合算する。 

 ②認定額 

   剰余金  ５５９百万円 

       ▲ １９百万円（法人化に伴う物品受贈益） 

        ５４０百万円を認定 

 ③剰余金の主な要因 

  人件費の節減、契約方法の見直し等経費節減、外部研究資金の増 

 

（３）横浜市 

 ①考え方 

 特に基準を定めず、法人評価委員会の全体評価の中で、経営努力を認定。 

（趣旨） 

 法人の事業実績報告に対する、法人評価委員会の全体評価として平成１７年度に純利益

３９億円を計上しているが、法人化初年度の特殊要因を差し引いても、経費節減等により

純利益を計上している。 

 しかも、中期計画に記載している支出見込・収入見込に比べて、経費節減により支出は

減、外部資金の獲得等により収入は増となっていることから、経営は順調であり、経営努

力しているものと認められる。 

 従って、全額を教育・研究・診療・法人運営の改善に充てることは妥当である。 

 ②認定額 

  当期純利益 ３，８８９百万円全額を認定 

  ・主な内訳 

   債権等の引継（初年度特有）１，５１２百万円（臨時利益－臨時損失） 

   会計上の利益       １，０６０百万円（医療用機械の資産見返負債戻入） 

     上記以外         １，３１７百万円 

 ③剰余金の主な要因 

  人件費の節減、診療収入の増など 

 



（参考資料１－１） 

大阪市公立大学法人評価委員会の役割について 

 
１ 公立大学法人の業務実績の評価を行う。 

①各事業年度の業務の実績 
②中期目標期間の業務の実績 
 なお、評価にあたっては、文部科学省の認証評価機関の教育及び研究

の状況についての評価を踏まえる。 
（参考）主な認証評価機関 

大学基準協会 
独立行政法人 大学評価・学位授与機構 

 
２ 設立団体の長は、次に掲げる事項について、評価委員会の意見を聴かなけ

ればならない。 

①中期目標の制定、変更（議会の議決が必要） 
②中期計画の認可 

③業務方法書の認可 

④各年度の財務諸表の承認 
（財務諸表）貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書 

利益の処分又は損失の処理に関する書類 
行政サービス実施コスト計算書、その他の附属明細書 

⑤各年度の損益計算後の残余の額を、中期計画に定める「剰余金の使途」

に充当することの承認 
⑥中期目標期間における積立金を、次期中期目標期間の業務財源に充当

することの承認 
⑦中期計画に定める限度を超える短期借入金の認可 
⑧資金不足のため償還することができない短期借入金の借り換えの認可 
⑨重要な財産の譲渡などの認可（議会の議決が必要） 

 
３ 評価委員会は、次に掲げる事項について、設立団体の長に意見の申し出を

することができる。 

・役員に対する報酬の支給基準が、社会一般の情勢に適合したものであ

るかどうか問題がある場合 



（参考資料１－２） 

公立大学法人評価委員会の今後の進め方について 
 
平成１７年度 

       平成１７年１０月 中期目標の検討 
       平成１８年 １月 中期目標の策定（市会の議決が必要） 

                中期計画の検討 
 
平成１８年度 

       平成１８年 ４月 中期計画の認可 

                業務方法書の認可 

            １０月 業務実績評価方法の検討 

       平成１９年 １月 次年度事業の説明 
                業務実績評価方法のとりまとめ 
 
平成１９年度から平成２２年度まで 

             ６月 前年度の業務実績評価 

                財務諸表の承認 

                剰余金の繰越の承認（経営努力の認定） 

            １０月 業務実績評価の結果に基づく取組みの報告 
          翌年 １月 次年度事業の説明 
 
平成２３年度（中期目標期間の終了年度） 
       平成２３年 ６月 前年度の業務実績評価等 
            １０月 次期中期目標の検討 
       平成２４年 １月 次期中期目標の策定（市会の議決が必要） 
             ３月 中期計画の認可 
 
平成２４年度（次期中期目標期間の初年度） 
       平成２４年 ６月 中期目標期間の業務実績評価等 
                積立金の繰越に関する承認 
 
○この他、下記の事由が発生した場合には、臨時に評価委員会を開く 
  短期借入金の中期計画を超える借入れ、借り換え 
  重要な財産の譲渡など 



（参考資料２） 

 

                               （参考）           

                              傍線は削除 

                              太字は改正 

 

大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市公立大学法人評価委員会（以下「委員会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定める。 

 

 

（会議の公開） 

第２条 委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員会において非

公開とすることが適当であると認める案件については、非公開とすることがで

きる。 

 

 

（傍聴人に対する指示） 

第３条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、

傍聴人に対し、退場を命じることができる。 

 

 

（議事録等） 

第４条 委員会の議事要旨及び会議で使用した資料は、公表する。 

        会議録 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年１０月３１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１８年１０月６日から施行し、平成１８年４月１８日から

適用する。 



平成１８年度 年度計画実施状況等調査（平成 18 年９月 30 日現在）について 

 

 

１ 調査内容 

年度計画記載事項の実施状況、検討状況及び関係書類 

 

２ 進行状況 

 

 
項   目 項目数 

実施済 

実施中 
未実施 

Ⅰ 
教育研究等の質の向上を達成 

するための措置 
243 

121 

(49.8％) 

122 

(50.2％) 

Ⅱ 
業務運営の改善及び効率化に 

関する措置 20 
10 

(50.0％) 

10 

(50.0％) 

Ⅲ 財務内容の改善に関する措置 14 
8 

(57.1％) 

6 

(42.9％) 

Ⅳ 
自己点検・評価及び当該情報の 

公開等に関する事項 
10 

5 

(50.0％) 

5 

(50.0％) 

Ⅴ 
その他業務運営に関する 

重要事項 
21 

7 

(33.3％) 

14 

(66.7％) 

合   計 308 
151 

(49.0％) 

157 

(51.0％) 

 

 




