
平成２０年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 

 

日 時 平成20年８月29日（金） 午前10時～12時10分 

場 所 大阪市役所 P1階会議室 

出席者 

  【委員】 

   金森委員長、片山委員、吉川委員、栗原委員、細見委員、松岡委員 

   ＊上野谷委員 欠席 

  【大阪市】 

   村上総務局長、稲森行政部長、山本大学支援担当課長、折原総務担当課長代理 

 

○開 会 

（稲森部長） 

 おはようございます。総務局行政部長の稲森でございます。 

 ただいまから、平成20年度の第２回公立大学法人評価委員会を始めたいと存じます。 

 本日はお忙しい中、お集まりをいただきましてありがとうございます。 

 では、早速でございますが、金森委員長、議事進行のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○議 事 

（金森委員長） 

 それでは代わりまして、早速議題に入らせていただきます。 

 今日は、議題が３つございまして、第１は、前回に引き続いて、平成19年度の業務

実績に関する評価について、 後の案を確定させていきたい、ということでございま

す。確定できましたら、それを法人に通知して、その上で市長に報告するということ

になります。それから、財務諸表を市長が承認するに当たりまして、本委員会の意見

を述べるということで、それが第２の議題でございます。それから、第３は、剰余金

が生まれたということですから、それを繰り越すために、ちゃんと経営努力をしたか

どうかということについて、市長に意見を言うことになっております。その３点につ

いてお願いしたいと思います。 
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議題１ 平成１９年度業務実績に関する評価結果について 

（金森委員長） 

 では、 初の議題について、事務局から資料の説明をお願いします。 

（山本課長） 

 おはようございます。評価委員会事務局担当、山本でございます。 

 まず、資料の１ページからでございますが、「評価結果（案）に対する法人の意見

と評価結果への反映（案）」ということで、前回委員会でお示しいたしました評価結

果（案）につきまして、前回の委員会の後に委員長名で法人へ評価結果（案）に関す

るご意見を依頼しました。法人から２点、ご意見をいただいております。 

 １点目は、長期的な計画に関する記述と評価に関する記述、それをより分かりやす

くするために二つの分類で括ってもらいたい、また、法人内での評価活動に関して、

法人では既に全学評価委員会が設置されており、「体制の構築」というより「体制の

充実」としてもらいたい、というものでございます。この点につきましては、表の右

端の欄に法人意見への対応（案）をお示ししております。「わかりやすく、また、よ

り正確な表現を期するため、法人の意見どおり修正する。」という案を示しておりま

す。 

 それから２点目、評価結果（案）の結びの文章に関してですが、法人運営における

ＰＤＣＡサイクルについて体制は確立しており、「ＰＤＣＡサイクルの推進」という

表現にしてもらいたい、というご意見であります。この点につきましても、表の右端

の欄ですけれども、「中期計画の実施・達成期を迎え、その着実な推進が求められる

ことから、法人の意見どおり修正する。」という案にしております。 

 これら２点の法人意見に対する対応（案）につきましては、後ほど説明いたします

評価結果（案）に反映しております。 

 次に、２ページに参りまして、資料１－３、これまでの各委員意見等でございます。

業務実績報告書の提出以来、これまでに各委員からいただきましたご意見、それから

前回委員会でのご議論等でありまして、評価結果（案）のベースになるものでござい

ます。これらを委員意見に対する法人の回答、委員会としての対応（案）とともに整

理しております。委員会としての対応（案）につきましては、その内容を後ほど説明

いたします評価結果（案）に反映いたしております。 
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 この資料自体は、前回の委員会におきましてもお示ししておりまして、前回委員会

でのご議論を踏まえて修正、追記しております。その修正、追記した部分を太字で表

現しておりますので、その部分を中心に説明いたします。 

 まず、２ページの高大連携に関してですが、組織的な受け入れ体制の整備、全学的

な推進の重要性及び大学院学生の確保についてのご意見がありまして、委員会として

は右端の欄にありますけれども、「高大連携、それから大学院学生確保の一層の充実

を期待する観点から、委員会意見として取り上げる」こととしております。 

 それから３ページに参りまして、実務経験者による講義に関してでございます。法

人の自己評価は「特に進捗」でありますが、具体的な成果の明示に欠けている、との

ご意見であり、委員会としては「自己評価の判断根拠等の明示について、意見として

取り上げる」こととしております。 

 シラバスにつきましても、「特に進捗」とする法人の自己評価について、根拠の明

示が必要であり、「自己評価の判断根拠等の明示について、委員会意見として取り上

げる」こととしております。 

 ４ページ、５ページに参りまして、ＦＤ（ファカルティ・ディベロプメント）活動

についてであります。これまで市立大学におけます各種ＦＤ活動は、積極的に行われ

てきておりますけれども、他の大学などの先進的事例も参考にして、その活動の成果

や検証方法について検討すべきではないか、というご議論がございました。委員会と

しては「ＦＤ活動の成果の検証を組織的に実施し、効果的なＦＤ活動のあり方を検討

することについて意見として取り上げる」こととしております。 

 ６ページ参りまして、全学共通教育の見直しになります。これも具体案を策定する

という年度計画に対しまして、その実績が明らかでない、というご意見をいただいて

おります。この件につきましても、委員会としては「自己評価の判断根拠等の明示に

ついて、同内容のものをまとめて意見として取り上げる」こととしております。 

 次の収入の確保に関しましては、７ページと同様ですが、外部資金の活用に関する

ものであります。外部資金の獲得強化に関しまして、委員会意見として取り上げるこ

ととしておりますが、前回の委員会におきまして、外部資金の活用に関して、ティー

チングアシスタント、リサーチアシスタントの採用拡大や、研究終了後の処遇につい

て引き続き検討すべき、とのご意見がございました。委員会としては「若手研究者の

支援という観点からも、意見として取り上げる」こととしております。 
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 ８ページに参りまして、業務実績全般に関してですけれども、取組実績等について

明確な記述を求めるとともに、長期戦略、戦略的思考の必要性に関するご意見をいた

だいております。委員会の対応（案）としましては、「大学運営の戦略性、方向性を

明確にするとともに、評価時点で客観的に計画の進捗達成状況を把握できる数値、判

断根拠等を具体的に示す必要性について意見として取り上げる」こととしております。 

 それから、９ページの上の方の戦略的・重点的予算配分につきましては、前回委員

会でお示ししたとおりででございますので、説明を省略いたします。 

 それから、９ページの下の方の高度専門職業人の養成についてであります。都市型

総合大学としての戦略的・積極的推進、創造都市研究科のアピールに関するご意見が

ございました。委員会としては「都市型総合大学としての特色を明確にして、戦略的、

重点的教育、研究体制の構築という観点で意見として取り上げる」こととしておりま

す。 

 10ページに参りまして、学生の全学的相談窓口（学生サポートセンター）に関して

でございます。窓口一元化の方針を明確にしていくことが必要であり、実施に当たっ

ては段階的に進めていくべき、とのご意見がありました。委員会としましては、「学

生の全学的相談窓口体制の一元化を目標として明示し、着実に推進させることについ

て意見として取り上げたい。」と思っております。 

 11ページ及び12ページは、市立の研究所等との連携についてでございます。法人の

自己評価は、「実施にあたって課題がある」となっておりますが、大学・研究所等の

双方のメリット等を見極めて積極的連携を推進すべき、とのご意見でございます。委

員会としましては、「市立大学の戦略上有効な、他の研究機関との連携の今後の具体

的対策、方向性等について意見として取り上げる」こととしております。 

 13ページに参りまして、長期計画であります。長期戦略、戦略的思考の必要性に関

するご意見があり、委員会として「長期的な戦略・展望に立った法人運営の重要性に

ついて、意見として取り上げる」こととしております。 

 14ページに参りまして、アドミッションポリシー、大学コンソーシアム大阪に参

加・協力、数学・理科基礎調査に関しましては、前回委員会でお示ししたとおりでご

ざいますので、説明は省略いたします。 

 14ページの一番下の段、女性研究者の支援に関してでありますが、委員会として女

性研究者の比率を計画に掲げるなど、何らかの対策が必要であることのご意見を受け、
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「女性研究者の研究支援について、意見として取り上げる」こととしております。 

 15ページに参りまして、下の段の文部科学省助成終了後のプロジェクトに対する大

学の支援についてでございます。教育及び研究のそれぞれのプロジェクトに関する法

人としての支援の検討が行われているところでありますが、「これらプロジェクトの

継続については大学の支援が不可欠であり、優れたプロジェクトが継続的に行われ、

また新しい試みが積極的に提案されるように、適切な支援を行われたい。」と委員会

意見として取り上げることとしております。 

 16ページは、前回の委員会以降に各委員から評価結果（案）に関するご意見をいた

だいたものでございます。それぞれ意見を踏まえた形で整理をしております。 

 これまでご説明いたしました、法人からの意見及び各委員意見をもとに、事務局に

おきまして、評価結果（案）としまして資料１－４で整理しております。スタイルと

しては、昨年取りまとめていただきました、平成18年度評価結果のスタイルと同様と

なっておりまして、強調すべき部分のゴシック表記、また、分かりやすく簡潔な文章

に努めております。説明につきましては、前回委員会からの修正点を表記しておりま

す29ページから36ページの資料に基づきまして説明をしたいと思います。 

 まず、29ページですが、昨年に引き続き、前文として評価の法的根拠、評価にあた

っての考え方等を明記しております。 

 30ページに参りまして、全体的評価の中ほどでございますけれども、全体的評価に

各項目別評価の特筆事項の主なものを例示しておりまして、まとめとしましては、ペ

ージの下になりますが、「項目別評価におけるすべての項目について計画の進捗を確

認しており、全体として、18年度に引き続き順調に進捗していると認められる」と整

理しております。また、 後の部分で意見としていただいております、「評価時点で、

客観的に計画の進捗・達成状況を把握できる数値、判断根拠等を具体的に示す必要

性」について述べております。 

 31ページ以降の項目別評価であります。まず前提としまして、「教育研究等の質の

向上を達成するための措置につきましては、教育研究の特性に配慮し、認証評価機関

による評価を踏まえることとし、外形的な進行状況の確認を行った」と記載しており

ます。 

 教育、研究、地域貢献、附属病院に関する４項目それぞれに、各委員からのご意見

や前回委員会でのご議論等を踏まえまして、特筆すべき事項と委員会からの意見・指
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摘事項を盛り込んでおります。 

 31ページで申しますと、真ん中以降の意見・指摘事項の２つ目、社会人教育につい

て文章整理するとともに、３つ目の学生サポートセンターに関する意見では一元化の

方向性の明示と着実な実施について述べております。 

 32ページに参りまして、研究に関する意見・指摘事項として、これも考え方に入り

ますけれども、文部科学省助成プロジェクトの助成期間終了後の支援、それから意見

の３つ目ですけども、若手研究者や女性研究者への支援について盛り込んでおります。 

 33ページの四角囲みで、教育研究の質の向上を達成するための措置に関する評価を

書いております。「特筆すべき取組も多く見受けられ、計画として掲げた事項の大半

に取り組んでおり、今後の教育研究等の向上に向けた成果も見込まれることなどを総

合的に勘案した結果、中期計画の進行状況は順調に進捗していると認められる」とま

とめております。 

 それから業務運営の改善及び効率化に関する措置につきましても、各委員からのご

意見や前回委員会のご議論等を踏まえ、特筆すべき事項と委員会からの意見・指摘事

項を盛り込んでおります。四角囲みの評価の部分でございますが、「計画として掲げ

たすべての事項に取り組んでおり、計画を着実に実行している。また、理事長のリー

ダーシップのもと、一層効率的・効果的な業務運営の推進が見込まれることを総合的

に勘案した結果、中期計画の進行状況は順調に進捗していると認められる」とまとめ

ております。 

 それから、財務内容の改善に関する措置につきましても、各委員からのご意見や前

回委員会でのご議論等を踏まえ、特筆すべき事項と委員会からの意見・指摘事項を盛

り込んでおります。 

 24ページの四角囲みの評価の部分でございますが、「特に外部資金の獲得強化等に

よる収入確保に向けたさらなる努力が求められる。その上で戦略性を持った教育研究

への配分も進められたい。厳しい財政状況の中、人件費を初め、支出額の削減に努め、

法人として経常利益を上げている。また計画として掲げたすべての事項の取り組みど

おり計画を着実に実行していることなどを総合的に勘案した結果、中期計画の進行状

況は順調に進捗していると認められる」とまとめております。 

 それから、その他業務運営に関する事項につきましても、同様に特筆事項と意見・

指摘事項を盛り込んだ上で、評価としては四角囲みで書いております。これも「総合
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的に勘案した結果、中期計画の進行状況は順調に進捗していると認められる」という

ことでまとめております。 

 36ページに参りまして、結びでございますが、 初の段落、「中期目標期間第１ス

テップである２年間を、理事長のリーダーシップのもと新しい枠組みを構築し、さま

ざまな取り組みが積極的に行われたことについて、前回同様評価するものである」と

して、三つ目の段落では、「日本 大の公立大学として激しい大学間競争を勝ち抜い

ていくためには、法人化のメリットである組織・予算・人事等の柔軟性、機動性を充

分に活用して、市立大学の存在感を対外的にアピールしていかなければならない」と

しています。また、「法人化２年目として、厳しい意見・指摘もあるが、今回の評価

結果を今後の大阪市立大学の一層の活性化と発展のため、 大限活用することを期待

する」とまとめております。 

 また、 後に平成20年度に受ける認証評価機関の評価結果にも注目していく旨、盛

り込んでおります。 

 次の37ページで、評価結果を市民や関係者等に分かりやすく説明するということで、

昨年に引き続きまして評価結果の概要版を作成いたしました。内容は、先ほどの評価

結果（案）から主なものを抽出したものでございます。 

 なお、本日ご欠席されておられます上野谷先生からも、評価（案）につきましては

特に異論はなく、「順調に進捗している」というまとめでよいのではないか、という

ことでご意見をいただいておりますことをご報告申し上げたいと思います。 

 19年度業務実績に関する評価結果（案）につきまして、説明は以上でございます。 

（金森委員長） 

 それでは、これが第１の議題に関するところでございます。 

 ただいま、ご説明にありましたように、前回から修正があったものが29ページ以降

に出ております。それを入れた案が17ページからございますので、必要に応じて両方

を参照いたしますが、17ページからの案をもとにしてご意見を賜りたい、と思います。 

 どなたからでも結構です。項目別でも 初の方針でも、ご意見いかがでございまし

ょうか。 

（吉川委員） 

 36ページの 後の字句の問題ですけども。「20年度に認証評価を受けている」とい

うのは、過去なのか、現在、未来か、いつのことでしょうか。 
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（金森委員長） 

 これは、受ける予定じゃないんですか。 

（山本課長） 

 「今現在受けている」ということでございます。 

（金森委員長） 

 「現在受けている」、現在進行中ということですね。 

 大学評価・学位授与機構に頼んで、今、その審査を行われている 中だということ

で、現在型ということですが。 

（吉川委員） 

 「受けている」というよりは、「受けつつある」ということですね。 

（金森委員長） 

 だから、書類はもう出してあって、向こうがどういう意見かは全然分からない、と

いう段階です。 

 ちょっと、表現は難しいかと思います。現在の状況はそういうことでございます。

どう表現するかは、勿論ご意見賜りたいと思いますけれど。 

（吉川委員） 

 「19年度の評価結果」というのは、関係がないのですか。 

 これは、評価委員会の19年度の評価ですよね。だから厳密に、やっぱり19年度の話

なので、20年度は未来ですよね。 

（金森委員長） 

 ただ、我々は、教育研究の内容については、この認証評価を受けてそのもとで認定

しないといけないので、書いておかないといけないことだ、とは思うんです。 

（松岡委員） 

 「取組の評価はここではやらない、そっち側の方でやる」ということのために、こ

れを書いてあるんですよね。 

（金森委員長） 

 はい。我々は、そういう意味では、守備範囲を限定されています。 

（吉川委員） 

 だから、「20年度に評価を受ける予定である」とかだったらいいんですが。しかし、

今進行中だから「受けることになっている」ということですか。 

－8－ 



（金森委員長） 

 いや、だから、これは受けているんです、現にもう書類を出して。 

（松岡委員） 

 評価自身がされるのはいつですか。 

（金森委員長） 

 もうすぐです。もうちょっと後、今年度の終わりぐらいになります。 

 ですけれど、本委員会としては、その評価結果に注目しないといけない、ある意味

では義務も持っている訳なんです。だから、来年度は、その評価結果を充分吟味して

意見を出すことになる、と思います。それがあったので入れています。 

（松岡委員） 

 私も、委員をやっているんですよ、国立大学の方ですけれども。 

 それに関連してですが、31ページのところ、これも私の意見なんですけれども、質

の向上の達成の取組は別の評価機構でやるというので、ここでは「外形的な進行状

況」という、この「外形的な」というのはちょっと分かりづらいというのが、今まで

の議論であったか、と思います。「外形的」というのは、「質の向上以外の」という意

味ですか、「質の向上に関わらない」、そういう意味ですか。 

（金森委員長） 

 「質の評価に関わらない」という意味です。「向上に努める」という位の意味でも

いいかな、と思いますが。 

（松岡委員） 

 それが、「外形的な」という進行状況というのは、何となくちょっと分かりにくい。

量的なものとか、そういうものですか。 

（吉川委員） 

 いや、「研究者の数を増やした」とか、あるいは「研究組織を改組した」とか、そ

ういう、研究の中身ではない部分で、ということです。だから、「研究の大きなプロ

ジェクトが採用された」というのも、別に中身がいいのかどうかは分からないですけ

れども。 

（山本課長） 

 「「中身の向上」の中身自体を判断する」のではなくて、「「中身を向上させるため

にどういう取組を行っているか」ということを評価する」ということです。 
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（松岡委員） 

 そういう意味なんですね。 

（金森委員長） 

 ですから、全然そういうことに無関心であれば、我々も指摘してもいいことです。 

（片山委員） 

 ということは、「教育研究に関わる管理運営」といった言葉でもほぼ同じ意味です

か。 

（金森委員長） 

 今さっきおっしゃったように、研究組織の改編とか、そういうことについて言えば、

全くそういうものに無関心である場合は指摘できる、と思いますけどね。取り組んで

おれば、その内容については、この評価機関の結果を待たないと、我々は意見を言え

ない。「外形的」というのはそういうことです。 

（吉川委員） 

 例えば、教育に関しては、教員の数を極端に減らして、そして、人件費削減のため

に基準レベルより以下にしているというようなことがあるとすれば、それはやっぱり

外形的な評価ではちょっと具合が悪いのと違うか、と思います。それで「教育の中身

が下がったかどうか」ということは、まだ評価できないということですよね。 

（金森委員長） 

 大抵、従来はそういう改編が行われると、内容も仕組も変えてやりますから、非常

に判断が難しい。 

 ですから、そういう意味で、この委員会での評価は、他の評価機関の結果を踏まえ

るということで、来年度はそれを踏まえて我々の意見を言うことはできる、と思いま

す。だけど、その前に言うのは、やっぱりちょっと外形的評価を逸脱する恐れがある

と思うので、私は、今年はこの程度の表現で済ませてもいいんじゃないか、と思って

いるんですけれど。 

（松岡委員） 

 要するに、教育と研究の質の、その中身に関するものについては別にして、そうで

ないものということを「外形的な」という表現で表しているということですね。 

（金森委員長） 

 私が出した意見の例を申しますと、工業研究所などとの連携の問題で、「連携その
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ものの中身は、余り突っ込めない」とは思ったんですけれども、逆に連携の意味を、

この間の理事長の発言では余り理解しておられない印象を受けたので、そういう意味

では「連携をもっと検討する」ということを意見として述べてもいいんじゃないか、

と思いました。ぎりぎりのところなんですけども。というのは、「連携大学院」とい

う制度を作るときに関わったこともありますけど、それは本来、大学院組織を拡大し

て外部機関でもドクターを出したり、その教員をされる方を大学の教授として一緒に

やるというシステムなんですが、多分この間の返事では、施設の共有ぐらいにしか捉

えておられなかったような気がするんです。後で法人の回答を見ますと、「一部指導

を受けている」とおっしゃっていますけれど、「指導」というものは他の大学の例で

すと、本当に指導教官が外部から来て論文を書いているとか、学位を取っているとい

うことで、それは、本当の意味で連携大学院なんですけれども、それかどうかという

のは「ちょっと違うのかな」みたいなことは思うんです。しかし、それ以上は、来年

評価機関の結果を見ないと突っ込めないんじゃないかと。非常に際どい例を申し上げ

ましたけれど、その辺の境目でちょっと苦慮した点ではございます。 

（吉川委員） 

 たまたま今日新聞を見てですけれども、33ページの附属病院の特筆事項で「看護師

初任給の引き上げや」とありますよね。人件費削減とかいうときに、「人件費を増や

して」ということが妥当なのか。この「初任給の引き上げ」が本当に多数の看護師確

保に確実に働いたという証拠はない訳ですよね。 

（金森委員長） 

 いや、「そういう困難な状況にも関わらず引き上げた」という事実はあるんです。 

（吉川委員） 

 事実はあるんですけどね。「各種募集活動の強化により確保した」ということでも

いいんじゃないかなと。 

（金森委員長） 

 「引き上げ」が直接「確保」につながるか、ということですか。 

（吉川委員） 

 そうです。 

（金森委員長） 

 だけど、これはもう難しいところですけれど、「引き上げた」ということを評価し
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てあげた方がいいんじゃないかと思ったんですが。僕も病院のことは余り詳しくない

ので。 

（吉川委員） 

 いやいや、あちこちの病院でやっていますよ。特に公立病院は給与が低いですから、

新人の看護師確保といったら、私どもの県でも同じようなことをやっていますけれど

ね。「一般的に与える影響がどうなのか」ということだけちょっと気になります。 

（村上局長） 

 いわゆる市の職員の給与体系がある訳ですけれども、独立行政法人ということで、

独自の取組をできたということがありますので。例えば同じ病院でも、大阪市がやっ

ております総合医療センターなどの市立病院ですと、職員全体の給与体系に束縛され

ますので、そこだけ上げるというのは非常に難しいんですが、独立行政法人化したこ

とで市大病院として独自にそういう措置を採って、給与体系全体の見直しもされた中

でやっておりますので、これは独立行政法人としては一定評価できることかな、とい

うことでございます。 

（吉川委員） 

 「お手盛り」というふうに受け取られたら逆効果になるかな、という懸念がありま

す。 

（金森委員長） 

 やっぱり我々としては、「このような状況で取組をやられた」ということを評価し

てあげた方がいいんじゃないでしょうか。 

（吉川委員） 

 いや、おっしゃるとおりだと思いますけどね。一般の人がどう受け取るか、という

ことです。 

（金森委員長） 

 それはどうでしょうか。 

（細見委員） 

 近の新聞報道で、「市立病院が赤字だ」という話が出ましたね。だから、市民は「こ

の市大はその中に入るのか入らないのか、どっちなんだろう」というようなことを思って

いる、とは考えられますね。 

（金森委員長） 
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 いや、市大病院も赤字ですよ。だけど、それにも関わらず努力したということです。 

（細見委員） 

 だから、「独立行政法人として努力して、こうなった」というように説明できるの

だったら、それはこれでいいと思いますけどね。そういう説明がなくてぱっとこの文

章を見たら、吉川先生おっしゃるように、「何をやってるんだ」ということになる可

能性があります。「説明責任がどこまで果たせるか」ということですよね。 

（吉川委員） 

 我々医療の世界にいる人間にとっては「当然だ」と思うんだけれども、周りから今

の風潮で与える影響がどうなのか、というのがちょっと心配ではないですかね。 

（金森委員長） 

 いや、これは病院は別じゃないですかね、市民もそうは受け取らないでしょう。そ

う思いますけれど。大学の先生一般になると、話は別かもしれませんけどね。 

（細見委員） 

 実際問題としてどうなんですか。これは特記事項にも書かれておりますよね。多数

の看護師を確保して、私たちも「よく頑張られたな」という具合に思っているんです

けれども、その中で、「そういう効果が出てきた企画で何が効いたのか」ということ

になると、今おっしゃっているように、募集活動なんかをよく頑張られたという評価

はどうなるんでしょうか。 

（金森委員長） 

 いや、それで「患者サービスの充実に努めた」という点を評価した訳です。 

（山本課長） 

 平成20年４月に200人ほどの看護師を採用することができた、これはかなり大きな

数字ですけれども、その200人を採用するのに、どの方策がどれだけ要素として含ま

れているかは別にしまして、少なくとも看護師の初任給引上げは、法人化の成果を基

に具体化したものだ、と考えております。「２万円ほどの初任給引上げ」というのと、

それから「地方への募集活動をした」、大きくはこの二つの要素でそれが確保できた

のだろう、と考えられます。それが、更には患者さんへの手厚い看護にも繋がってい

って、市民サービスの向上にも繋がっていっている、ということでございます。 

（細見委員） 

 募集に関して、「初任給を２万円上げた」というのは、非常にインパクトがあった
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ということですね。 

（山本課長） 

 はい。現実に、多分それ以前は、周囲の国公立大学病院よりも低かったのが、逆に

この引上げによって高くなった、と思います。 

（病院・藤井課長） 

 病院のことでございますけれども、確かにおっしゃるとおり、この給与の引上げと

いうものが、今回の看護師募集の確保の中で、量的にどの程度、何％ぐらいの効果が

あったというのは、そういうことは申し上げることはできないんですけれども。私ど

もといたしましては、今、事務局の方からも報告がございましたように、この間、各

看護師養成機関を回るに当たりまして、やはり他の、例えば府立病院であるとか、国

立大学病院であるとか、そういうところに比しましても、一定、量的にも、そういう

初歩的な部分では引けをとらない、初任給でいえば上である、ということにつきまし

ては、各養成機関の方のご理解をいただいた、というふうには考えているところであ

ります。 

（吉川委員） 

 医療界でもいろんな問題になっていましてね。大病院が結局、看護師を全部持って

いくと、中小病院に看護師がいなくなって、それが病院のサービスの低下に繋がるし、

医師会からもかなり批判を受けている件もあるんです。大阪府では、そういうところ

はまだ出ていないのかもわからないですけれど。しかし、交付金として税金が出てい

る訳ですよね。だから、そういうところが給与を上げて、看護師を持っていってしま

うということを一般の外部の人たちがどう受け取るか。これは、法人の中の部分とし

ては、法人化によってこういう弾力的なことができるので、非常に評価できるんです

けれども、こういう評価結果を外部に出すときに、外部の人たちがどういうように思

うのかな、ということが心配です。 

（金森委員長） 

 ２つの感想に分かれますでしょうね、我々のような全然業界と無縁の者と、それか

ら逆に医療に携わっている人たちとは違うかもしれません。正直に申しますと、我々

は「充実したら結構だ」ということしかない訳です。 

（村上局長） 

 我々の市議会で去年問題になりましたのが、看護師不足で病棟を一部閉鎖しないと

－14－ 



いけない、ということがありまして、それに対する批判が厳しかったものですから、

むしろ「看護師を確保して病棟を再開した」と、「その要素として初任給を上げまし

たよ」ということを申しあげまして、議会サイドは概ね好意的であったところです。 

（吉川委員） 

 そうですか、そうしたら大丈夫ですね。 

（細見委員） 

 順番を逆にしたらどうですか。各種募集活動、精力的な各種募集活動を先にして。 

（金森委員長） 

 「初任給引上げが一番先に出てこないようにする」ということですか。 

（吉川委員） 

 順番を変えるのは確かにいいですね。 

（金森委員長） 

 それでは、そうさせていただきます。 

 他に何かございませんでしょうか。 

（松岡委員） 

 30ページのところで、現代ＧＰとか地域医療等の各種教育支援プログラム拠点へ採

択されたということで。全体として量的なことは言わないということだと思うんです

けれど、ただ、それが他の大学と比べて特筆すべき事項とするためには、やっぱり何

か位置づけが必要ではないでしょうか。それなりにどこも皆対策されていると思いま

すので。 

（金森委員長） 

 去年までは、おっしゃるように数にかなり差がありましたが、むしろ、１大学で４

つまでとか制限し出したということがありまして。ある国立大などは、そういうこと

で、随分不満を言っている訳でしてね。そうなってくると、数の競争ということは意

味がなくなってくる面があります。だから、１大学４つとか５つとか制限し出すと、

そういう意味では比較しづらいところはありますね。 

（松岡委員） 

 やはり、特筆事項として一番 初のところに書くというところからすると、何か比

較の基準がないと。 

（金森委員長） 
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 いや、採択されていないところもありますので。数を挙げるとするとどうなります

か。 

（山本課長） 

 数としましては、19年度実績で申しますと、何をベースにするのか、プログラムを

ベースにするか、拠点をベースにするかという問題はありますが、プログラムをベー

スにしますと、市大が４で、公立大学ではプログラム数では一番多いです。 

（金森委員長） 

 ４ですか、それは学部、大学、両方合わせてですか。 

（山本課長） 

 合わせてです、４つのプログラムです。 

（金森委員長） 

 公立大学では多い方ですね。 

（山本課長） 

 ええ、一番多いです。拠点数で言っても、市大が公立大学では一番多い形になって

います。 

（松岡委員） 

 何かそういう表現があった方がいいのではありませんか。 

（金森委員長） 

 いや、それは、少しぐらいなら自慢してもいいと思いますが。 

 その点、確かに次のグローバルＣＯＥに至っては、本当に限られた大学しか採択さ

れていませんから。 

（松岡委員） 

 これは立派なものです。 

（細見委員） 

 よろしいですか。 

 １つは、目次のところなんですけれど、項目別評価のところを見ますと、「措置」

という表現が３つあるんですね。これは、前年もその言葉をどうするかというような

ことが議論になりまして、「取組」にしたらどうか、もうちょっと時期を見て「取

組」にしましょうか、という話だったんですけれど、それをこの場で検討していただ

くというのはいかがでしょうか。 
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 それから20ページ、２枚目、特記事項が新たに加わりましたが、特記事項は、ゴシ

ックにはしないのかどうか、ということです。 

（金森委員長） 

 初は、全体的評価のところまで、実は特記事項はなかった訳です。だけど、やっ

ぱり折角だから入れた方がいいということで、こうなっておりますけど、それを更に

太字にするまでここに重点を置かない方がいいと思った、というのが経過なんです。 

（細見委員） 

 項目別評価では、割と分かりやすくなっていますね。 

（金森委員長） 

 いろいろご注意いただきましたので。 

（細見委員） 

 そうですね。それで全体をまとめた１枚物のパンフレットも、まあまあ分かりやす

い。そうして見てみると、全体的評価のところがちょっと物足りないという気もした

んですけれど。それだけです。 

（山本課長） 

 一応、昨年度の評価結果の 終報告書でも、ここの部分というのは、このままの形、

明朝体で、ゴシックにはしていない形となっております。 

（金森委員長） 

 というのは、全体的評価の場合は、そこだけをそのように上げるという印象がおか

しいんじゃないか、というふうに考えたんですけれどね。 

（細見委員） 

 特筆、成果ですからね。特別によくやった成果ですから、これを入れておけばいい

ということですか。 

（金森委員長） 

 はい、もうそれでいいんじゃないかと思います。 

（松岡委員） 

 18ページの、「措置」と「取組」でどういう議論があったか分かりませんけれど、

「取組」の方が、私は分かりやすいかな、という気がします。 

（金森委員長） 

 これは、どんな議論だったか、ちょっと覚えてないですけれど。 
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（山本課長） 

 前回、去年の議論では、確かに皆さんの御意見も「「取組」の方がより分かりやす

いのではないか」ということが大勢ではあったか、と思うんですけれども。ただ、中

期目標・中期計画の表現が、この「措置」ということでありまして。 

（金森委員長） 

 そうそう、そうでしたね、それなら分かる。 

（山本課長） 

 それが変わっていない以上、それだけで勝手に評価委員会で変えられないのではな

いか、ということでございます。 

（吉川委員） 

 次の中期計画のときですね。 

（金森委員長） 

 これも意見として伝わっているはずですけども、法人がどうされるか、ですね。 

（山本課長） 

 本文中の表現としては、「措置」という言葉は、すべて「取組」に変えております。 

（片山委員） 

 31ページ、意見・指摘事項の１つ目に、「市立大学の教育の特性、目指す方向性を

踏まえ、実際に」というところを全部取って、「効果的な」という一言になっている

んですけれど。ＦＤについてのいろいろな意見は、委員の中でもあったんですけれど

も、「効果的なＦＤ」という一言でいいのかな、と思います。どちらかというと、「で

は、効果的なＦＤとは何か」ということについては、やっぱり市立大学の教育の特徴

などを踏まえた、ということが重要な気がしたものですから。 

（金森委員長） 

 これは、どういう経過でしたか。 

（山本課長） 

 おっしゃるとおりの認識で、我々も非常に悩んだところであったんですけれども、

この間、「文章を基本的には短くしなさい」という、昨年来のご指摘もありまして、

削ってもまだ３行ありますが、このようになっております。 

（金森委員長） 

 それと、私が思うに、「本当にＦＤをやれているか」ということが大事で、これは
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難しいところです。「市立大学の教育の特性まで入れる」というご意見が強ければ、

勿論そういたしますが。 

（細見委員） 

 入れると、「どこまで入れるか」ということで、ＦＤは突き詰めると難しいですね。 

（金森委員長） 

 難しい問題なんですよね。 

（細見委員） 

 これぐらいにしといた方がいいのかな、とは思います。 

（金森委員長） 

 つまり、「何をやるか」の部分で、まだ市大というところは、真面目かもしれませ

ん。というのは、「何をやったらいいか」ということも難しいですからね。私がよく

引合いに出す阪大では、昔の歴史の勉強で、それは大変人気があるようでして、事務

職員も聞きに来ているんですけれども、「そこからどう酌み取るか」というのは、受

けている者の問題でありますので。そういう、いろいろ悩みがあったものですから。 

（吉川委員） 

 ＦＤというのは、20年度から義務付けられますよね。じゃあ、来年度には確立する

ということですね。 

（金森委員長） 

 だから、「効果的な」というところに実際、全部含んでいるつもりなんですが。で

も、来年度は、まだ暗中模索の段階のような気もするんですけれども。 

（片山委員） 

 もしかしたら、「効果的」自体まで全部取ってしまう、という方法もあるかもしれ

ません。「ＦＤのあり方」自体をまずスタートポイントとして。 

（金森委員長） 

 いや、そこまでいくのはどうかと思いますね。大分長いことやっていますから、そ

れはちょっと行き過ぎですね。「効果的」というところに万感を込めた、ということ

ですから。その効果が「どういう効果があったか」ということについては難しい問題

がありますね。それと教員がＦＤに出てこない、と思いましてね。 

 ＦＤを義務づけたら、教員はＦＤに出なければならないんですか。 

（松岡委員） 
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 いや、外部的には、全体としての一般的義務ということで、我々もやらなければな

らないのですが、その個々の内容まではまだ踏み込まずに大学に任せられているとい

うのじゃないかな、という気はするんですけれど。 

（金森委員長） 

 そういう感じですね。学部によっても随分温度差もありますしね。 

（吉川委員） 

 恐らく、今、認証評価を受けておられるんだったら、そこでＦＤも評価される。大

分向こうは厳しいですから。 

（金森委員長） 

 あちらは内容に踏み込んでやりますから、それをやっぱり見た上で影響も考えると

いう意見もあることですので。 

 それでは、そういう問題もありますので、ここは簡潔にさせていただければ、と思

います。 

（細見委員） 

 ちょっと繰り返しになるんですけど、やっぱり全体的評価の特記事項にゴシックを

復活させたらどうでしょうか。 

（金森委員長） 

 ゴシックをですか。 

 「これだけ取り上げた」ということで逆に不平が出ないか、というような、いろん

な心配をするんですけれどね。というのは、特筆事項に取り上げられたところは、こ

れで一応満足されると思いますけど、これ以外に実際取組をされたところがいろいろ

ある訳ですね。それも考慮をしないといけないかな、と思います。 

 例えば、附属病院でも「電子カルテを中心とした病院情報システムの稼動」、随分

苦労されたと思います。だから、少し目新しい取組をここに入れてあげた、と思って

います。ＣＯＥのことを申しますと、こうして評価していますけれど、自民党の若手

を中心とした議員の検討で、廃止した方が良い事業の中にＣＯＥが入っているという

話もございますので、ここの受取り方で、「こんなものを評価していいのか」という

意見もあるかもしれませんしね。 

（松岡委員） 

 今の１枚物の要約を見ていますと、「採択で４拠点」というのが入っていて、30ペ
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ージの、さっきちょっと申しあげたところでは何も入っていない。１枚物で入ってい

てこちらで入っていないというのは、どうなんでしょうか。 

（山本課長） 

 より具体的にするために要約に加えましたが、これを本文にも入れるようにいたし

ます。 

（松岡委員） 

 そうですね。要約のところに入っていて、こちらの本文に入っていないというのは

おかしいので。 

（金森委員長） 

 じゃあ、この「４拠点」を本文にも入れるということで。 

 私は、余り数値的な結果を、項目にも大小・軽重それぞれあろうということで、そ

の数字だけで判断するというのは止めといた方がいいという意見が強い、と思うんで

すけれどね。 

（細見委員） 

 ちょっと教えてほしいんですけれども、この22ページで、病院機能評価を受けたん

ですね。バージョン５ですか、これは専門家が見たら、かなりなものなんですか。 

（吉川委員） 

 そうですね。 

（細見委員） 

 どれぐらい、バージョンはあるんですか。 

（吉川委員） 

 評価がだんだんレベルアップしていくんですよ。一番 初に10数年前に始まって、

評価の中身が厳しくなっていくんですよ。 

（金森委員長） 

 だから、「評価が５になった」とか、そういう意味じゃないんですか。 

（吉川委員） 

 ５年間有効なので、次に受けるときには、この評価のリストがもう全然新しくなっ

ている。それを「バージョンアップ」と言って、バージョン１からバージョン５まで

あります。 

（片山委員） 
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 では、レベルではなくて、ＷｉｎｄｏｗｓＸＰがＶｉｓｔａになったとか、そうい

うものですか。 

（吉川委員） 

 いや、チェックリストがこんなに沢山あるんですよ。 

（金森委員長） 

 そうすると、「この認定を受けた」といって、つまりそれで「どういう評価された

か」ということは、これでは分からない訳ですか。 

（吉川委員） 

 そこが難しいところで、別に「10受けて１しか通らない」というものではないです。

10受ければほぼ10通るんです。ただ、「条件付き」というのがありまして、ほとんど

が「条件付き」になっていまして、この１年間の間に、あるいは半年の間にこれだけ

直しなさいと、直したというところを持ってくれば認定しますよ、と、そういう「条

件付き」というのもあるんです。それが「条件付き」がないもの、100％問題なしと

いうのであれば、非常に価値がありますね。 

（金森委員長） 

 ちょっと説明していただけますか。 

（病院・藤井課長） 

 今回、私ども病院の方で、昨年度におきまして、病院機能評価が行われているとこ

ろでございますけれども、一応、評価につきましては、「条件付き」ということでは

なく、完全な認可をいただいたということでございます。 

（金森委員長） 

 それは、全項目についてですか。 

（病院・藤井課長） 

 はい。私も今、正確な記憶がございませんけれども、全部で1,000近い項目がござ

いまして、それぞれの項目が大体１から５段階の評価ということでございます。それ

で、大体３段階以上が合格でございまして、当然すべてが５であるとか４であるとい

うことではないのですけれども、全体としまして、医療機能評価機構の方から評価い

ただいた、ということでございます。 

（吉川委員） 

 「特定機能病院」という、病院の中では一番レベルの高い、だから診療報酬を高く
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設定することが許されている病院ですが、大学附属病院は、全部特定機能病院であり

まして、特定機能病院は必ずこの評価を受けないといけない。 

（細見委員） 

 そうしたら、ゴシックにしてあるというのは、どうなんでしょう。 

（吉川委員） 

 しかし、全部で80大学病院ありますけど、全部通っていますから。 

（金森委員長） 

 だけど、これはこの資料を読んだとき、どういう評価を受けたのか、よく分からな

いことになりますね。 

（吉川委員） 

 そうですね、「バージョン５」と言われても確かに分からないですね。だから、「バ

ージョン５」というのが、一般的に余り必要ないのかもしれないですね。 

（金森委員長） 

 バージョン５自体は必要ないですね。ただ「認定」という意味は、さっき言われた

ように、「５段階のうちの全てについて３以上の評価を受けた」というのなら分かり

やすいですけども。 

（細見委員） 

 それで、この評価は、何年までバージョン５でいくんですか。 

（病院・藤井課長） 

 既にバージョン６を病院機能評価の方でまとめておられるという情報が、ここ 近

ございましたので、もう近々、バージョン６の方に切り替わるものと思っております。 

（金森委員長） 

 しかし、難しいですね。 

（吉川委員） 

 どういうふうに評価するか、というのは難しいんですけれども、 近はちゃんとし

た病院は、これを受けることを必須条件としていて、「この評価認定を受けた病院で

ある」ということが、この病院の信頼性を外部に印象づけるためには必須の要件にな

っている。だから、これを受けたのが何千もある病院のうちの何個であるとか、そん

なものではないですね。だから、 低限病院として評価されるというものです。しか

し、これがなかなか大変です。サーベーラーが、大変ですよね。私が大学にいた頃に
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受けましたけれども。 

（病院・藤井課長） 

 私どもの実施に当たりましては、ほぼ１年前からそういうチームを作りまして、事

前に病院長以下が、かなりの回数、各病棟なり各部門の方に、質であるとか、そうい

うものについてきちっと出来ているかどうかということについて検証に回りまして、

その結果としての認定というのは、私どもには非常に有難いことでございますが、そ

の認定に至るプロセスの部分も含めまして、評価をしていただいてもいいんじゃない

かな、という思いはございます。 

（金森委員長） 

 だんだん「認定」という重みは分かってきたんですけれど。 

 バージョン４とか受けていないんですか。 

（吉川委員） 

 ５年置きに受けるんです。だから、今度５年後、新しいバージョンでまた受けると

いうことです。 

（片山委員） 

 「＊」で注を付けられるといいんじゃないでしょうか。 

（金森委員長） 

 もうちょっと説明が必要ですね。 

（山本課長） 

 同じ22ページの「ポスドク」で入れておりますけれども、「病院機能評価」につき

ましても、同様に説明書きを入れるようにいたします。 

（金森委員長） 

 では、お願いしたいと思います。 

 ですから、この評価を終えて「全体としては順調に進捗している」ということにい

たしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、本日の評価結果を 後に報告する前に、本日の 後のご注意を踏まえて表現

を調整いたしますが、これにつきましては、私に一任させていただいてよろしゅうご

ざいますでしょうか。 

（異議なし） 

（金森委員長） 
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 それでは、追加説明等ご指摘事項を考えて調整いたします。 

 その結果は、各委員の皆様に予めご覧いただきまして、もし更にご意見があればそ

れを踏まえて、 後に９月中旬に私の方から評価結果を法人に通知いたしまして、市

長に報告するという段取りになります。 

 それでは、この第１の議題については、ご承認いただいたということにいたします。 

 

議題２ 平成１９年度財務諸表の承認に係る意見について 

 では、議題２の財務諸表の承認に係る意見について、審議に入りたいと思います。 

 事務局からご説明をお願いします。 

（山本課長） 

 ６月30日に大阪市長宛てで法人から提出のありました財務諸表等を、別冊資料２－

１としてお配りしております。また、参考に前回委員会でご指摘ありました、平成18

年度の財務諸表も別冊としてお配りしております。説明は、本体資料を中心に行いま

す。 

 39ページ、公立大学法人大阪市立大学平成19年度財務諸表の概要についてでありま

す。 

 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、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

しまして、貸借対照表、損益計算書等の作成が義務づけられています。公立大学法人

は、事業年度の終了後３カ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30日付で大阪市長宛て提出があったところであります。 

 市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聞いた上で承認を行うということになっ

ております。 

 なお、財務諸表の提出に当たりましては、監事の監査と会計監査人の監査を受ける

ことが義務付けられております。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あります。 

 資料の40ページから51ページにかけまして各項の概要を記載しております。まず資

料の40ページ、41ページですけれども、貸借対照表の関係になります。 

 資産の部ですが、資産の総額は1,212億円、うち固定資産として1,109億円、流動資
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産として103億円ございます。固定資産といたしまして主なものは、土地が385億円、

建物が506億円、研究機器等含む備品が50億円、図書が133億円であります。流動資産

103億円の主なものは、現金及び預金が56億円、未収附属病院収入が42億円でありま

す。 

 負債の部ですが、負債の総額は、305億円でありまして、うち公立大学法人の会計

独特の処理ですけれども、法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料として償却

資産を取得した場合に、当該資産の見返り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扱いとなっております、資産見

返負債が172億円あります。また、法人化に際して、大学関係の基金を公立大学法人

に移管したことによります長期寄附金債務が27億円、大阪市からの医療機器整備等に

係る長期借入金が13億円、長期リース債務が16億円、合わせて229億円ほどの固定負

債があります。流動負債としましては、未払金52億円など、合計70億円となっており

ます。 

 資本の部に参りまして、資本の部の総額は907億円であり、資本金、市からの出資

金が982億円であり、資本剰余金がマイナス102億円、利益剰余金合計が27億円となっ

ており、この利益剰余金27億円のうちの１億円、これが当期総利益として１億円生ま

れております。 

 なお、資本剰余金のマイナス102億円につきましては、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、減価償却に見合う収益の確保が見込め

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扱

いとなっていることから発生するものです。 

 次に、42ページ、43ページ、損益計算書の説明に入ります。 

 経常費用の総額は442億円であり、業務費については、人件費を除く教育経費が16

億円、研究経費が24億円、病院の診療経費が125億円、人件費が244億円であり、他に

一般管理費が16億円、その他経費などがございます。 

 経常収益の総額は443億円であり、主なものとしましては、大阪市からの運営費交

付金収益が157億円、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197億円などでございます。なお、資産見返負債戻入12億円につき

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扱いによ
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り発生する収益であります。 

 以上、経常収益443億円から経常費用442億円を差し引いた経常利益は、１億円とな

っております。 

 それから臨時損失ですけれども、臨時損失は２億円で、固定資産除却損、それから

重複図書の整理等によります図書除却損、附属病院関係の賠償金等負担額がございま

す。臨時利益も２億円で、固定資産及び図書の除却による資産見返物品受贈額戻入、

それから附属病院関係の保険金収入がございます。臨時利益と臨時損失は、ほぼ同額

でありまして、経常利益が１億円でありますので、大阪市立大学の19年度におけます

当期総利益は１億円となります。 

 続きまして、44ページ、45ページ、キャッシュフロー計算書であります。 

 法人の資金の出入りを示すキャッシュフロー計算書ですが、当期の法人収入が447

億円、支出が459億円であり、期首残高が65億円ですので、期末資金残高は53億円と

なります。 

 次に参りまして、資料46、47ページ、利益処分の内容であります。 

 先ほど損益計算書のところでご説明いたしましたとおり、法人の平成19年度の総利

益は１億円でありまして、法人としては、この１億円を次年度以降の事業に充てたい

という風に考えておられます。 

 次に、48、49ページ、行政サービス実施コスト計算書です。 

 企業会計にはない主要表としま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受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。法人の実質的な行政サービス実

施コストは241億円という形になっております。 

 それから、50ページ、51ページに参りまして、附属病院の収支を記載しております。 

 附属病院の経常費用合計は245億円、経常収益合計は239億円でありまして、業務損

益はマイナス６億3,100万円となっております。主な要因としましては、看護師の不

足等によりまして平成19年７月からの一部病棟休止、これによりまして入院患者数が

減少したことなどがあります。なお、休止病棟につきましては、20年７月より再開し

た模様であります。病院の財務状況につきましては、先ほどの評価（案）で、「計画
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的な経営改善に努められたい」という形でコメントしているところであります。 

 資料52ページは、公立大学法人の会計部分処理に関する資料をつけております。 

 また、53ページは、前回委員会でもお示ししました財務諸表の相関図をつけており

ます。 

 次に参りまして、54ページ、55ページ、資料２－３、財務諸表承認に係る事務局の

確認についてであります。 

 財務諸表承認に当たりまして、評価委員会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確認を行ったところであります。なお、財務諸表の数値に

つきましては、会計監査人及び監事による監査対象となっておりまして、主要な計数

等の確認を行いました。 

 確認内容としまして、提出期限ですけれども、法定の期限内の６月30日には提出さ

れております。 

 それから、必要な書類につきましてもすべて提出されており、問題はありません。 

 また、会計監査人及び監事の監査報告書に財務諸表の承認に当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、考慮すべき意見はなく問

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

題はありません。 

 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

行った結果、平成19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。 

 次、参考的な資料ですけど、資料56ページ、財務諸表の比較であります。 

 平成19年度財務諸表を昨年の平成18年度との比較でございまして、また平成18年度

の数字ではありますけれども、他の公立大学や主な国立大学の平均等と比較をしてお

ります。 

 まず、一番上の流動比率ですけれども、金銭信託の取得など、投資活動の増加があ

りまして、現金などが若干減ったことによりまして、比率も流動比率としては若干低

下はしておりますけれども、100％を超えており、引き続き健全性に問題ないと考え

ております。 

 運営費交付金比率、人件費比率、研究経費比率、教育経費比率などは、昨年とほぼ
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同様の数値であります。 

 昨年度と比較して注目される指標としまして、一般管理費率と外部資金比率が挙げ

られると考えられます。まず、一般管理費率は増えておるのですけれども、外郭団体

の統廃合によりまして、医学振興協会の駐車場事業、売店事業を承継したことにより

まして、一般管理費が増加したことによるものでありまして、これにつきましては、

一方でこれらの事業の収入は、収益の増要素となっているところであります。 

 それから、外部資金比率ですけれども、これは昨年度比倍増となっております。た

だ、これは先ほど言いました、これまで外郭団体で受託していました事業を承継した

ということで、外郭団体でやっていた受託研究費などが含まれることになっています

けれども、治験による収益や共同研究の増など、獲得額の増という意味でも４割弱の

伸びとなっていると分析しております。ただし、国立大学等と比べるとまだ低い数値

ではありまして、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が

期待されるところであると考えております。 

 財務諸表関係の説明につきましては、以上であります。 

（金森委員長） 

 それでは、この承認に係る意見ということですが、公認会計士の栗原先生からいか

がでしょうか。 

（栗原委員） 

 利益率が前期よりかなり悪くなっているということで、他の大学と比較しても経常

利益比率が0.3％、額にして１億円程度で、ぎりぎり黒字を出したのかな、という感

じがします。資金収支の方も利益率が悪くなっているということが言えるんですけれ

ども、その中で気になったのが、有形固定資産に計上されている図書が130億円あり

ますね。これが、普通の有形固定資産であれば「減価償却」という形で決まった耐用

年数で償却していくんですけれども、この図書に関しては、臨時損失で減耗損という

ことで、今期5,000万円ほど計上されているんですけれども、前期は約２億円減耗損

で計上されていた、と思うんですね。これは、一体どのような客観的な基準で減耗損

を計上しているのかということについて、管理の方法などがちょっと気になったんで

すけれど、これはどうなっているのでしょうか。 

（山本課長） 

 前期につきましては、法人化したところでしたので、持っていた図書をすべて引き
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継ぎ、その段階で一定整理をした上で台帳と比較して、棚卸し的なことをした上で２

億円ほど欠損が出たということになっております。基本的には、図書に関しまして、

大学としましてトータル的な管理をしておりまして、それは学術情報総合センターに

ございます図書のみならず、各大学の先生が持っておられます図書につきましても、

管理用データとして管理をしておりまして、それを各年度、今年で言いますと夏の段

階で一度棚卸しをして、なくなっている書物などがありましたら、それを損失計上す

るという形できっちりと管理はなされているということです。 

（栗原委員） 

 それは、先生ごとではなくて、一元的に管理されているということですね。 

（山本課長） 

 はい。 

（栗原委員） 

 「資産」というのは、会計的には「財産」という意味合いではなくて、「将来の収

益に対応する将来の費用である」というふうな考え方をするんですけれども、そうい

う考え方でいくと、「この130億円の図書が将来何年にわたって費用化されるのか」と

いうことを考えたら、除却損が0.4％程度の5,000万円ということは、250年かかると

いうことですよね。とすると、なくなっている図書を除却損として上げるのは当然だ

ろうとは思うんですけれども、学術書などの場合、やっぱり内容が陳腐化するとか、

そういうことはあると思うんですね。今期、その130億円の図書が今期の収益を計上

するのに役に立たなかったか貢献しなかったか、と言われたら、実際はきっと貢献し

ていると思うんです。ただ、それをずっとなくならない限り、「資産」に計上し続け

るというのは、ちょっと私は違和感はあるんですけれども。 

 といいますのは、今期利益が１億円程度ということで、うがった見方をすれば、例

えば、今期１億円の利益を上げなければいけないというときに、「それなら、図書の

除却損を5,000万円程度にしておけば、１億円の利益を上げられるんじゃないか」と

いう、恣意的な操作が可能になってしまうんじゃないかな、という気がしました。だ

から、除却損をもっと客観的な基準で計上しないと、この調子でいくと、どんどん図

書の簿価が毎年増え続けていくんじゃないでしょうか。年間、一定の図書を買うと思

うんですけれども、その除却損が内容的な陳腐化などを全然考慮せずに資産に計上し

続けるとすれば、そこで利益操作も、していないとは思うんですけれども、可能にな
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ってしまう。ちょっと何か違和感があるな、という感じがするんですけれども。 

（山本課長） 

 この図書の取扱いについては、確かに収益を生むかどうか、有形固定資産の扱いを

するかどうかということはあると思うのですけれども、ただ、これは基本的には国立

大学法人会計基準に基づくものであると認識をしております。大学の方でも今きっち

りと管理しているということを聞いておりますが、そのあたり、目に見える形で誰か

ら問われてもきちっとお示しできる形で整理はしておいてもらうようにはお伝えはい

たします。 

（栗原委員） 

 よろしくお願いします。 

（金森委員長） 

 いや、素人ですぐに理解できないんですけど、今の話では、逆に償却を見込んで資

産を減らしたとすると、利益の方が増えるということですか。 

 図書が本当になくなったりしたら、除却は当然なんですけど、そうではなしに、

「価値が下がった」と言って減らされたら、それは建物だとかと同じようなことなの

で、今度それが収益の方へ計上されることになる訳ですか。 

（栗原委員） 

 そうですね。 

（折原代理） 

 図書についても、普通の減価償却と同じような形で費用化をしていくべきであろう

ということですね。 

（栗原委員） 

 「減価償却」とは、多分言わないんだろうとは思うんですけどね。「減価償却」と

いう概念には、多分そぐわないとは思うんですけれども。 

（折原代理） 

 一応、図書は減価償却せずに「除却損」という形でしか会計処理を、今のところし

ていないけれども、減価償却に見合うような形で、内容を見て費用化していかないと、

除却したときだけ損が出るような形になると、利益に影響してしまうという、そうい

うご意見ですよね。 

（栗原委員） 
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 そうですね。だから、これが今後ずっと資産として計上され続けていくとすれば、

このペースでいくとどんどん増えていく訳ですよね。それは、何か会計的にちょっと

不健全な感じはするんですけれども。だから、独立行政法人法に基づく、会計基準に

則って処理されているとは思うんですけれども、客観的に除却損が正しく計上されて

いるのかどうなのか。「一元的に管理されている」ということではあるんですけれど

も、棚卸しにしても、内部の人たちでの棚卸しだとしたら、それが客観的に見て真っ

当なのかどうかという点で、確認のしようがないという部分があると思うんですよ。

そういう点で、何か今後、図書の管理、あるいは除却損の計上について、何か客観的

に見て納得できるような基準なりを、法人内部で整備されたら、と思います。 

（折原代理） 

 根本の会計手続きは、独立行政法人法に基づく会計基準に沿った形になっているん

ですけれども、学内の図書の取扱いというのは、それはきちっとしていかないといけ

ないということですね。 

（法人・井谷係長） 

 今の利益操作の件ですけれども、臨時損失、図書除却損を計上して、同額を臨時利

益の方で資産見返物品受贈額戻入として計上します。これは、公立大学法人会計の独

特の処理なんですけれども、同額を基本的には戻し入れしますので、利益というのは

生まれない構造になっています。だから、「利益操作」というのは、我々には出来ま

せん。 

（金森委員長） 

 利益については、それで出てこないようにはなっている、ということですね。 

（栗原委員） 

 それでは、図書は、一旦「図書」として計上すると、除却しようがしまいが、それ

が将来的にも費用になることはない、ということですかね。 

（法人・井谷係長） 

 そのように、会計基準上なっております。 

（栗原委員） 

 なるほど。逆に、「図書」として計上するということについては、普通の会社だっ

たら、本買っても、それはすべて経費で落ちますよね。消耗品費などと同じ扱いにな

るんですけれども、大学の場合、「図書」といって本を買った場合、それはすべて資
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産に計上されて費用になることはないということであれば、逆に例えば、雑誌や新聞

を買った場合に、普通は消耗品費になりますが、それは「図書」として計上されてい

ないのかどうか、その辺の線引きはどうなっているんですか。 

（法人・井谷係長） 

 先生おっしゃるように、我々が事務用に使う雑誌などは、消耗品費として経費で落

ちておりまして、あくまでも教育研究用の学術情報総合センター、私どもの図書館が

管理するものだけを「図書」として計上します。 

（栗原委員） 

 例えば、各教授の先生方が買われた本とかも図書として取り扱うのですか。 

（金森委員長） 

 それは、科研費で買っても、絶対全部そういうふうにしないといけないという規則

がありますので、勝手に消耗品に計上するということは不正行為になります。 

（栗原委員） 

 いや、消耗品扱いにするというより、むしろ消耗品に該当するようなものを図書と

して計上しているんじゃないかという、そういう懸念があるんですけれども。 

 図書にしてしまうと資産に計上されてしまう、消耗品であれば費用として落ちると

いうことで、会計的には費用として落とす方がより健全で保守的なやり方だと思いま

す。 

（金森委員長） 

 そこのところは、我々としては、確かに今委員がおっしゃるような場合もあるんで

すけれども、しかし、「図書として買えば資産として扱え」ということになっていま

すので、なかなか大変ですね。 

（栗原委員） 

 その辺の線引きも、またこれから整理をしていくべきなんでしょうね。 

（金森委員長） 

 それは、難しい問題がいろいろあります。一般企業と違いますから。 

（片山委員） 

 56ページに財務諸表比較があるんですけれど、この「△」で「高い値が良い」、「低

い値が良い」という文章を入れるのはどうかな、という感じがします。特に私が感じ

ますのが、「学生納付金比率が高いほどよい」というふうにあるんですが、前回、公
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立大学法人の授業料のあり方というのをちらりとお話ししたんですけれども、そこの

議論を抜きにして、ここで「学生納付金比率は高いほどよい」というような判断基準

を入れていいものかどうかということに、ちょっと疑問があるんですけれども。 

（金森委員長） 

 この資料も公開されるんですか。 

（山本課長） 

 ええ、その予定です、去年も出ています。 

 これは、文部科学省が指標として毎年出しているものがありまして、それを基本的

には取ってきています。かつ、「△」と「▲」についても、資料本体ではないんです

けれども、その説明の資料の中にこういう表現がありましたので、それをそのままこ

こに転記をしたということです。 

（片山委員） 

 結局、これは「高等教育コストを誰が負担するか」という議論に繋がっていくと思

うんです。運営費交付金比率と学生納付金比率という、要するにコストを学生自身に

負担してもらうという方向を考えていらっしゃるのかどうか、そういう別のお尋ねに

なるんですけれども。 

（金森委員長） 

 そうですね。ですが、国の方針はそのようになっている、というか、文部科学省は

そういう方針を採っていますね。「それを使うかどうか」ということは勿論議論があ

ると思うんですけれども。 

（片山委員） 

 比較されるのは、すごくいいことだと思うんですけれども。 

（金森委員長） 

 だから、そういう基準で国立大学の指標などがありますので、そう書かざるを得な

いんだ、と思いますけれども。 

（山本課長） 

 そういった形の注釈も「※１」の後ろの方に入れるような方向を考えたいと思いま

す。 

（金森委員長） 

 そうされた方がいいと思います。 
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（山本課長） 

 ただ、数字が出ていますので、単純にぱっと見たときに、やっぱり低いのがいいの

か、高いのがどうなのかということが分かりにくい内容だと思います。 

（片山委員） 

 それはそれで、非常にシンプルで分かりやすいんですけどね。 

（細見委員） 

 ただ、「ここの大学で学びたい」というような魅力ある大学にしていった結果とし

て、この比率があれば、それはそれでいいんじゃないでしょうかね。 

（金森委員長） 

 しかし、住民サービスとか、そういうことを考えられると表れてこないので。 

（片山委員） 

 なかなか数字の解釈が難しいのかなと思います。 

（金森委員長） 

 だから、やっぱり文部科学省の注釈をちょっと付けた方がいいと思います。 

（細見委員） 

 ちょっとこの関連で、いろいろとこの数字が面白かったんですけど、公立Ｂ大学と

いうのは、なかなか外部資金とか、あるいは納付金とかいう面で健闘しておられます

ね。だから、どういう大学を目指すのか、「国立大学に全部倣え」とかいうようなこ

とじゃない、公立大学のあり方はやっぱりありますよね。 

（山本課長） 

 これは、確かに表として整理しておりますけれども、単純比較がしにくい要素があ

ります。何かと申しますと、公立Ａ大学というのは、附属病院を持っている大学です

ので、大阪市立大学と比較しやすいんですけれども、公立Ｂ大学は、附属病院を持っ

ていませんので、自己収入が極端に低いので運営費交付金比率が高いなどということ

があります。分母が違うんですね。人件費率も高くなってしまっていますけれども。 

（金森委員長） 

 これは、ちょっと問題ありですね。 

（山本課長） 

 それも誤解のないような形で注釈を入れるようにいたします。 

（金森委員長） 
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 この資料を昨年問題にしたのは、「外部資金に依存せず、もっと努力しなさい」と

いう、ここの数字だけは非常に意味があるということだった、と思うんですけれど。 

 特に学生納付金比率というのは、確かに国の制度によりましては、学生納付金がゼ

ロというところもある訳で、本当にこんなものを取り上げていいのかどうか、先ほど

ちょっと充分議論できていないところはあるんですけれども。国はこうだとしか言い

ようがないですけどね 

（細見委員） 

 よろしいですか。先ほどの図書関係なんですが。私もよく分からないんですけど、

どういう問題点があるのかということを、ちょっと教えて欲しいな、と思うんですけ

れども。図書館のあり方のようなものが、この事業報告の中でこういうふうに議論さ

れている、ということは、どこを見たらいいんでしょうか。 

（金森委員長） 

 例えば、「図書館が公開されているか」とかいうことですか。 

（細見委員） 

 そうですね。図書館の市民への公開もあるんですけれども、今おっしゃるような経

営的な観点から、「図書施策をどうするか」、「図書館の役割をどう果たすか」という

ようなことがどのように議論されているか、というのは、どこを見たら分かりますか。 

（金森委員長） 

 それがどこに記載されているかどうかは知りませんが、大抵の大学では、全学的に

図書館のあり方を検討する会議とか、図書館長の会議があります。難しい問題もあり

ますけども、個々のグループの必要性、それから学部の必要性、それと全学の必要性

と、そういうことを全部加味していかないといけないので、そういう意見が反映され

るような組織はあります。「図書館長」というのは現にいる訳ですし。ですけど、研

究者の立場からしますと、「図書館」というのは逆に言うと煩わしい存在のときもあ

ります。つまり、研究者たちが、自分の欲しいと思う図書にお金を使って備えられれ

ばいいのに、図書館に経費を持っていかれるというようなこともあるんです。 

（片山委員） 

 ただ、アメリカも日本の一部の市でも、図書館を単に本を置いている場所にせず、

コミュニケーションスペースという、再活用のあり方を検討するところもあるので、

面白い指摘だと思いますね。 
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（金森委員長） 

 しかし、「図書館のあり方」というのは検討されているとは思うんですけどね。 

 どこに書かれていますか。 

（山本課長） 

 「図書館のあり方」というのは、当然検討はされているとは思います。ただ、この

年度計画のベースで言いますと、今日の資料にも、業務実績報告書の中で申しますと

52ページ、53ページのＮｏ．111のところで、19年度の取組としましては、府大や市

立図書館との連携という形での図書館の共同利用に取り組んでいます、という形で記

載されています。 

（金森委員長） 

 そういう大枠のことですね。内部についての検討は、中期計画には特に取り上げて

いないんでしょうか。 

（松岡委員） 

 学術情報総合センターと図書館の関係は、どうなっているんですか。 

（山本課長） 

 業務実績報告書の26ページの49番に書いているんですけれども、学術情報総合セン

ターといいますのは、図書館機能と情報処理・ネットワーク機能と両方合わせ持った

施設でありまして、学術情報総合センターの中にその図書館が含まれているというこ

とです。 

（松岡委員） 

 では、図書館長はおられなくても、センター長はいらっしゃるということですね。 

（山本課長） 

 そうですね。 

（栗原委員） 

 130億円の資産を計上されているんですから、やっぱりその金額に見合うようなセ

ンターの有効な活用を進めていただいたらいいと思いますが。 

（細見委員） 

 病院の診療収益と同じぐらいの額になる訳ですからね。 

（金森委員長） 

 これは、研究分野によって随分価値判断が違いますので、すごく意見を言うのに躊
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躇します。買うときは高い金を出しますが、価値というのはそれぞれ分かりませんか

らね。 

（細見委員） 

 買われた先生は、例えば退官されるときに、その本を寄贈されるんですか。 

（金森委員長） 

 いや、寄贈じゃない。自分のものと違います。初めから大学のものです。研究室に

貸し出しているんであって、全部図書館所蔵なんです、図書館の本を研究の必要に応

じて貸し出す制度も作っているところもありますし、それを作らないで、本当にまと

めて管理してしまおうというところもあります。 

（細見委員） 

 それでは、退官された先生が寄贈された本がどこかに保存されるということはない

のですか。 

（金森委員長） 

 ええ、逆に非常にスペースの重荷になって、早く整理したいというところも出てく

る。だから、先ほど言われた資産価値というのは、一番大きな問題です。だけど、

「文献」の場合は、一般の会計の考え方と全然違う場合もありまして、非常に貴重な

資料を多く所蔵されている大学では、むしろ年々価値が高まっていくということもあ

ります。 

（吉川委員） 

 「図書除却損」というのは、整理して捨てた分を損というのですか。 

（山本課長） 

 これは、なくなった分、若しくは貸し出した本が戻ってこないというものもありま

して、ある一定期間過ぎても、それが戻ってくる見込みがなければ、そういった形で

除却損を計上するということになります。 

（松岡委員） 

 古くなって処分することもありますでしょう。 

（山本課長） 

 同じ本が重複してあるとかいう場合には処分します。そういったときには、除却損

を計上します。 

（吉川委員） 
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 もし貸し出した本で返ってこないものが5,000万円もあるというのなら、すごいで

すね。 

（山本課長） 

 それだけではないと思いますが。重複したものの処分など、トータル合わせて

5,000万円ということです。 

（金森委員長） 

 これは、一方でそれを損失で計上されていますので、現実にはそんなに変なことを

している訳じゃないと思うんですけれども。 

（細見委員） 

 この図書資料の有効な活用方法というのは、いろいろなところで皆さん、今頭を悩

ましているところなので、これはまた中期計画で、という訳ではないけれど、関心を

持っていただかないといけませんね。 

（金森委員長） 

 これは、ちょっと研究の中身にも関わりますので、来年教育研究全体の評価を見ま

して、その問題も取り上げてみたらどうか、と思います。 

（山本課長） 

 中期計画では、「図書館機能の充実を図る」ということも盛り込んでいますので、

それに向けてまた検討させていただきたい、と思います。 

（金森委員長） 

 財務諸表から少し離れましたが、全体としては財務諸表については、委員会として

特に指摘する意見はない、ということで答申してよろしゅうございますでしょうか。 

（異議なし） 

 

議題３ 平成１９年度剰余金繰越に係る意見について 

（金森委員長） 

 それでは、その次の議題は、２番目の議題と関連しているんですけれど、剰余金繰

越の問題で、先ほどの１億円についてでございます。第３の議題の説明を事務局から

お願いします。 

（山本課長） 

 剰余金の繰越の関係であります。資料58ページ、59ページ、資料３－１としまして、
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昨年御確認いただきました、各年度終了時の剰余金の繰越に関する承認の考え方を書

いております。 

 「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。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のものとする。その他法人は行うべき事

業を行ったことを立証し、剰余金につきましては原則として経営努力として認定す

る」ということになっております。 

 59ページの３番に、本市におけます剰余金繰越に関する承認になっておりまして、

中期計画に記載された教育研究に係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、経営努力に係る説明責任を果たせたとする取扱とし、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こととしております。 

 資料60ページ、61ページですけども、資料３－２、公立大学法人大阪市立大学の平

成19年度剰余金についてでございます。 

 剰余金は、損益計算によって収益から費用を差し引いた差額でありますが、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。

よって法人において、事業運営上のインセンティブを付与する仕組とされています。 

 剰余金は、法人からの利益処分（案）を受け、地方独立行政法人法第40条第５項に

より評価委員会の意見を聞いた上で、同条第３項の規定により市長の承認を行い、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となります。 

 これまでの説明にございましたが、平成19年度の剰余金は、１億1,100万円となっ

ております。 

 この剰余金が生じました要因の分析につきまして、62ページ、63ページで収支計画

の予算・決算比較と、昨年度の決算との比較を記載しています。 

 平成19年度決算につきましては、収支計画上におけます予算比較及び前年度決算比

較を行いたいと思っておりまして、まず、予算との比較でありますけれども、費用の

部といたしまして、予算額が450億6,200万円に対しまして、決算額が444億4,700万円

でございます。差引６億1,500万円の減。臨時損失を除きます経常費用といたしまし
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ては、８億5,400万円の減でございました。 

 主な増減要素ですけれども、予算策定時におけます固定資産取得見込の相違があっ

たことから、減価償却費が７億7,300万円の増が出ております。また、医学振興協会

におけます駐車場、売店等の附帯事業を大学が引き継いだことなどによります、一般

管理費の増加が６億6,900万円増加しました。これに対しまして、診療経費におきま

して11億7,000万円の減、これは予算策定時におきまして、一般管理費に区分されて

おりました経費の区分見直し、各所改修費の減によるものであります。また教育人件

費と職員人件費と合わせまして７億9,100万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451億9,400万円に対しまして、決算額

445億5,800万円でございました。差引６億3,600万円の減。臨時利益を除く経常収益

としましては、８億7,000万円の減でございました。 

 費用と同様、増減要素でありますけども、授業料収益が固定資産取得見込の相違に

よりまして、授業料債務の収益化に影響が出たため、２億3,200万円の増。また、減

価償却費の見込の相違によりまして、資産見返物品受贈額戻入が２億7,600万円の増。

費用の部で説明いたしました、医学振興協会におけます駐車場、売店等の附帯事業を

大学が引き継いだことなどにより、雑益の増加が７億700万円ございました。 

 一方で、全国的看護師不足により、附属病院におきましても看護師の欠員状態とな

り、平成19年７月に２病棟を休止しましたことから、入院患者数の減によります入院

診療収益が大きく影響を受けたことなどによりまして、附属病院収益が17億8,000万

円減少しました。また、早期退職者が見込より少なかったことによりまして、運営費

交付金の収益化が行われなかったということで、運営費交付金収益の減も４億1,600

万円ございました。 

 以上によりまして、臨時損益を加えた純利益としまして、予算額１億3,200万円に

対し、ほぼ予定どおりの１億1,100万円の決算額となります。 

 次に、前年度であります平成18年度決算額との比較でありますけれども。費用の部

としまして、18年度決算額が448億9,800万円に対し、19年度決算額は444億4,700万円

でございまして、差引４億5,100万円の減。臨時損失を除く経常費用としましては、

６億4,000万円の増でございました。 

 費用の部におけます主な増減要素としましては、新病院情報システム、いわゆる電
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子カルテシステムが19年度より稼働しましたことによります保守経費の減。入院患者

が減少したことによる診療材料費用の減などによりまして、診療経費が７億円減少。

それから、本務教員の退職に対し、特任教員を積極的に採用した結果、退職手当の減

とも合わせ、教員人件費が２億1,800万円減少しました。一方で、外郭団体の医学振

興協会のサービス提供事業を附帯事業として引き継いだことによります、一般管理費

の増が６億2,700万円。また、病院情報システム稼働などによります減価償却費の増

が４億2,600万円ございました。 

 収入の部としましては、18年度決算額が474億7,800万円に対し、19年度決算額は

445億5,800万円でございまして、差引29億2,000万円の悪化。臨時利益を除く経常収

益としましては、２億7,900万円の減でございました。 

 主な増減につきましては、外郭団体の医学振興協会の解散に伴い、外部資金の受入

業務についても大学が直接実施することになったこと、産学官連携に伴う共同研究事

業、製薬会社からの治験実施が大幅に増加したことなどの外部資金の増加が共同受託

研究等収益と寄附金収益の増として、合わせて６億1,100万円ございます。また、附

帯事業を中心とした雑益の増加が５億3,200万円ありました。一方で、附属病院収益

の減が３億5,700万円、19年度退職金の減少分が収益化されずに負債勘定に残ったま

まになっております４億1,600万円を含めまして、運営費交付金収益の減が11億6,000

万円であったことによるものであります。 

 終的に、純利益ベースでは24億6,900万円の収支悪化となった訳でありますが、

これは18年度におきましては、法人化初年度における物品及び債権受贈による臨時利

益があったことによるものでありますので、その臨時的収支を除きます経常的収支に

おいては、記載はされておりませんが、平成18年度は10億3,500万円の黒字でありま

したものが、19年度は１億1,600万円ということになっております。 

 昨年度決算との比較におきましては、以上のとおりの収支状況となった訳でありま

すが、今年度決算におきまして１億1,100万円の利益を計上することになりました。

これにつきましては、附属病院においては、病棟休止による入院患者数の減の関係が

ありまして赤字となっておりますが、一方で病院長から各部署に増収に努めるよう取

組を要請するとともに、価格交渉の強化による診療材料費の削減や、後発薬品への切

替を進めた経費削減への取組を行い、大学全体といたしましては、特任教員、短時間

勤務職員の採用などによる人員削減、収入源におきましては産官学連携を強化し、外
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部資金による受託研究収益などの増収にも積極的に取り組んだ結果であるというふう

に考えております。 

 次に、64ページ、65ページ、資料３－４、剰余金繰越の承認についてであります。 

 法人から剰余金の承認申請ということで65ページのとおり出てきておりますが、承

認を受けようとする金額につきましては、平成19年度当期総利益であります１億

1,103万4,928円です。 

 「行うべき事業を行っているかどうか」ということについて、これまでの委員会の

議論経過を踏まえまして、事務局として確認を行いました。学生定員の充足について

は、大学全体で考えるということになっておりまして、定員充足率が109.0％である

ことを確認しました。また、「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19年度におけます中期計画の進行

状況としては全体として順調に進捗しているというふうに考えられます。 

 以上によりまして、行うべき事業を行い、その結果、発生した剰余金があるという

ことから、事務局としては法人化の申請どおり全額承認すべき、と考えております。 

 説明につきましては、以上であります。 

（金森委員長） 

 ご説明で、結局剰余金１億1,000万円が、行うべき事業を行って、その結果として

生じたものであるとすれば、それは繰り越して使うということになる訳ですが、そう

でなければ取り上げるということであります。これは、大阪市長が承認する事項です

けれども、事前に委員会の意見を聴いた上でということでございまして、意見につい

てはいかがでしょうか。 

 全体として、委員会としましては、事務局の内容どおり、法人の申請どおり全額を

経営努力として認め、市長としてはその剰余金を繰越にすることを承認しても問題が

ないであろうという、そういう答申、提案をしたいと思いますが。 

（山本課長） 

 実際の文書表現としましては、「意見なし」という形になります。 

（金森委員長） 

 表現としては、「意見なし」なんですか。ということは、「法人の申請どおりしなさ

い」という、「特に付け加える意見はない」ということですね。法人からは市長宛て

に、「こういう経営努力をやった訳ですから、剰余金をこのまま繰り越して使わせて
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ください」ということで言うことですから、それに対して「意見はなし」ということ

であります。 

（細見委員） 

 私などは、「１億円余りの純利益が出た」ということで、「よくやったな」というよ

うに単純に思ってしまうんですけれども、大学の中で、こういうように１億円ぐらい

の剰余金が出たというようなことは、どれぐらい一般的に情報共有されて、この１億

円の価値というのが皆さんに分かって貰えているのか、。そういう場を設けるとか、

そういう説明を行うというようなものはどうなんでしょう。皆ほとんど知らないので

しょうか。 

（山本課長） 

 いや、当然それは執行役員会、理事会等で説明されて、その内容としてこれが挙が

ってきておりますので、基本的には皆さん御存じであろう、と思われます。学生さん

を含めてどうかということは当然あるでしょうけれども。ただ、これが承認された結

果は、また改めてホームページなりでオープンにされますので、そういった形によっ

て皆さんも知ることができるということになります。 

（金森委員長） 

 それは徹底している、と思いますけどね。だけど、全体から見て１億円、それでそ

れをとっておいて別にどうかするいうことじゃない訳ですから。 

（細見委員） 

 それはいいんですけれど、「利益が１億円出た」ということの評価付けですよね。

「１億円の利益が出た」ということは、どのように皆さんが評価しているのかな、と

いうことを、ちょっと知りたかったということです。 

（金森委員長） 

 しかし、「何とか操作して、すれすれのところへ持っていった」という評価もある

かもしれませんよ。 

（松岡委員） 

 ちょっと教えて貰いたいのは、こういう形で剰余金は大学の方で、ここに書いてあ

るような目的で使ってください、ということについて、それはそれでいいんです。

「大学が何に使うか」は、ここに書いてあるように「教育研究と診療の質の向上と組

織運営の改善に充てる」と、それは何に具体的に使うかは、大学が決めることだ、と
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いうことですね。ただ、「インセンティブ」という点から見ましたら、１億円ですけ

ど、例えば、もっとこれが大きくなって10億円とか20億円ぐらいになってくると、ど

ういうように個別的に分けるかというのが大事になってくると思うんですよね。バラ

バラにばらまきをするのか、例えば、私の知っているところでは、建物、施設がなか

なか整備できませんから、それをキャンパスに建物を建てるのに使うとかいうことを

やっていますけれど、方針としては何かそういうところがあるんでしょうかね。イン

センティブでいうと、「剰余金でこれをやったんだ」ということになると、その方が

はっきりすると思う。ただ、ばっと分からないようになってしまうということなんで

しょうか。 

（山本課長） 

 「具体的に何に使われるか」というところまでは聞いてはおりませんけども、この

間、評価委員会でも指摘もさせていただいておりますように、戦略的な予算配分も含

めて、特に研究経費などで学長裁量経費なども措置されているということですので、

そういった場で適正にきちっと配分されるというのがまず一つの使われ方だと思いま

す。ただ一方で、この間、19年度は特にそうですけれども、経営的にかなり厳しい状

況になったということもありましたので、ある程度、将来的な部分に備えて、大阪市

から出ていく運営費交付金も、これからも基本的には削減される傾向もありますので、

基本的には少し将来に備えて留保していく、というスタンスもあろうかと思います。 

（金森委員長） 

 特に病院の赤字を埋めた形になっている訳ですね。これに対しては、内部でいろい

ろ議論はあったでしょうけれども。 

（松岡委員） 

 なかなか難しいかっただろうと思います。 

（金森委員長） 

 当初聞かされていたのは、むしろ「病院の収益を当てにして交付金の減を埋めるん

だ」という説明が去年あったんですけれど、逆ということで、意外の感もございまし

た。しかし、そういうことは別にして、これは第１議案で評価を行っておりまして、

先ほど申しあげましたような、「法人の申請どおり」という意味で、我々としては

「意見なし」ということでよろしゅうございますでしょうか。 

（異議なし） 
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（金森委員長） 

 ついでに申しあげますけれど、実は公益法人なんかですと補助金を一杯貯め込んで、

お金を余らせて、それを次へ繰り越していく、という、そういう悪いことをしていた

公益法人がたくさんあったように思うんですけど、色々問題になってきていたんです。

それは、学校法人についても同様でして、政府の補助金を取り込んで貯めているとこ

ろも現実にはどうもあるようでして。そういうお金を今までは「繰越金」と称して全

く使途が見えない形になっていたのが、漸く「こういうことをしてはいけない」とい

う通知があって、この頃では、基金に繰り入れて勝手に使えないようにしようという

ことになっているんですけれども。 

（細見委員） 

 運営費交付金は、20％減ですよね。運営費が下がっている中で法人化して、一応２

年目で曲がりなりにも１億円のプラスにした、という意味では、やっぱり評価できま

すよね。 

（金森委員長） 

 それは当然で、評価した結果として「意見なし」という、我々の答申になる訳です。

本音を言いますと、実は昨年質問したら、むしろ病院の収益を上げて交付金の減を埋

めるような答弁をされたので、それとは違って「病院の赤字を埋めて黒字を出され

た」というのは驚きで、だから当初よりもっと努力されたのかもしれない。 

 もっとも、そのとき吉川先生が、「病院の収益なんか当てにするのはけしからん」

という話をされたのは、そのとおりですね。 

（吉川委員） 

 病院の収益は、ころころ変わりますからね。 

（金森委員長） 

 以上で、議事を終わりました。 

 それでは、 初の第１議題につきましては、 後に調整をやりました結果、私の方

に一任いただきまして、事務局と調整して修正するとします。 

 以上であります。 

 

○閉 会 

（稲森部長） 
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 どうもありがとうございました。 

 後に、総務局長の方からご挨拶をさせていただきます。 

（村上局長） 

 本日、市長が急な所用のため欠席となりました。私の方から、代わりにご挨拶申し

あげます。 

 委員長を初め、委員の皆様におかれましては、長時間にわたりましてご審議いただ

きましてありがとうございました。また、お忙しい中、短い期間での評価結果の取り

まとめに多大な御尽力を賜りまして、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19年度の業務実績に関する評価につきましては、

終調整を行いまして、委員の皆様にご確認をいただきました上で、９月中旬を目途

に金森委員長から市長へと結果報告をしていただきますとともに、法人の方へ通知し

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も、本委員会として「意見なし」とい

うことで、本日付けで市長に報告させていただきます。 

 本市と市立大学の関係でございますが、昨年から設置いたしております、市長、理

事長をトップといたします、「新時代パートナーシップ協議会」を通じまして、相互

の連携をより緊密化し、新たな大阪づくりに協力して取り組みますとともに、本委員

会のご議論を踏まえまして、大学の改革、経営改善の支援に努めてまいりたい、と思

います。 

 平成19年度の評価等に関する本委員会の開催は、本日が 後でございます。繰り返

しになりますが、委員の皆様方から多大なご尽力を賜りまして、心から厚く御礼を申

し上げますとともに、引き続きのご指導、ご協力を申しあげまして、閉会に当たりま

してのご挨拶とさせていただきます。本当に、どうも有難うございました。 

（金森委員長） 

 評価結果については、当然ながら 終結果を委員の皆様方に確認させていただきま

すので、よろしくお願いします。 

 それでは、これで評価委員会を閉会させていただきます。本日は、有難うございま

した。 


