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評価結果（案）に対する法人の意見と評価結果への反映（案） 資料１－２

該当箇所 評価結果（案）の記述 法人からの修正案 修正理由等 評価委員会の対応（案）

「平成18年度業務実績評価におけ
る評価委員会からの意見・指摘事項
への対応一覧」（資料1-2、P4）の取
組実績にもあるとおり、ＰＤＣＡサイク
ルはすでに確立しており、今後は着
実に推進を図ることから、文言の訂
正をお願いする。

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、法人の修正意見どおり修正す
る。

Ⅱ－４

Ⅲ

○法人として時代を見据え、長期的
な展望や戦略に基づき、計画の策
定・実施に取り組むと同時に、諸活
動の成果を評価する体制の構築に
努められたい。

○法人として時代を見据え、長期的
な展望や戦略に基づき、計画の策
定・実施に取り組まれたい。また、
諸活動の成果を評価する体制の充
実に努められたい。

文の前半は、長期的な計画に関す
る記述であり、後半は評価体制に関
する記述である。これを「…同時に、
…」という文言でつなげると文として
意味がわかりにくい。むしろ、一度
文を切る方がわかりやすいと思われ
る。
　また、評価体制については、役員
会の下に全学評価委員会が設置さ
れ、（恒常的に）評価活動を行って
いる。よって、「体制の構築」ではな
く、「体制の充実」への文言の訂正
をお願いする。

わかりやすく、また、より正確な表現
を期するため、法人の修正意見ど
おり修正する。

　今回、本委員会として、以上の点
を考慮し、昨年度も言及した経営戦
略の明確化、ＰＤＣＡサイクル（計画
（Plan）→実施（Do）→点検（Check）
→改善（Act））の確立・推進をより一
層意識する形で意見・指摘を行っ
た。

　今回、本委員会として、以上の点
を考慮し、昨年度も言及した経営戦
略の明確化、ＰＤＣＡサイクル（計画
（Plan）→実施（Do）→点検（Check）
→改善（Act））の推進をより一層意
識する形で意見・指摘を行った。

1



これまでの各委員意見等

資料１－３

(1) 【業務実績報告書関係】法人の自己評価の妥当性に意見のある事項

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

高大連携
※関連事項
　No.105-7

4-1

・新広報体制のもと、平成１７
年度にホームページに設けた
高大連携のサイトの内容の充
実を図るとともに、本学で勉学
意欲のある市民の大学見学
への組織だった取組について
検討を開始する。

・新広報体制への移行【4月】
・個人向け大学見学企画を開
始。団体向け大学見学企画を
拡充。見学者へのアンケート
を実施・分析【5月～3月】
・全学ホームページ改修企画
提案会（コンペ）の開催。リ
ニューアル完了【8月～3月】

・大学見学受入件数
⑰14件
⑱10件
⑲46件
・大学見学受入人数
⑰706人
⑱534人
⑲1,703人

進捗してい
る

※自己評価
の妥当性は
問題なし

優秀な学生の確保を目的とし
た高校への働きかけは、学内
の教職員の訪問だけでは限
界があることから、卒業生や在
校生の協力も視野に含めても
良いのではないかと考える。

18年度評価においても議論
のあった事項であり、市立大
学における全学的・組織的な
高大連携の一層の充実を期
待する観点から、委員会意見
として採り上げる。また、大学
院学生の確保のための取組
についても、委員会意見とし
て採り上げる。【Ⅱ－１－
（３）】

4-2

・各学部・研究科において、高
校等からの依頼に応じる体制
の一層の充実に努める。

各学部において高大連携委
員会もしくは高大連携担当教
員をおき、出前講義や大学見
学における模擬授業の実施な
ど高校からの依頼に応じた。
大学全体としては、随時高校
からの大学見学の受け入れや
高校生講座を実施しているほ
か、理学部では独自の「市大
授業」（20年度からは文学部も
実施）も行っている。

特に進捗し
ている

・「一層の充実」という計画に
対し、「特に進捗している」と
する根拠が不明。
・高大連携を組織的に受け入
る体制の整備が重要であ
る。
・個々の学部での取組ととも
に、全学的に高大連携を推
進することが必要である。
・大学院学生の確保のため
の取組についても取り組む
べきである。

大学見学の受入れは18年度
の約3倍となっている。また、
新たな取組に向けた検討も進
み（文学部）、学部においては
高大連携委員会も設置されて
いる。

105-4

・新しい高大連携のあり方に
ついて検討する。

文学部において、高校生を対
象とする市大授業を平成20年
度から実施することを教授会
決定し、4月開講に向けた準
備を行った。

特に進捗し
ている

文学部のみの実施で大学とし
て、特に進捗しているといえる
だろうか。

すでに各学部で様々な高大
連携を行っている。文学部は
新規の例として掲げたもので
ある。
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

学部教育（実務経
験者による講義
等）

8

・各学部・研究科において、実
務経験者による講義、ものづ
くりを実感させる講義について
検討する。

各学部・研究科において、カリ
キュラムの再検討、学科再編
やＧＰについて検討するととも
に、各学部・研究科の教育内
容に応じて、実務経験者によ
る講義、工作実習、野外活
動、フィールドワーク、診療所
実習、病棟実習など実施がさ
れている。

特に進捗し
ている

・判断根拠に、「・・・成果をあ
げている」とあるが、どのような
成果なのか記載してほしい。
判断根拠が楽観的。
・どの程度の実務経験者によ
る講義、実習なのか具体的に
示してほしい。

・文学部における文部科学省
「大学院教育支援プログラム」
採択のインターナショナルス
クールの実施や、工学部にお
ける学部共通科目の「ベン
チャー技術論」の提供・「学外
実習」等の実施など、各学部
において具体的に取り組んで
いる。

自己評価の判断根拠等の明
示について、委員会意見とし
て採り上げる。【Ⅰ】

シラバス
※関連事項
　No.21

20

・教育推進本部において、平
成20年度からの専門科目シラ
バスの統一と記載内容の充実
を図る。

・教育推進本部の専門委員会
である「学部・大学院教育教
務委員会」（H19.4.25の第１回
委員会）において、専門科目
シラバスの記載項目の統一、
内容の充実を図ることが確認
された。

特に進捗し
ている

計画、実績からは「特に進捗
している」とは思われない。
「検討が進んでいる」との理由
で「特に進捗している」として
いる根拠は何か。

検討が進んだ結果、平成20年
度からシラバスの様式が統一
された。

自己評価の判断根拠等の明
示について、委員会意見とし
て採り上げる。【Ⅰ】

29

・教育推進本部において、平
成20年度からの専門科目シラ
バスの内容充実（達成目標、
評価方法等）と統一を図る。

・教育推進本部の専門委員会
である「学部・大学院教育教
務委員会」（H19.4.25の第１回
委員会）において、専門科目
シラバスの記載項目の統一、
内容の充実を図ることが確認
された。

特に進捗し
ている
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

ＦＤ活動
※関連事項
　No.33-2・36・43

33-1

・大学教育研究センターは、
第14回教育改革シンポジウム
と第5回ＦＤ研究会をそれぞれ
開催する。

・第１４回教育改革シンポジウ
ム　H19.8.1 開催　 参加 49名
・第５回ＦＤ研究会　H19.11.1
開催　参加 83名
  (事後にビデオ視聴のかたち
で、当日参加しなかった教員
の利用に供した。)
・第５回ＦＤワークショップ
H19.7.6 開催　 参加 23名
・引き続きＦＤ活動を実施す
る。

シンポジウム
⑰1回、53人
⑱1回、45人
研究会
⑰1回、111人
⑱1回、96人
ワークショップ
⑰1回、15人
⑱1回、25人

特に進捗し
ている

・ＦＤの取組みを通じて得られ
た成果について、授業アン
ケート等を通じて把握されて
いるのかどうか伺いたい。
・計画、実績からは「特に進捗
している」とは思われない。
・ＦＤ活動による成果の検
証、教員や教育への還元方
法について、先進的事例（一
泊ディスカッションによる共通
教育への即時反映システ
ム、ＦＤ週間）も参考にしつ
つ、検討すべき段階になって
いるのではないか。

・現状では、FDの取組みの成
果を授業評価アンケート等で
制度的に把握しているとはい
えない。
・計画では、シンポと研究会の
開催とあるが、ワークショップも
開催している。また、当日参加
できなかった教員には、ビデ
オ視聴の対応を行っている。

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、委員会意見として採
り上げる。【Ⅱ－１－（１）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

33-3

・教育推進本部は、大学教育
研究センターの協力のもと
に、ＦＤ研究会、ＦＤワーク
ショップの参加者数の増加を
図る。

・第５回ＦＤ研究会　H19.11.1
開催　 参加 83名
(事後にビデオ視聴のかたち
で、当日参加しなかった教員
の利用に供した。)
・第５回ＦＤワークショップ
H19. 7. 6開催　参加 23名
・H19.9.10の「教育推進本部
会議」において、本部長名で
ＦＤ研究会等への参加及び、
企画内容の充実等の要請を
行うことを決定した。
・大学教育研究センターは、Ｆ
Ｄ研究会、ＦＤワークショップ
の実施及び企画内容の工夫
を行っている。
・各学部・研究科においては、
学科等で個々にＦＤ活動を展
開している。今後は、各学部・
研究科において組織的に活
動していく必要がある。

・ＦＤ研究会、ワークショップ参
加者数
⑰１２６
⑱１２１
⑲１０６

進捗してい
る

・ＦＤの取組みを通じて得られ
た成果について、授業アン
ケート等を通じて把握されて
いるのかどうか伺いたい。
・「参加者数の増加を図る」と
いう計画に対し、実際の参加
者数は減少しており、「進捗し
ている」とする根拠として、セン
ターでの企画工夫等の具体
的内容の明示が必要。
・ＦＤ活動による成果の検
証、教員や教育への還元方
法について、先進的事例（一
泊ディスカッションによる共通
教育への即時反映システ
ム、ＦＤ週間）も参考にしつ
つ、検討すべき段階になって
いるのではないか。

・現状では、FDの取組みの成
果を授業評価アンケート等で
制度的に把握しているとはい
えない。
・センターでの企画工夫とし
て、事後にビデオ視聴のかた
ちで、当日参加しなかった教
員の利用に供している。

ＦＤ活動の成果の検証を組織
的に実施し、効果的なＦＤ活
動を検討することについて、
委員会意見として採り上げる。
【Ⅱ－１－（１）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

全学共通教育の見
直し

165

・教育推進本部は、引き続き
全学共通教育の見直し作業
を行い、科目・担当者などで
具体案を策定する。

・H19.6.18の第３回「教育推進
本部会議」において、全学共
通科目の提供状況等を説明、
全学共通教育の見直しにつ
いて協議を行った。
・「教育推進本部会議」等にお
いて、全学共通科目への非常
勤予算配分の基本姿勢、専
任教員の協力について確認
した。
・５年間で20％の人員削減に
よる教員減で、協力体制に歪
みが出ている。

進捗してい
る

・20年度から実施できるか。
・「具体案を策定する」という計
画に対する実績が明らかでな
い。

専門科目のうち基礎的な科目
について、他学部生に共通教
育科目として提供する方法に
ついて21年度からの実施に向
けて検討を行っている。
20年度の全学共通教育につ
いては、取組実績欄にあるよ
うに全学の協力により、専任
教員の減少の中でも科目数を
維持し、また非常勤講師の予
算については、全学共通教育
について確保した後、各学部
に配分することが確認されて
いる。

自己評価の判断根拠等の明
示について、委員会意見とし
て採り上げる。【Ⅰ】

安定的収入の確保
（外部資金・自己収
入増）
※関連事項
　No.178

82

・外部資金による有期・短期雇
用教員などについて、より多
様な雇用制度について検討
する。

 平成18年4月の法人発足時
から外部資金による雇用を実
施している。
　平成19年4月には、従来の
特任教員、博士研究員等の
職種に加え、研究員、研究補
佐員という職種を設け、外部
資金によるより多様な雇用に
対応できるようにしている。

・外部資金による雇用者数
（延べ人数）
（臨時雇用を含む）
⑰　 28人
⑱　 90人
⑲　396人

特に進捗し
ている

・外部資金による雇用者の
キャリアパスについての議論
は行われているか。
・19年度の396人の中身をこれ
までとの比較を中心にもう少し
具体的に示してほしい。
・（No.81-2とも関連して）ＴＡ・
ＲＡの採用拡大、研究終了後
の処遇等について、引き続き
検討すべきである。

・現実問題として検討していな
い。
・396名の内訳：
　特任教員 2
　博士研究員 24
　研究員・研究補佐員 236
　リサーチアシスタント 16
　ティーチングアシスタント 20
　事務等 90
　その他 8
増加した理由としては、受託
研究のうち公的機関以外は、
以前の後援会または医学振
興協会が委託を受けて実施し
ていたが、19年度からは全て
大学が受託するようになったこ
とと、これまで謝金対応として
いたものを、雇用関係に整理
したことがあげられる。

・18年度評価における指摘事
項であり、今後、目的、活用方
法を踏まえた一層の外部資金
の獲得の強化を期待する観
点から、委員会意見として採り
上げる。【Ⅱ－１－（２）】
・若手研究者の支援という観
点から、委員会意見として採
り上げる。【Ⅱ－１－（２）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

180

・経営企画担当理事を長とし、
外部資金・寄付金の積極的な
獲得のための組織体制を整
備する。

平成19年5月に、経営企画担
当理事を委員長とする外部資
金等獲得活用委員会を設置
し、より一層外部資金の獲得
に向け、検討する体制を整備
した。

・外部資金受入額
⑰2,738,777千円
（1,317件）
⑱2,277,967千円
（1,247件）
⑲2,488,778千円
（1,290件）

進捗してい
る

・外部資金の獲得に向けて検
討する体制の整備といった抽
象的な表現では、進捗状況を
評価し難い。奨学金や若手研
究者の支援、学生の海外派
遣の支援等といった外部資金
の獲得目的・活用方法に関す
る検討もなされているのかどう
か伺いたい。
・（No.81-2とも関連して）ＴＡ・
ＲＡの採用拡大や研究終了
後の処遇等について、引き
続き検討すべきである。

外部資金等獲得活用委員会
では、具体策ではなく方針を
検討している。方針のもとに、
各担当部局で具体策を検討
することとなる。

・18年度評価における指摘事
項であり、１９年度において外
部資金等獲得活用委員会が
設置された。今後、一層の外
部資金の獲得の強化を期待
する観点から、委員会意見と
して採り上げる。【Ⅱ－１－
（２）】
・若手研究者の支援という観
点から、委員会意見として採
り上げる。【Ⅱ－１－（２）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

(2) 【業務実績報告書関係】評価委員会として意見・指摘にあたり議論すべき事項

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

業務実績全般

－ － － －

・項目毎の取り組みが大学全
体としての戦略ないし方向性
に沿ったものかどうか、その過
程でどのような課題が浮き彫り
となったか、どのような結果を
もたらしたかが不明確な記述
が多い。たとえば、データ
ベースの充実を前提として以
下のような指標の援用も一つ
の方策ではないか。
（例）
　・ アドミッション：学生数に占
める留学生比率、出身地域別
学生分布
　・ FD：学生による授業評価
の改善度合い
　・ 学習相談・支援：学生の中
退率の低下
　・ 財務内容：財務の改善を
示す指標
・長期戦略、戦略的思考が必
要ではないか。

中期計画が細かすぎるため、
方向性がわかりにくいと認識し
ており、計画の変更を検討し
たいと考えている。
データベースについては、予
算の関係上、実務的なものに
限られる。

・計画の策定等における、大
学運営の全体的な戦略性・方
向性を明確にし、各取組の成
果をわかりやすく市民等に説
明することが重要であるという
観点から委員会意見として採
り上げる。【Ⅰ・Ⅱ－４】
・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、部局にお
ける取組事例等を具体的に
示す必要性について、委員
会意見として採り上げる。
【Ⅰ】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

戦略的・重点的予
算配分

※関連項目
　No.71・72・173

172

・全学的な視点で戦略的・重
点的予算配分について検討
を行う。

・特別研究（重点研究、都市
問題研究、新産業創生研究）
のあり方、平成19年度の方
針、審査方法、日程等の協議
をした。
（№71に同じ）

進捗してい
る

・戦略的・重点的な予算配分
について、どのような検討結
果が得られたのか教えていた
だきたい。学長裁量経費や全
学的共通経費の使途はどのよ
うなものか。
・計画に対する取組実績の対
応状況が明らかではない。

学長裁量経費は、「全学的な
必要がある」「予算措置がな
い」「年度内に経費が必要」
「研究科長裁量経費等では執
行困難」な事業に対し配分す
る。19年度は、耐震診断経
費、広報関係経費（HPリ
ニューアル）、授業評価アン
ケート調査経費、高校化学グ
ランドコンテスト経費に配分。
研究に関しては、特別研究に
対する配分として、研究推進
本部において配分しているも
のがある。重点研究、新産業
創生研究、都市問題研究のカ
テゴリーを設け、学内公募に
より実施。

限られた予算のなかで、戦略
的・重点的な予算配分につい
ての計画に対する取組を明確
化し、どのように大学の諸活
動を活性化していくのかという
観点から、委員会意見として
採り上げる。【Ⅰ】

高度専門職業人の
養成

18-1

・経営学研究科と経済学研究
科との間で行われている専門
職大学院についての協議を
継続する。

経営学研究科と経済学研究
科で、新しい専門職大学院の
創設について継続的に協議
を実施し、構想の具体化を
図ってきた。

進捗してい
る

・社会人教育・高度専門職業
人養成の取組において、非常
に重要なプロジェクトと考え
る。期限や数値目標を入れて
はどうか。
・構想の成案が得られていな
い原因（ネック）は何か。
・都市型総合大学として、戦
略的・積極的推進を検討して
はどうか。（創造都市研究科
等についてもアピールすべ
き）

人件費削減により教員数が減
少し、新研究科・専攻にあてる
人材の確保が困難な状況と
なっている。

限られた人的資源ではある
が、都市型総合大学としての
特色を明確にしながら、どのよ
うに戦略的、重点的教育、研
究体制を構築するのかという
観点で委員会意見として採り
上げる。【Ⅱ－１－（１）】

18-3

・理系研究科と経営学研究科
とが連携してＭＯＴなどの教
育プログラムを検討する。

・ＭＯＴについては、経営学・
経済学両研究科での専門職
大学院との関係もあり、検討
は進んでいないが、工学部で
ＭＯＴ講座（ベンチャー技術
論）を継続して開講している。

おおむね進
捗している

ＭＯＴの検討が進んでいない
原因は何か。
・都市型総合大学として、戦
略的・積極的推進を検討して
はどうか。（創造都市研究科
等についてもアピールすべ
き）

人件費削減により教員数が減
少し、新研究科・専攻にあてる
人材の確保が困難な状況と
なっている。
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

学生の全学的相談
窓口（学生サポー
トセンター）
※関連事項
　No.54・57-2
　　・176-1・177
　　・184

53

・教育推進本部は、引き続き
学生に対する全学的な相談
窓口のあり方と、その具体化
の方策を検討する。

・学生に対する相談窓口のあ
り方については、平成18年11
月策定の「経営に関する基本
的な考え方」において、学生
サービスの向上・効率化を図
るため「学生サポートセン
ター」の設置を謳っている。こ
れに基づき、平成20年度を目
途に行われる学生支援体制
の抜本的見直し等のために設
置された、業務改編・IT化担
当、職員課等と検討を行って
いる。
・学生担当委員会において、
他大学の状況を調査するなど
学生相談窓口の設置につい
て、検討を行っている。
・H19.11、12月の学生生活実
態調査において、相談内容の
ニーズ調査を実施した。
・学生支援体制等について、
平成20年3月17日の教育研究
評議会において業務改編・IT
化担当から中間報告を行っ
た。

進捗してい
る

・学生サポート窓口の一本化
が困難な状況の中で「おおむ
ね進捗している」と自己評価さ
れている理由を伺いたい。ま
た今後の対応策は？

・学生サポートセンターの設置
は、廃止となったのか。将来
の設置を依然として予定して
いるのか。

・「窓口一元化」の方針を大
学として明確化していくことが
必要ではないか。（手法は段
階的に進めるべき）

・サポート窓口の一本化は業
務分析、ヒアリング等の実施
及び設置場所において現状
では難しいと判断、学部事務
室を統合することとし、20年度
中に作業に入るための検討を
進めている。
・全学な学生サポートセンター
については、将来的には設置
したいと考えているが、場所、
予算的問題で一挙に整備す
るのは困難な状況である。た
だし効率的な事務運営を行う
観点から、文系、理系部門そ
れぞれでの集約についての
試行を検討している。

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、委員会意見として採り上
げる。【Ⅰ－１－（１）】

164

・平成20年度を目途に学生支
援及び教育研究支援体制の
抜本的な見直しを行う。

・業務改編検討会議を設置
（平成19年6月）
・事務の集約化及び効率化を
図るため、現行業務分析が必
要となり、業者委託にて業務
分析等（事務部門）を実施
・研究科長等のヒアリングを実
施（平成20年1月）
・教育研究科評議会に業務改
編に関する検討状況を報告
（平成20年3月）

おおむね進
捗している
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

市立の研究所等と
の連携

78-1

・大阪市、市立工業研究所、
環境科学研究所との連携会
議において、各研究機関の連
携方策を検討するとともに、大
阪バイオ研究所など幅広い研
究機関との連携を検討する。

平成１８年１２月に大阪市経営
企画室・計画調整局・都市環
境局・大阪市立大学・大阪市
立環境科学研究所・大阪市立
工業研究所の代表者からなる
「本市研究機関の研究領域に
係る懇談会」を設置し、「環
境」をテーマにこれらの機関
の連携方策を検討することと
なり、懇談会の下に課長級に
よるワーキンググループを設
置することとなったが、事務局
である経営企画室が環境科
学研究所の大阪府の研究機
関との再編、工業研究所の独
立法人化等に理由により、検
討活動を行っていない。本学
からは、懇談会又はワーキン
ググループの開催を働きかけ
ている。

実施にあ
たって課題
がある

・No.78-1及び88は同内容だ
が、元来二つの項目に分かれ
ている以上、目的ないし目標
が異なる筈である。連携大学
院がある以上、何らかの共同
研究ないし連絡があるべき
で、全体的な懇談会以外に実
質的な接触が全くないという
印象を与える。
・取組実績の表現は簡潔にす
べきである。
・大学・研究所等の双方の連
携のメリット等を見極め、積
極的連携を推進すべきでは
ないか。

・工学研究科と大阪市立工業
研究所、医学研究科と大阪バ
イオサイエンス研究所との間
で連携大学院を設置してお
り、研究者から大学院生が指
導を受けたり、連名で論文発
表を行うなど、連携を図ってい
る。
・生活科学研究科では、大阪
市立環境科学研究所の研究
員を非常勤講師として雇用実
績がある。

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、委員会意見として
採り上げる。【Ⅱ－１－（２）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

88

・大阪市、市立工業研究所、
環境科学研究所との連携会
議において、研究施設設備の
共同利用などに関する各研究
機関の連携方策を検討する。

平成１８年１２月に大阪市経営
企画室・計画調整局・都市環
境局・大阪市立大学・大阪市
立環境科学研究所・大阪市立
工業研究所の代表者からなる
「本市研究機関の研究領域に
係る懇談会」を設置し、「環
境」をテーマにこれらの機関
の連携方策を検討することと
なり、懇談会の下に課長級に
よるワーキンググループを設
置することとなったが、事務局
である経営企画室が環境科
学研究所の大阪府の研究機
関との再編、工業研究所の独
立法人化等に理由により、検
討活動を行っていない。本学
からは、懇談会又はワーキン
ググループの開催を働きかけ
ている。
（№78-1に同じ）

実施にあ
たって課題
がある

・No.78-1及び88は同内容だ
が、元来二つの項目に分かれ
ている以上、目的ないし目標
が異なる筈である。連携大学
院がある以上、何らかの共同
研究ないし連絡があるべき
で、全体的な懇談会以外に実
質的な接触が全くないという
印象を与える。
・取組実績の表現は簡潔にす
べきである。
・大学・研究所等の双方の連
携のメリット等を見極め、積
極的連携を推進すべきでは
ないか。

・工学研究科と大阪市立工業
研究所、医学研究科と大阪バ
イオサイエンス研究所との間
で連携大学院を設置してお
り、研究者から大学院生が指
導を受けたり、連名で論文発
表を行うなど、連携を図ってい
る。
・生活科学研究科では、大阪
市立環境科学研究所の研究
員を非常勤講師として雇用実
績がある。

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、委員会意見として
採り上げる。【Ⅱ－１－（２）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント コメントに対する法人回答 委員会の対応（案）

長期計画

205

・新たな長期計画を策定する
ための事務体制の整備を行
ない、検討を開始する。

19年4月より法人運営本部に
経営戦略担当を設置した。
（担当課長及び担当職員3名）

おおむね進
捗している

・長期計画の策定作業に、卒
業生や在校生といった学内外
の関係者の意見は反映され
ているのかどうかを伺いたい。
・長期計画の事務体制につい
ては記載されているが、理事
会その他での経営戦略の議
論の状況が見えない。
・長期戦略、戦略的思考が必
要ではないか。

・長期計画の策定作業に至っ
ていない。
・今後、策定の必要性も含め
て検討する際には、今回の意
見も参考に作業を進めたいと
考える。
・現行の長期計画は、平成元
年から約20年間（平成22年頃
まで）の計画として策定した
が、その間社会情勢の変化に
より、別途「大学改革基本方
針」を平成15年2月に策定し
た。さらに法人化に伴い、平
成18年度から6年間（平成23
年度まで）の「中期計画」を策
定している。以上により現状で
は長期計画が立てにくい状況
になっており、次期中期計画
の策定時期にあわせて必要
性も含めて議論することとな
る。

長期的な戦略・展望に立った
法人運営の重要性について、
委員会意見として採り上げる。
【Ⅰ・Ⅱ－４】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

(3) 【業務実績報告書関係】その他意見

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント（委員会の対応（案））

アドミッションポリ
シー

2

・各学部・研究科のアドミッション・ポリシーにつ
いて、再度検討するとともに、各種の媒体を通じ
て高校等への周知を図る。

各学部・研究科のアドミッション・ポリシーをすで
にホームページに掲載し、広く公表している。
冊子等を作成し、高校等へ別途送付している研
究科もある。
また、再検討については、各研究科において必
要に応じて行っている。

進捗している 学生の出身地域や能力の多様性等、市立大学
が求める学生像を具体的に反映した大学全体と
してのアドミッション・ポリシーに基づき、各学部・
研究科のアドミッション・ポリシーを策定し、入試
における選考基準に反映していく必要があると
考える。

高大連携における
大学コンソーシア
ム事業への参加・
協力

4-3

・引き続き大学コンソーシアム大阪の高大連携
の取組みに参加・協力する。

・第２回高校生のための大学フェア・大阪（7月16
日）に参加協力した。
・大学コンソーシアム大阪が主催する「土曜自主
講座」に５講座を申込み、２講座を開講した。ま
た、「土曜自主講座総括会議」(12月10日)に参
加し、次年度実施に向けての検討に参加協力し
た。
・大学コンソーシアム大阪が幹事団体となって20
年度に実施を予定している「中学生サマーセミ
ナー」への科目提供を申出(3月19日)ている。

進捗している 市民に親しまれる大学として、市立大学の持つ
強みの強化・補完という視点で、大学コンソーシ
アム大阪への参加のあり方を考えるべきである。

数学・理科基礎調
査に基づいた分
析・研究

78-2

・大学教育研究センターにおいて、引き続き数
学・理科基礎調査に基づいた分析・研究を進め
る。

・平成18・19年度に実施した数学・理科基礎調
査の結果（概要）について、H19.7.23の教育研
究評議会へ報告すると共に、センター紀要「大
学教育」第５巻第１号に搭載した。引き続き分
析・研究を行っている。

進捗している 最近の注目事項なので、目標・到達点などの表
記が必要ではないか。

女性研究者の支援

80-1

・各研究科において、女性教員の積極的採用に
ついて引き続き検討する。

・各研究科において、専任教員の新規採用が難
しい状況なので、検討の進捗はみられないが、
女性教員の積極的な採用についての検討の必
要性は認識されている。
・医学研究科においては、平成19年10月に女性
医師・看護師支援センターを設置し、子育てと
キャリアアップの両立を目指した女性医師・看護
師の育成を支援している。

・女性研究者の比率
⑰10.4%
⑱11.0%
⑲11.2%

進捗している ・国・大阪市においても男女共同参画を推進し
ているなかで、女性研究者の比率を計画に掲げ
るなど、何かの対策を講じることが望ましいので
はないか。
→女性研究者の研究支援について、委員会意
見として採り上げる。【Ⅱ－１－（２）】
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これまでの各委員意見等

資料１－３

事項 年度計画No. 平成19年度計画 取組実績 法人自己評価 コメント（委員会の対応（案））

欧文サマリー

91

・研究紀要に欧文サマリーを付していない場合、
その導入を検討し、可能なところから実施する。

日本語での論文は、日本の学界への貢献を目
的としているため、欧文のサマリーは不必要と
いった理由等から、欧文サマリーを掲載していな
いものを除き、論文そのものを外国語で作成し
ているものも含め、欧文サマリーをすでに付して
いる。

特に進捗している 研究紀要等に基本的に外国語のサマリーや目
次を設けるなど、その充実に努められたい。

文部科学省助成
終了後の教育プロ
ジェクトに対する
大学支援

51

・文部科学省の助成を受けているプロジェクト
にかかる、助成期間終了後の大学としての支
援のあり方について引き続き検討を行う。

教育推進本部では、「教育推進本部会議」にお
いて、重点となる教育分野に適切に配分できる
予算の確保及び配分を行うための基本方針に
ついて検討を行った。
全体的に経費削減を言われている中で、配分
のための予算の確保が必要である。

研究推進本部では、特別研究（重点研究、都
市問題研究、新産業創生研究）のあり方、平成
19年度の方針、審査方法、日程等の協議をし
た。（No.71に同じ）

進捗している 文部科学省の助成を受けているプロジェクト
の、助成期間終了後の継続については、大学
の支援が不可欠であり、優れたプロジェクトが
持続的に行われ、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。
→委員会意見として採り上げる。【Ⅱ－１－
（２）】
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これまでの各委員意見等 資料１－３

(4) 【評価結果（案）関係】評価結果（案）の確認における意見

・昨年度の議論を踏まえ、全体的評価に、各項目別評価における特筆事項を例示した方がよい。【Ⅰ】

　　→各項目別評価の特筆事項から、主なものを全体的評価にも列記しました。

　 ・社会人教育に関する委員会意見について、わかりやすく簡潔な文章に改められたい。【Ⅱ－１－（１）】

　　→文章を修正し、よりわかりやすく簡潔な表現に努めました。

・全体的評価と各項目別評価において、「項目」という字句が（違う意味で）混用されている。
　きちんと字句を使い分け、わかりやすく正確な表現に改められたい。【Ⅱ－１・２・３・４】

　　→各項目別評価における「項目（年度計画に対する個々の取組を指す。）」の字句を「事項」に改め、
　　　よりわかりやすく正確な表現に努めました。
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資料１－４ 

 
 

 
 
 

平成 19 年度 

公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価結果

(案) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 20 年 月 

大阪市公立大学法人評価委員会 
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評価にあたって 

 

  大阪市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法第 28条の規定により、

以下のとおり、平成 19 年度の大阪市立大学の業務実績について、評価を行いま

した。 

  評価については、昨年度と同様、法人の自律性、大学の教育・研究の特性に配

慮しながら、法人から提出された業務実績報告書、関係資料の点検やヒアリング

等に基づき、中期目標の達成に向けた中期計画の進行状況を確認しました。 

  評価に際しては、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示すとともに、法

人運営の改善・向上に資するよう、総合的・客観的評価に努めました。 

  なお、平成 19年度は法人化２年目にあたり、18年度業務実績評価において意

見・指摘した事項の改善及び進捗状況の確認を行ったほか、中期目標期間におけ

る着手期を総括して、３年目以降の実施・達成期における法人運営の指標となる

よう努めました。 

 

 

 

 

大阪市公立大学法人評価委員会 

  氏  名 役  職  等 

委員長 金森 順次郎 (財)国際高等研究所 所長 

委員長 

職務代理者 
吉川 隆一 滋賀医科大学 名誉教授 

上野谷 加代子 同志社大学社会学部 教授 

片山 英治 野村證券(株)法人企画部 主任研究員 

栗原 貴子 公認会計士 

細見 三英子 ジャーナリスト 

委 員 

松岡  博 帝塚山大学法政策学部 教授 
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Ⅰ 全体的評価 

 

  平成 19 年度においては、法人化初年度に整備された組織・制度を本格的に稼

動させ、それぞれの分野において計画に沿った取組が進められた。 

  具体的には、大学の教育・研究・地域貢献の諸活動にあっては、各推進本部が

主導し、また業務運営にあたっては、法人運営本部のもと、引き続き効率的、円

滑的な運営が図られ、次のような特筆すべき取組が行われた。 

  （教育） 

   ○「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会ニーズに対応

した質の高い医療人養成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種

教育支援プログラム拠点への採択 

  （研究） 
＊

   ○都市研究プラザにおけるＧ－ＣＯＥ助成事業を中心とした先端的都市研

究の推進 

  （地域貢献） 

   ○医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実による、効能評価試験の

受託件数・契約金の増加 

  （附属病院） 

   ○電子カルテを主体とした病院情報システムの稼動 

  （業務運営その他） 

   ○新広報体制による、大学見学「一日大学生」の実施、広報誌全面リニュー

アルなど戦略的広報活動の強化 

 

  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。 

  一方で、計画に沿って各種の取組が行われているものの、中期目標を達成して

いく過程で、さらなる具体的な取組を期待したい事項が見受けられる。 

  今後、着手期から実施・達成期への移行にあたって、引き続き理事長を中心と

し、役員・教職員が一体となって、この２年間で蓄積されたさまざまな取組実績

をベースに、教育・研究・地域貢献等の各分野における取組を積極的に推進し、

市民への説明責任を果たすことで、地域社会・国際社会に貢献する、市民の誇り

となる大学づくりを着実に進めていただきたい。 

  特に、大学を取り巻く社会的環境が依然厳しいなかで、市立大学が総合大学と

して持つ複数の機能のうちどの部分を重点的に推進し、強化していくのか、法人

の経営戦略上の観点から、法人の施策の順位付けと効果的な資源配分の枠組みを

確立されたい。 

  その際、大学が有する資源を的確に把握したうえで、大学全体の方向性や戦略

を意識し、より明確な年度計画の策定を通じて、市民への説明責任を念頭に置い

た計画的・具体的な取組を進められたい。また、評価時点において、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、部局における取組事例等を具

体的に示すよう、努められたい。 
＊G－COE：グローバル COE プログラム。世界

最高水準の研究基盤の下で世界をリードする創

造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教

育研究拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力

のある大学づくりを推進することを目的とする

文部科学省による事業。 

 - 2 - 
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Ⅱ 項目別評価 

 

１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

 ※教育研究等の質の向上を達成するための取組については、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ており、外形的な進行状況

の確認を行った。 

 

（１）教育に関する措置 

（特筆事項） 

 ○「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会的ニーズに対応し

た質の高い医療人養成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種教育支

援プログラム拠点に採択された。 

 ○英語教育開発センターを設置し、１年次における、少人数クラスでのネイティ

ブスピーカーによる授業の実施や習熟度別クラス編成の導入などの英語教育

の改善・充実に向け積極的に取り組んだ。 

 ○学士課程のあり方について組織的・戦略的に検討し、理学部・工学部の学科再

編について、平成 21年度からの実施に向けた準備作業が進んだ。 

 ○平成 20年度からの大学院看護学研究科の設置が認可された。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○効果的なＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動の手法等についての

研究を進め、さらなる充実に努められたい。また、ＦＤ活動による効果を制度

的に検証する方策を検討されたい。 

＊ 

 ○第２部教育のあり方や専門職大学院構想等の実現の可能性など、社会人教育に

ついて、都市型総合大学としての市立大学の教育の特性を踏まえ、引き続き戦

略的に検討されたい。 

 ○全学的な学生の相談窓口の一元化の方向性を明示して着実に取組を進め、引き

続き学生サービスの向上に努められたい。 

 

 

（２）研究に関する措置 

（特筆事項） 

 ○都市研究プラザにおいて、Ｇ-ＣＯＥ助成事業を中心とした他に類例のない先

端的都市研究を積極的に推進した。 

 ○理系研究科横断型の複合先端研究機構を設置し、大学院指導の相互受入れや研

究会の開催、外部研究資金の獲得などの活動を進めた。 

 ○大阪府立大学と包括連携協定を締結し、その一環として、フランス短期留学の

共同実施や産学連携等の相互協力事業を推進するなど、教育研究環境の充実が

図られた。 

 

＊ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）：

  教員の能力や資質の開発 
 - 3 - 
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（意見・指摘事項） 

 ○特別研究など戦略的研究経費のあり方の検討をより具体化し、大学の特色ある

研究を一層推進されたい。また、文部科学省から助成を受けているプロジェク

トにかかる、助成期間終了後の大学としての支援について検討を進め、引き続

き、教育研究における先進的取組の維持・充実に努められたい。 

 ○大阪市立の研究所等との連携について、市立大学の戦略上の観点から、今後の

方向性や方策を明確にするなど、大学の研究活動の拡充・活性化に資するよう、

努められたい。 

 ○外部資金による雇用者に対するキャリアアップへの対応、ポスドク制度の確立

など、若手研究者の研究支援体制の充実について引き続き検討されたい。また、

女性研究者の雇用促進への配慮など、女性研究者の研究支援についても、引き

続き取組を進められたい。 

＊

 

 

（３）社会貢献に関する措置 

（特筆事項） 

 ○地域を中心とした文化事業の推進のため、近鉄百貨店と協定を締結し、近鉄文

化サロンとの提携講座の本格的な実施に向けて着実に取り組んだ。 

 ○市民の利便性の向上のため、学術情報総合センターと大阪市立図書館との相互

サービスを試行実施し、また、20年度からの本格実施のため、相互協力事業に

関する覚書を締結した。 

 ○医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実が図られ、特に効能評価試験

の受託件数・契約金ともに大幅に増加した。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○効果的な高大連携のあり方を検討し、全学的・組織的な高大連携を積極的に進

め、優秀な学生の確保に努められたい。また、大学院学生の確保のための取組

についても、積極的に取り組まれたい。 

 

 

（４）附属病院 

（特筆事項） 

 ○電子カルテを主体とした病院情報システムを稼動し、患者サービス・医療の

質・医療安全の向上に努めた。 

 ○財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価（Ver.5）の認定を受けた。 

 ○看護師初任給の引き上げや各種募集活動の強化により、平成 20年度に向けて、

多数の看護師を確保し、患者サービスの充実を図った。 

 

＊ポスドク：Post-doctoral Fellow の略。大学の

博士課程終了の研究者、博士研究員。ポスドク制

度とはここでは博士研究員を活用する制度  - 4 - 
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【評価】 

 教育研究等の質の向上を達成するための措置について、教育・研究の特性に配慮

し、外形的な進行状況の確認を行った。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

見込まれること等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。 

 

 

 

 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 

（特筆事項） 

 ○教員については、特任教員の雇用及び任期付教員制度の導入により、教育研究

水準を維持しつつ、効率的な業務運営に努めた。 

 ○職員については、短時間勤務職員や人材派遣職員を活用し、円滑な業務運営に

努めた。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○大学の教育研究を活性化させるための教員の個人評価制度や大学運営に精通

した職員の育成・確保に向けた研修制度等、法人独自の人事給与制度の構築・

推進について、計画的・戦略的に取り組まれたい。 

 

 

【評価】 

 業務運営の改善及び効率化に関する措置について、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

の下、一層効率的・効果的な業務運営の推進が見込まれること等を総合的に勘案し

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。 

 

 

 

 

３ 財務内容の改善に関する措置 

（特筆事項） 

 ○外部資金等獲得活用委員会を設置し、外部資金等の獲得に関する組織体制を整

備した。 

 ○予算執行管理単位別の予算執行状況の把握を行い、経費の節減に努めた。 

 

 - 5 - 
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（意見・指摘事項） 

 ○外部資金等獲得活用委員会の主導のもと、外部資金等の獲得に関する目標を明

らかにするなど、方針・方策を取りまとめ、具体的な獲得の促進に努められた

い。 

 ○医療を取り巻く厳しい状況の中ではあるが、医学部附属病院の経営改善は喫緊

の課題であり、医療・患者サービスの質の低下を伴うことなく、早急な改善策

の検討・実施に取り組み、計画的に経営改善を進められたい。 

 

 

【評価】 

 財務内容の改善及び効率化に関する措置については、特に外部資金の獲得強化等

による収入確保に向けた更なる努力が求められる。その上で、戦略性を持った、教

育・研究への配分を進められたい。 

厳しい財政状況の中、人件費をはじめ、支出額の削減に努め、法人として経常利

益をあげている。また、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こと等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。 

 

 

 

 

４ その他業務運営に関する重要事項 

（特筆事項） 

 ○施設の機能性・安全性・信頼性を確保するために、必要な老朽化調査及び耐震

診断を実施した。 

 ○新しい広報体制を確立し、全学ホームページのリニューアルの完了、要望の多

かった大学見学「一日大学生」の実施、新広報誌の発刊など、大学広報の充実

に積極的に取り組んだ。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○法人として時代を見据え、長期的な展望や戦略に基づき、計画の策定・実施に

取り組まれたい。また、諸活動の成果を評価する体制の充実に努められたい。 

 ○施設整備については、施設の機能性・安全性・信頼性に加え、市立大学の強み

の維持・強化といった、大学の経営戦略上の観点から優先順位を考慮して計画

し、市民への説明責任を果たすとともに、研究成果等の市民への還元にも配慮

されたい。 

 

 - 6 - 
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【評価】 

 その他業務運営に関する重要事項について、意見・指摘すべき事項も見受けられ

るが、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、広報活動の充実に向けた積極的な取組など、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。 

 - 7 - 
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Ⅲ 結び 

 

  本評価委員会として、２回目の業務実績評価であるが、大学を取り巻く社会情

勢、また設立団体である大阪市の行財政状況も依然厳しいなか、中期目標期間の

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、さまざまな取組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。 

  平成 20 年度から、目標・計画の実施・達成に向けた具体的な取組を推進して

いくうえで、この２年間における取組は、極めて重要な意味を持つ。 

  日本最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、構

築された体制・制度を効率的・効果的に運用し、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。 

  今回、本委員会として、以上の点を考慮し、昨年度も言及した経営戦略の明確

化、ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）→実施（Do）→点検（Check）→改善（Act））

の推進をより一層意識する形で意見・指摘を行った。 

  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最大限活用されることを期待する。 

  大阪市立大学では、平成 20 年度に認証評価機関による評価を受けている。教

育研究等の質の向上を達成するための取組の評価は、教育研究の特性に配慮して、

この認証評価を踏まえることとしており、本委員会としてもその評価結果に注目

していくとともに、今回の評価を踏まえ、次年度以降の評価の充実を図ってまい

りたい。 

 

 

 

 - 8 - 
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業務実績報告書における公立大学法人の自己評価集計表 （参考）

項目数

28443 213 23 5合　　　計

0 14 2

1 17 1

0

特に進捗している 進捗している 概ね進捗している
実施にあたって
課題がある

11

Ⅴ　その他業務運営に関する重要事
項

20

Ⅳ　自己点検・評価及び当該情報の公
開等に関する事項

Ⅲ　財務内容の改善に関する措置

10

1

0 9 2

227

Ⅱ　業務運営の改善及び効率化に関
する措置

16

小　　計

0

41616542

72

４　附属病院に関する措置 152 11 2 0

94

２　研究に関する措置 46

23 65 6 0

4335

１　教育に関する措置

３　社会貢献に関する措置

Ⅰ
　
教
育
研
究
等
の
質
の
向
上

を
達
成
す
る
た
め
の
措
置

4

055413

0

028
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（参考）新旧対照表 
・下線部分は、原案から削除  
・太字（ゴシック体）部分は、原案を修正、又は原案に追加 

評価にあたって 

 

  大阪市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法第 28条の規定により、

以下のとおり、平成 19 年度の大阪市立大学の業務実績について、評価を行いま

した。 

  評価については、昨年度と同様、法人の自律性、大学の教育・研究の特性に配

慮しながら、法人から提出された業務実績報告書、関係資料の点検やヒアリング

等に基づき、中期目標の達成に向けた中期計画の進行状況を確認しました。 

  評価に際しては、法人の業務運営状況をわかりやすく社会に示すとともに、法

人運営の改善・向上に資するよう、総合的・客観的評価に努めました。 

  なお、平成 19年度は法人化２年目にあたり、18年度業務実績評価において意

見・指摘した事項の改善及び進捗状況の確認を行ったほか、中期目標期間におけ

る着手期を総括して、３年目以降の実施・達成期における法人運営の指標となる

よう努めました。 

 

 

 

 

大阪市公立大学法人評価委員会 

  氏  名 役  職  等 

委員長 金森 順次郎 (財)国際高等研究所 所長 

委員長 

職務代理者 
吉川 隆一 滋賀医科大学 名誉教授 

上野谷 加代子 同志社大学社会学部 教授 

片山 英治 野村證券(株)法人企画部 主任研究員 

栗原 貴子 公認会計士 

細見 三英子 ジャーナリスト 

委 員 

松岡  博 帝塚山大学法政策学部 教授 
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Ⅰ 全体的評価 

 

  平成 19 年度においては、法人化初年度に整備された組織・制度を本格的に稼

動させ、それぞれの分野において計画に沿った取組が進められた。 

  具体的には、大学の教育・研究・地域貢献の諸活動にあっては、各推進本部が

主導し、また業務運営にあたっては、法人運営本部のもと、引き続き効率的、円

滑的な運営が図られ、項目別評価に掲げるような特筆すべき取組が行われた。 

           次の 

  （教育） 

   ○「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会ニーズに対応

した質の高い医療人養成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種

教育支援プログラム拠点への採択 

  （研究） 

   ○都市研究プラザにおけるＧ－ＣＯＥ助成事業を中心とした先端的都市研

究の推進 

＊

  （地域貢献） 

   ○医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実による、効能評価試験の

受託件数・契約金の増加 

  （附属病院） 

   ○電子カルテを主体とした病院情報システムの稼動 

  （業務運営その他） 

   ○新広報体制による、大学見学「一日大学生」の実施、広報誌全面リニュー

アルなど戦略的広報活動の強化 

  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。 

  一方で、計画に沿って各種の取組が行われているものの、中期目標を達成して

いく過程で、さらなる具体的な取組を期待したい事項が見受けられる。 

  今後、着手期から実施・達成期への移行にあたって、引き続き理事長を中心と

し、役員・教職員が一体となって、この２年間で蓄積されたさまざまな取組実績

をベースに、教育・研究・地域貢献等の各分野における取組を積極的に推進し、

市民への説明責任を果たすことで、地域社会・国際社会に貢献する、市民の誇り

となる大学づくりを着実に進めていただきたい。 

  特に、大学を取り巻く社会的環境が依然厳しいなかで、市立大学が総合大学と

して持つ複数の機能のうちどの部分を重点的に推進し、強化していくのか、法人

の経営戦略上の観点から、法人の施策の順位付けと効果的な資源配分の枠組みを

確立されたい。 

  その際、大学が有する資源を的確に把握したうえで、大学全体の方向性や戦略

を意識し、より明確な年度計画の策定を通じて、市民への説明責任を念頭に置い

た計画的・具体的な検討・取組を進められたい。また、評価時点において、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、部局における取組事例

等を具体的に示すよう、努められたい。 

＊G－COE：グローバル COE プログラム。世界

高水準の研究基盤の下で世界をリードする創

造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教

育研究拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力

のある大学づくりを推進することを目的とする

文部科学省による事業。 
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Ⅱ 項目別評価 

 

１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

 ※教育研究等の質の向上を達成するための取組については、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ており、外形的な進行状

況の確認を行った。 

 

（１）教育に関する措置 

（特筆事項） 

 ○「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会的ニーズに対応し

た質の高い医療人養成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種教育支

援プログラム拠点に採択された。 

 ○英語教育開発センターを設置し、１年次における、少人数クラスでのネイティ

ブスピーカーによる授業の実施や習熟度別クラス編成の導入検討などの英語

教育の改善・充実に向け積極的に取り組んだ。 

 ○学士課程のあり方について組織的・戦略的に検討し、理学部・工学部の学科再

編について、平成 21年度からの実施に向けた準備作業を進めた。 

                           が進んだ 

 ○平成 20 年度からの大学院看護学研究科の設置が認可された。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○市立大学の教育の特性、目指す方向性を踏まえ、実際に効果的なＦＤ（ファカ

ルティ・ディベロップメント）活動のあり方についての検討を進め、さらなる 

＊ 

                   手法等     研究 

  充実に努められたい。また、ＦＤ活動による効果を制度的に把握する方策を検 

                             検証 

  討されたい。 

 ○社会人の教育に対するニーズの高まりのなかで、大学における社会人教育への

配慮や充実は重要な教育上のポイントのひとつである。 

  第２部教育のあり方等も考慮しつつ、経営学研究科と経済学研究科における専 

           や 

  門職大学院構想等の実現の可能性や社会人が学びやすい環境や制度づくりを 

                 など、社会人教育について、都市型総合大学 

                     引き続き戦略的に検討・実施された 

  としての市立大学の教育の特性を踏まえ、 

  い。 

 ○早期実現が困難となっている学生サポートセンター（仮称）に代替する全学的

な学生の相談窓口のあり方を明確化し、            引き続き 

           一元化の方向性を明示して着実に取組を進め、 

＊ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）：

  教員の能力や資質の開発 
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  学生支援体制の充実に努められたい。 

    サービスの向上 

 

 

（２）研究に関する措置 

（特筆事項） 

 ○都市研究プラザにおいて、Ｇ-ＣＯＥ助成事業を中心とした他に類例のない先

端的都市研究を積極的に推進した。 

 ○理系研究科横断型の複合先端研究機構を設置し、大学院指導の相互受入れや研

究会の開催、外部研究資金の獲得などの活動を開始した。 

                       進めた 

 ○大阪府立大学と包括連携協定を締結し、その一環として、フランス短期留学の

共同実施や産学連携等の相互協力事業を推進するなど、教育研究環境の充実が

図られた。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○特別研究のあり方や戦略的研究経費の配分策の検討をより具体化し、大学の特 

      など           あり方 

  色ある研究を一層推進されたい。また、文部科学省から助成を受けているプロ

ジェクトにかかる、助成期間終了後の大学としての支援について検討を進め、

引き続き、教育研究における先進的取組の維持・充実に努められたい。 

 ○大阪市立の研究所等との連携方策のあり方について、市立大学の戦略上の観点

から再検討し、今後の方向性や方策を明確にするなど、大学の研究水準の向上 

                              研究活動の拡充 

  に          努められたい。 

  ・活性化に資するよう、 

 ○外部資金による雇用者に対するキャリアアップへの対応、ポスドク制度の確立

など、若手研究者の研究支援体制の充実について引き続き検討されたい。また、

女性研究者の雇用促進への配慮など、女性研究者の研究支援についても、引き

続き取組を進められたい。 

＊

 

 

（３）社会貢献に関する措置 

（特筆事項） 

 ○地域の     文化事業の推進のため、近鉄百貨店と協定を締結し、近鉄文 

    を中心とした 

  化サロンとの提携講座の本格的な実施に向けて着実に取り組んだ。その他、各

事業推進のために野村證券等との連携を積極的に推進した。 

 ○市民の利便性の向上のため、学術情報総合センターと大阪市立図書館との相互

サービスを試行実施し、また、20年度からの本格実施のため、相互協力事業に

関する覚書を取り交わして、市民の利便性の向上に貢献した。 

        締結した 

＊ポスドク：Post-doctoral Fellow の略。大学の

博士課程終了の研究者、博士研究員。ポスドク制

度とはここでは博士研究員を活用する制度   
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 ○医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実が図られ、特に効能評価試験

の受託件数・契約金ともに大幅に増加した。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○市立大学の独自性を発揮し、市立大学が持つ人的資源等を有効に活用するなど、

効果的な高大連携のあり方を検討し、引き続き全学的・組織的な高大連携を積

極的に進め、優秀な学生の確保に努められたい。また、大学院学生の確保のた

めの取組についても、積極的に取り組まれたい。 

 

 

（４）附属病院 

（特筆事項） 

 ○電子カルテを主体とした病院情報システムを稼動し、患者サービス・医療の

質・医療安全の向上に努めた。 

 ○財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価（Ver.5）の認定を受けた。 

 ○看護師初任給の引き上げや各種募集活動の強化により、平成 20 年度に向けて、

多数の看護師を確保した             。 

            、患者サービスの充実を図った 

 

 

【評価】 

 教育研究等の質の向上を達成するための措置について、教育・研究の特性に配慮

し、外形的な進行状況の確認を行った。特筆すべき取組も多く見受けられ、計画と

して掲げた項目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 

     事項 

も見込まれること等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。 

 

 

 

 

２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 

（特筆事項） 

 ○教員については、特任教員の雇用及び任期付教員制度の導入により、教育研究

水準を維持しつつ、効率的な業務運営に努めた。 

 ○職員については、短時間勤務職員や人材派遣職員を活用し、円滑な業務運営に

努めた。 
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（意見・指摘事項） 

 ○大学の教育研究を活性化させるための教員の個人評価制度や大学運営に精通

した職員の育成・確保に向けた研修制度等、法人独自の人事給与制度の構築・

推進について、計画的・戦略的に取り組まれたい。 

 

 

【評価】 

 業務運営の改善及び効率化に関する措置について、計画として掲げたすべての項 

                                    事 

目に取り組んでおり、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 

項 

の下、一層効率的・効果的な業務運営の推進が見込まれること等を総合的に勘案し

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。 

 

 

 

 

３ 財務内容の改善に関する措置 

（特筆事項） 

 ○外部資金等獲得活用委員会を設置し、外部資金等の獲得に関する組織体制を整

備した。 

 ○予算執行管理単位別の予算執行状況の把握を行い、管理的経費の節減に努めた。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○外部資金等獲得活用委員会の主導のもと、外部資金等の獲得に関する目標を明

らかにするなど、方針・方策を取りまとめ、具体的な獲得の促進に努められた

い。また、法人の自己収入増について、市立大学の重点的な施策と関連付け、

引き続き方策の具体化を図られたい。 

 ○医療を取り巻く厳しい状況の中ではあるが、医学部附属病院の経営改善は喫緊

の課題であり、医療・患者サービスの質の低下を伴うことなく、早急な改善策

の検討・実施に取り組まれたい。計画的に経営改善を進められたい。 

            み、 
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【評価】 

 財務内容の改善及び効率化に関する措置については、特に外部資金の獲得強化等

による収入確保に向けた更なる努力が求められる。その上で、戦略性を持った、教

育・研究への配分を進められたい。 

厳しい財政状況の中、人件費をはじめ、支出額の削減に努め、法人として経常利

益をあげている。また、計画として掲げたすべての項目に取り組んでおり、計画を 

                       事項 

着実に実行していること等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。 

 

 

 

 

４ その他業務運営に関する重要事項 

（特筆事項） 

 ○施設の機能性・安全性・信頼性を確保するために、必要な老朽化調査及び耐震

診断を実施した。 

 ○新しい広報体制を確立し、全学ホームページのリニューアルの完了、要望の多

かった大学見学「一日大学生」の実施、新広報誌の発刊など、広報業務の効率

的・効果的な実施、大学広報の充実に積極的に取り組んだ。 

 

（意見・指摘事項） 

 ○法人として時代を見据え、長期的な展望や戦略に基づき、計画の策定・実施に

取り組むと同時に  、諸活動の成果を評価する体制の構築に努められ 

     まれたい。また               充実 

  たい。 

 ○法人の施設整備については、多額の資金が必要であることから、施設の機能

性・安全性・信頼性に加え、市立大学の強みの維持・強化といった、大学の経

営戦略上の観点から優先順位を考慮して計画し、市民への説明責任を果たすと

ともに、施設整備による研究成果等の市民への還元にも配慮されたい。 

 

 

【評価】 

 その他業務運営に関する重要事項について、意見・指摘すべき事項も見受けられ

るが、計画として掲げたすべての項目に取り組んでおり、計画を着実に実行してい 

               事項 

る。また、広報活動の充実に向けた積極的な取組など、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。 
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Ⅲ 結び 

 

  本評価委員会として、２回目の業務実績評価であるが、大学を取り巻く社会情

勢、また設立団体である大阪市の行財政状況も依然厳しいなか、中期目標期間の

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、さまざまな取組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。 

  平成 20 年度から、目標・計画の実施・達成に向けた具体的な取組を推進して

いくうえで、この２年間における取組は、極めて重要な意味を持つ。 

  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、構

築された体制・制度を効率的・効果的に運用し、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

発揮  していかなければならない。 

 アピール 

  今回、本委員会として、以上の点を考慮し、昨年度も言及した経営戦略の明確

化、ＰＤＣＡサイクル（計画（Plan）→実施（Do）→点検（Check）→改善（Act））

の確立・推進をより一層意識する形で意見・指摘を行った。 

  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 大限活用されることを期待する。 

  大阪市立大学では、平成 20 年度に認証評価機関による評価を受けている。教

育研究等の質の向上を達成するための取組の評価は、教育研究の特性に配慮して、

この認証評価を踏まえることとしており、本委員会としてもその評価結果に注目

していくとともに、今回の評価を踏まえ、次年度以降の評価の充実を図ってまい

りたい。 
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平成１９年度公立大学法人大阪市立大学の業務実績に関する評価結果（概要） 資料１－５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

項目別評価：各項目とも「順調に進捗している」

１ 教育研究等の質の向上を達成するための措置 

○「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」、「地域医療等社会ニーズに対応した質の高い医療人養

成推進プログラム」等、文部科学省が助成する各種教育支援プログラム拠点への採択（４拠点）

○都市研究プラザにおけるＧ－ＣＯＥ助成事業を中心とした先端的都市研究の推進 

○医薬品・食品効能評価センターの機能整備・充実による、効能評価試験の受託件数・契約金の増

加（⑱４件 39,081 千円→⑲７件 87,620 千円） 

○電子カルテを主体とした病院情報システムの稼動 

※効果的なＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）活動のさらなる充実、及びＦＤ活動による

効果を制度的に検証する方策の検討が必要 

※戦略的研究経費のあり方の検討の具体化等、特色ある研究の一層の推進が必要 

※優秀な学生の確保のため、全学的・組織的な高大連携の積極的推進が必要 

 
 

評価にあたって 評価の流れ 
議会 

○大阪市公立大学法人評価委員会は、地方独立行政法人法第 28 条の規定により、 

平成 19 年度の公立大学法人大阪市立大学の業務実績評価を実施 

○法人の自律性、大学の教育・研究の特性に配慮 

○中期目標の達成に向けた中期計画の進行状況を確認し、わかりやすく社会に提示 

○法人運営の改善・向上に資するべく、総合的・客観的に評価 

○中期目標期間における着手期を総括し、以降における法人運営の指標となるように配慮

業務実績報告書等 

ヒアリング等 

評
価
委
員
会 

評価結果報告 

評価結果通知

２ 業務運営の改善及び効率化に関する措置 

○特任教員、短時間勤務職員の活用等による効率的・円滑な業務運営の実現 

※教員の個人評価制度や大学運営に精通した職員の育成・確保に向けた研修制度等、法人独

自の人事給与制度の構築・推進による、大学の教育研究の活性化が必要 

３ 財務内容の改善及び効率化に関する措置 

○外部資金等獲得活用委員会の設置による、外部資金等の獲得に関する組織体制を整備 

※医学部附属病院の、医療・患者サービスの質の低下を伴わない、早急かつ計画的な経営

改善が必要 

４ その他業務運営に関する重要事項 

○新広報体制による、大学見学「一日大学生」の実施等、戦略的広報活動の強化 

※法人としての長期的な展望や戦略に基づく計画の策定・実施、及び諸活動の成果を評価す

る体制の充実が必要

○：主な特筆事項 
※：主な意見・指摘事項

全体的評価：「順調に進捗している」

・法人化初年度に整備された組織・制度を本格的に稼動させ、それぞれの分野において計画に沿った取組が進められ

ている 

・大学を取り巻く社会的環境が依然厳しいなかで、法人の経営戦略上の観点から、法人の施策の順位付けと効果的な資源

配分の枠組みの確立（そのための明確な年度計画の策定、市民への説明責任を念頭においた具体的取組）が必要である

 
 

結 び 

・ＰＤＣＡサイクルの推進を一層意識する形での評価であり、大阪市

立大学の一層の活性化と発展のため、最大限の活用を期待する 

・大学が今年度受けている認証評価機関による評価結果に、委員会と

して注目したい（教育・研究等の質の向上を達成するための取組の

評価） 

報告
公
立
大
学
法
人 

大
阪
市
立
大
学 

市長 

○項目別評価 
 年度計画の大項目ごとに進捗状

況の確認及び評価 
○全体的評価 
 項目別評価を踏まえた総合的な

評価 

評価 
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（資料２－２） 

公立大学法人大阪市立大学の平成１９年度財務諸表の概要について 

 

１ 公立大学法人の財務諸表 

 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観点から、地方独立行政法人法第３４条

及び大阪市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第１０条に基づ

き、財務諸表として、貸借対照表、損益計算書、利益の処分に関する書類、キャッシュ・

フロー計算書、行政サービス実施コスト計算書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月以内に事業報告書と決算報告書を添えて、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、公立大学法人は、同法第３４条第２項により、財務諸表の提出にあたって、監

事の監査と会計監査人の監査を受けることが義務付けられており、会計監査人及び監事

の監査報告意見は下のとおりです。 

 

○会計監査人の監査報告書（意見部分抜粋） 

（１）財務諸表（利益の処分に関する書類（案）、関連公益法人等の計算書類及び事業報告書等

に基づき記載している部分を除く。）が、地方独立行政法人会計基準及び我が国において一般に

公正妥当と認められる会計の基準に準拠して、公立大学法人大阪市立大学の財政状態、運営状況、

キャッシュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況をすべての重要な点において適正

に表示しているものと認める。 

（２）利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

（３）事業報告書（会計に関する部分に限る。）は、公立大学法人の業務運営の状況を正しく示

しているものと認める。 

（４）決算報告書は、理事長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示しているものと

認める。 

 

○監事の監査報告書（意見部分抜粋） 

（１）会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認める。 

（２）財務諸表（利益の処分に関する書類（案）を除く。）は、地方独立行政法人会計基準及び

一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成されており、財政状態、運営状況、キャッ

シュ・フローの状況及び行政サービス実施コストの状況を適正に表示しているものと認める。 

（３）利益の処分に関する書類（案）は、法令に適合しているものと認める。 

（４）事業報告書は、業務運営の状況を正しく示しているものと認める。 

（５）決算報告書は、決算の状況を正しく示しているものと認める。 
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２ 平成１９年度決算の概要 

 

（１）貸借対照表 

 法人の財政状態を明らかにするため、決算時におけるすべての資産、負債及び資本を記

載し、表示するものです。 

（資産の部） 

 資産の総額は、１，２１２億円です。 

 うち、固定資産として１，１０９億円、流動資産として１０３億円です。 

 固定資産として主なものは、土地が３８５億円、建物が５０６億円、研究機器等を含

む備品が５０億円、図書が１３３億円です。 

 流動資産として主なものは、現金及び預金が５６億円、未収附属病院収入が４２億円

です。 

（負債の部） 

 負債の総額は、３０５億円です。 

 うち、公立大学法人の会計特有の処理である資産見返負債が１７２億円です。 

 これは、法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料等で償却資産を取得した場合

に当該資産の見返として同額を負債に計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、

取り崩して収益化し、資産・負債、費用・収益を均衡させるものです。 

 その他に固定負債として、長期寄附金債務が２７億円、長期借入金が１３億円、長期

リース債務が１６億円です。 

 流動負債の主なものとしては、未払金５２億円などがあります。 

（資本の部） 

 資本の部の総額は、９０７億円です。 

 資本金（市からの出資金）が９８２億円、資本剰余金がマイナス１０２億円であり、

利益剰余金が２７億円となっています。そのうち、当期総利益は１億円です。 

 資本剰余金のマイナス１０２億円の主なものとしては損益外減価償却累計額です。こ

れは公立大学法人の特有の会計処理で、大阪市から出資された建物は、減価償却に見合

う収益の獲得が見込めないことから、減価償却処理を損益計算に反映させず、資本剰余

金から控除する取り扱いとなっているものです。 
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貸借対照表の概要 （単位：億円）

土地 385.32 資産見返負債（※１） 172.38

建物 505.78 長期寄付金債務 27.30

工具器具備品 49.55 長期借入金 13.36

図書 133.09 長期リース債務 15.65

その他 10.27 合計 228.69

小計 1,084.01 未払金 51.70

無形固定資産 6.84 寄付金債務 6.02

投資その他の資産 17.73 その他 18.47

合計① 1,108.58 合計 76.19

現金及び預金 55.74 合計③ 304.89

未収附属病院収入 42.17 資本金 981.78

その他 5.25 資本剰余金（※２） △ 101.83

合計② 103.16 利益剰余金 26.91

合計④ 906.86

資産合計（①＋②） 1,211.74 負債資本合計（③＋④） 1211.74

固
定
負
債

流
動
負
債

資
産
の
部

負
債
の
部

資
本
の
部

有
形
固
定
資
産

固
定
資
産

流
動
資
産

（※１）資産見返負債は、法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料等で償却資産を取得した場
合に、当該資産の見返として同額を負債に計上し、減価償却処理により費用が発生する都度、取り崩
して収益化し、資産・負債、費用・収益を均衡させる公立大学法人特有の会計処理。

（※２）資本剰余金の主なものは損益外減価償却累計額で、大阪市から出資した建物については、減
価償却に見合う収益の獲得が見込めないことから、減価償却処理を損益計算に反映させず、資本剰
余金から控除する公立大学法人特有の会計処理。
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（２）損益計算書 

 法人の運営状況を明らかにするため、一会計期間に属する法人のすべての費用とこれに

対応する収益とを記載して当期純利益を表示するものです。 

（経常費用） 

 経常費用の総額は、４４２億円です。 

 業務費の主なものとしては、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２４４億円です。 

 その他、一般管理費は１６億円です。 

（経常収益） 

 経常収益の総額は、４４３億円です。 

 主なものといたしまして、大阪市から交付いたしました運営費交付金の収益が１５７

億円、授業料・入学金・検定料といった学生納付金である授業料収益等が５１億円、附

属病院の診療収入である附属病院収益が１９７億円、資産見返負債戻入が１２億円です。 

 資産見返負債戻入１２億円については、公立大学法人特有の会計処理で、減価償却処

理により費用が発生する都度、負債から取り崩して収益化する取り扱いにより発生する

収益です。 

（経常利益） 

 以上から、経常収益から経常費用を差し引いた経常利益は、１億円となっています。 

（臨時損益、臨時利益） 

 臨時損失及び臨時利益はともに２億円で、主なものとして、医学部附属病院関係の賠

償金等負担額と関連する保険金収入があります。 

（当期総利益） 

 以上から、大阪市立大学の平成１９年度における当期総利益は１億円です。 
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損益計算書の概要 （単位：億円）

16.49 運営費交付金収益 156.59

24.45 授業料収益等 50.73

124.83 附属病院収益 197.43

8.53 受託研究等収益等 7.48

6.73 補助金等収益 3.01

244.43 寄付金収益等 5.78

425.47 資産見返負債戻入（※１） 12.22

一般管理費 16.09 その他 10.00

その他 0.52

合計①　　　　　 442.09 合計② 443.25

1.16

賠償金等負担額 資産見返物品受贈額戻入（※２）

図書除却損等 保険金収入

△ 0.05

444.48 収益合計⑧（②＋⑤） 445.59

1.11

2.39 2.34
臨時
利益

臨時利益－臨時損失⑥（⑤－④）　

費用合計⑦（①＋④）

当期総利益⑨（⑧－⑦）

臨時
損失

教育経費

研究経費

診療経費

教育研究支援経費

（※１）法人化時に承継した償却資産及び法人が授業料等で償却資産を取得した場合に、当該資産の見
返として同額を貸借対照表の負債に計上し、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
化し、資産・負債、費用・収益を均衡させる公立大学法人特有の会計処理。

（※２）図書除却損等に伴う資産見返負債からの戻入

経常
費用

経常利益③（②－①）　

経常
収益

受託研究費・受託事業費

合計

人件費

業
務
費

④ ⑤
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（３）キャッシュ・フロー計算書 

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

分別に表示するものです。  

 資金期首残高が６５億円、法人の収入合計が４４７億円、支出合計が４５９億円であ

り、資金期末残高は５３億円です。これに定期預金３億円を加えた額、５６億円は、貸

借対照表の現金及び預金の額と一致しています。 
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キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：億円）

原材料、商品又はサービスの購入による支出 △ 164.43

人件費支出 △ 247.68

その他の業務支出 △ 15.46

運営費交付金収入 160.74

授業料収入等 52.59

附属病院収入 193.36

受託研究・受託事業等収入等 10.89

補助金等収入 2.94

寄附金収入 8.31

その他の業務収入 11.82

預り金等増減 0.61

業務活動によるキャッシュ・フロー① 13.69

有価証券の取得による支出 △ 4.00

有形・無形固定資産の取得による支出 △ 12.16

定期預金等の取得による支出 △ 6.00

金銭信託の取得による支出 △ 3.80

利息及び配当金の受取額 0.02

投資活動によるキャッシュ・フロー② △ 25.94

リース債務の返済による支出 △ 4.99

長期借入による収入 6.00

利息の支払額 △ 0.52

財務活動によるキャッシュ・フロー③ 0.49

資金増加額④（①＋②＋③） △ 11.76

資金期首残高⑤　　　　　　 64.50

資金期末残高⑥（④＋⑤） 52.74

447.28

△ 459.04（参考）支出合計

業務活動に
よるキャッ
シュ・フロー

投資活動に
よるキャッ
シュ・フロー

財務活動に
よるキャッ
シュ・フロー

（参考）収入合計
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（４）利益処分の内容 

 法人の利益処分の内容といたしまして、当期未処分利益（当期総利益）全額を市長の承

認を受けて、次年度の剰余金の使途（教育、研究および診療の質の向上）に充てようとす

るものです。 
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利益処分の内容 （単位：億円）

当期未処分利益 1.11

利益処分額 1.11

当期総利益

地方独立行政法人法第４０条第３項の規定により、
大阪市長の承認を受けようとする額
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（５）行政サービス実施コスト計算書 

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

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

益計算の対象とはならない大阪市からの無償借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、２４１億円です。 

 損益計算書上の経常費用４４２億円と臨時損失２億円の合計４４４億円から、運営 

費交付金外の収益である２７２億円を引き、業務費用としては１７２億円となります。 

 これに、出資した建物の損益外減価償却相当額４６億円、将来発生する退職給付の増

加見積額４億円、大阪市から無償借受資産の賃料相当額などの機会費用が１９億円、こ

れらを合計し、行政サービス実施コストは２４１億円となっています。 
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行政サービス実施コスト計算書の概要 （単位：億円）

業務費 425.47

一般管理費 16.09

その他 0.52

経常費用合計① 442.08

臨時損失② 2.39

損益計算書上の費用③（①＋②） 444.47

授業料等収益 △ 50.73

附属病院収益 △ 197.43

受託研究・受託事業等収益 △ 7.48

寄附金収益 △ 5.78

その他　　　　　　　 △ 11.32

（控除）自己収入等合計④ △ 272.74

業務費用合計⑤（③＋④） 171.73

損益外減価償却相当額⑥ 45.68

引当外退職給付増加見積額⑦（※１） 4.17

7.57

11.51

19.08

行政サービス実施コスト（⑤＋⑥＋⑦＋⑧） 240.66

機会費用合計⑧

経
常
費
用

機
会
費
用

（※１）退職給付の当該事業年度中の増加見積額（期末退職給付見積額－期首退職給付見積額－
期中退職手当相当額）

業
務
費
用

損
益
計
算
書
上
の
費
用

自
己
収
入
等

国または地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による賃貸借取
引の機会費用

大阪市出資等の機会費用
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（６）附属病院の収支 

 経常費用は２４５億３２百万円で、内訳として業務費は２３７億７５百万円であり、

主なものとして、病院の診療経費が１２４億８３百万円、人件費が１１０億３７百万円

です。その他一般管理費７億１千万円等があります。 

 経常収益の総額は、２３９億円であり、主なものとして、運営費交付金収益が２４億

４５百万円、附属病院収益が１９７億４３百万円、資産見返負債戻入が６億１８百万円

です。 

 以上から、業務損益はマイナス６億３１百万円となります。 

 主な要因として、看護師の不足等による平成１９年７月からの一部病棟休止（平成２

０年７月より再開）により、入院患者数が減少したことなどがあります。 
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附属病院の収支 （単位：億円）

0.79 運営費交付金収益 24.45

0.32 授業料収益等 0.00

124.83 附属病院収益 197.43

0.00 受託研究・受託事業等収益 2.15

1.44 補助金等収益 2.07

110.37 寄附金収益 0.16

237.75 資産見返負債戻入 6.18

一般管理費 7.10 その他 6.56

その他 0.47

合計①　　　　　 245.32 合計⑤ 239.00

経常利益②（⑤－①）　 △ 6.31

経
常
収
益

教育経費

研究経費

診療経費

教育研究支援経費
業
務
費

開
示
す
べ
き
セ
グ
メ
ン
ト
情
報

経
常
費
用

受託研究・受託事業費

合計

人件費
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（参考） 

 

○地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解（趣旨抜粋） 

 

＜出資した建物＞ 

 地方独立行政法人においては、資産の減価部分については通常は運営費交付金の算定

対象とはならず、運営費交付金に基づく収益以外の収益によって充当することも必ずし

も予定されていない。 

 更に資産の更新に当たっては、出資者たる地方公共団体により改めて必要な措置が講

じられることになるものと想定される。 

 このような場合においては、減価償却に相当する額は、むしろ実質的には資本の価値

の減少と考えるべきであることから、損益計算上の費用には計上せず、地方独立行政法

人の資本剰余金を直接に減額することによって処理する。 

 

＜運営費交付金等で購入した物品（承継した物品を含む。）＞ 

 取得固定資産等が運営費交付金、授業料などにより支出された場合は、その金額を運

営費交付金債務から別の負債項目である資産見返運営費交付金に振り替える。資産見返

運営費交付金は、償却資産の場合は毎事業年度、減価償却相当額を資産見返運営費交付

金戻入として収益に振り替える。 
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平成１９年度財務諸表相関図

（単位：億円）

キャッシュフロー計算書 貸借対照表 損益計算書 行政サービス実施コスト計算書

資産 負債
1212 305

支出 期首残高 固定資産 費用 行政サービス
459 1109 資産見返負債 経常費用 経常収益 444 実施コスト

(土地) 172 442 443 240
65 385 長期寄附金債務

収入 (建物) 27 教育経費 運営費交付金
447 506 長期借入金 17 収益 　　　   157

(工具器具備品) 13 研究経費 資産見返負債
50 長期リース債務 24 戻入 　　　　　12

(図書) 16 診療経費
133 運営費交付金債務 125

(その他) 4 人件費
35 未払金 244

52 一般管理費
その他 16 運営費交付金外

21 その他 収益 　　　　274 自己収入等
16 (学生納付金)

51
(附属病院収益)

流動資産 資本 197 273
103 907 (受託研究・事業

(未収附属病院収入) 資本金 等収益 　　　　　7
42 982 (寄附金収益)

(その他) 資本剰余金 6 損益外減価
5 -102 (その他) 償却　46

期末残高 (現金預金) 13 引当外退職
利益剰余金 経常利益　　  1 給付見込  4

53 56 27 臨時損失        2 臨時利益         2 機会費用　　   19

※別途定期預金　３ ※利益剰余金内訳
　・目的積立金：26
　・当期総利益：  1
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資料２－３ 

財務諸表承認に係る事務局の確認について 

 

１ 確認の方針 

 財務諸表は、市民その他の利害関係者の判断を誤らせることのないよう財政

状態及び運営状況を適切に示す必要がある。財務諸表の承認にあたり、評価委

員会事務局においては、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点から確認を行

った。 

 なお、財務諸表等の数値については、会計監査人及び監事による監査の対象

となっているため、主要な計数等について確認を行った。 

 

２ 確認内容 

（１）提出期限は遵守されたか。（地方独立行政法人法第３４条第１項） 

 ・当該事業年度の終了後３月以内（６月末まで）に提出を要する。 

  → ６月３０日提出 

 

（２）必要な書類は全て提出されたか。  

 ①財務諸表のうち貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関 

  する書類（地方独立行政法人法第３４条第１項） 

 ②財務諸表のうちキャッシュ・フロー計算書、行政サービス実施コスト計算 

  書（公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第１０ 

  条） 

 ③事業報告書、決算報告書、監事及び会計監査人の監査報告書（地方独立行 

  政法人法第３４条第２項） 

  → 提出されている。 

 

（３）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 

  き意見はないか。  

  → 考慮すべき意見はなかった。 

 

（４）記載すべき項目について、明らかな遺漏はないか。  

  → 表示科目、会計方針等について明らかな遺漏はないことを確認した。 

 

（５）計数は整合しているか。  

  → 計数の合計等の基本的な計数について整合を確認した。 

 

（６）書類相互間における数値の整合は取れているか。  
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資料２－３ 

55 

  → 書類相互間における数値の整合を確認した。 

 

（７）運営費交付金に係る会計処理は適正か。  

 ①期間進行基準の適用事業について、適正に収益化されているか。  

  → 適正に収益化している。 

 

 ②費用進行基準の適用事業（退職給付費用）について、費用の発生と対応し 

  て収益化しているか。 

  → 費用の発生と対応して収益化している。 

 

３ 事務局のコメント 

 以上により、合規性の遵守と表示内容の適正性について事務局として確認を

行った結果、問題がないものと考える。 

 

 



資料２－４
○財務諸表比較

視点 ※１ 大阪市大(19) 大阪市大(18) 公立A大学 公立B大学 国立大Aグループ※２

流動比率 健全性 △ 135.4% 164.1% 156.7% 97.6% 89.8%

運営費交付金比率健全性 ▼ 35.3% 37.7% 22.9% 62.5% 44.1%

人件費比率 効率性 ▼ 57.5% 57.4% 49.8% 70.3% 53.6%

一般管理費比率 効率性 ▼ 3.8% 2.3% 2.0% 6.4% 3.4%

外部資金比率 発展性 △ 3.0% 1.6% 2.4% 7.1% 11.5%

研究経費比率 活動性 △ 5.7% 6.0% 2.9% 10.6% 11.6%

教育経費比率 活動性 △ 3.9% 3.9% 3.3% 11.0% 4.6%

経常利益比率 収益性 △ 0.3% 2.3% 2.5% 1.8% 2.7%

学生納付金比率 収益性 △ 11.4% 11.0% 5.1% 24.1% 12.0%

診療経費比率 収益性 ▼ 63.2% 63.5% 61.0% - 69.6%
H１９ H１８ H１８ H１８ H１８

※１　一般的に、△：高い値が良い、▼：低い値が良い

大学が管理運営を行う際の効率性を示す指標

財源の多様性を表す指標

研究活動への配分比率を示す指標

備考

１００％超で、流動負債を流動資産で支払い可能。債
務の支払能力を示す指標

運営費交付金削減の中、財源多様化を図る必要性を
示す指標

大学運営にどの程度の人件費がかかっているかを示
す指標

（北大、東北大、筑波大、千葉大、東大、新潟大、名大、京大、阪大、神大、岡山大、広島大、九大）
※２　国立大学Aグループ：学生収容定員１万人以上、学部数等概ね１０学部以上の国立大学法人

教育活動への配分比率を見る指標

法人の事業の収益性を示す指標

学生納付金収益への依存度を示す指標

病院の収益性を示す指標
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資料２－４
○財務諸表比較

視点 ※１ 大阪市大(19) 大阪市大(18) 公立A大学※２ 公立B大学※３ 国立大Aグループ※４

流動比率 健全性 △ 135.4% 164.1% 156.7% 97.6% 89.8%

運営費交付金比率健全性 ▼ 35.3% 37.7% 22.9% 62.5% 44.1%

人件費比率 効率性 ▼ 57.5% 57.4% 49.8% 70.3% 53.6%

一般管理費比率 効率性 ▼ 3.8% 2.3% 2.0% 6.4% 3.4%

外部資金比率 発展性 △ 3.0% 1.6% 2.4% 7.1% 11.5%

研究経費比率 活動性 △ 5.7% 6.0% 2.9% 10.6% 11.6%

教育経費比率 活動性 △ 3.9% 3.9% 3.3% 11.0% 4.6%

経常利益比率 収益性 △ 0.3% 2.3% 2.5% 1.8% 2.7%

学生納付金比率 収益性 △ 11.4% 11.0% 5.1% 24.1% 12.0%

診療経費比率 収益性 ▼ 63.2% 63.5% 61.0% - 69.6%
H１９ H１８ H１８ H１８ H１８

＊本資料は、委員会において、より分かりやすくする観点からの修正意見があったため、委員会後に作成したものです。

※１　一般的に、△：高い値が良い、▼：低い値が良い
　　　 ただし、学生納付金比率については、自己収入確保の観点から「△」としていますが、教育費の負担割合の観点の考え方もあり、
　　　 一概に「△」とは言えないと考えます。
※２　医学部附属病院を有する公立大学
※３　医学部附属病院を有しない公立大学

大学が管理運営を行う際の効率性を示す指標

財源の多様性を表す指標

研究活動への配分比率を示す指標

備考

１００％超で、流動負債を流動資産で支払い可能。債
務の支払能力を示す指標

運営費交付金削減の中、財源多様化を図る必要性を
示す指標

大学運営にどの程度の人件費がかかっているかを示
す指標

（北大、東北大、筑波大、千葉大、東大、新潟大、名大、京大、阪大、神大、岡山大、広島大、九大）
※４　国立大学Aグループ：学生収容定員１万人以上、学部数等概ね１０学部以上の国立大学法人

教育活動への配分比率を見る指標

法人の事業の収益性を示す指標

学生納付金収益への依存度を示す指標

病院の収益性を示す指標

 56－2
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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 

 

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。 

 

 



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 

 

１ 剰余金の位置付け  

  公立大学法人の主たる事業は、教育、研究及び診療であり、事業の実施によ

って利益の獲得を目的とするものではなく、基本的には計画通りに業務を行え

ば損益が均衡する仕組みとなっており、公立大学法人に適用される会計の仕組

みもそれに即したものとなっています。 

 剰余金は、損益計算において収益から費用を差し引いた差額でありますが、

公立大学法人が効果的・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。 

 従って、公立大学法人において、剰余金の位置付けは、株主に対する利益配

当に充てることとされている株式会社等とは異なり、事業運営上のインセンテ

ィブを付与するための仕組みとされています。 

 

２ 剰余金繰越の承認手続き 

  剰余金は、公立大学法人からの「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、大阪市公立大学法人評価委員会の意見を聴いたう

えで、同条第３項の規定により市長による承認を行い、公立大学法人が中期計

画において剰余金の使途として定めた教育、研究及び診療の質の一層の向上な

どに充てていくことになります。  

 なお、剰余金の使途として充てることを承認した以外の部分は、積立金とし

て整理し、翌事業年度以降の損失に充てるほか、中期目標期間終了後に市に納

付することとなります。 

 

３ 剰余金の概況 

 剰余金について、経常利益の合計は１億１６百万円（経常費用４４２億９百

万円の０．３％）、臨時損益差引はマイナス５百万円、当期総利益は、１億１

１百万円（費用総額（臨時費用含む）４４４億４８百万円の０．３％）となり

ました。 

（単位：百万円） 

経常費用① 44,209経常収益② 44,325

経常利益③（②－①） 116   

臨時損失④ 239臨時利益⑤ 234

臨時損益差引⑥（⑤－④） △5   

費用合計⑦（①＋④） 44,447収益合計⑧（②＋⑤） 44,558

当期総利益⑨（⑧－⑦） 111   
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 公立大学法人は、法人化のメリットを活かし、人件費の節減など、創意工夫

による各種経費の節減、また、外部資金の獲得強化等による自己収入の増に努

めるなどの経営努力を行っております。 

 なお、平成１９年度は、医学部附属病院において、看護師の不足等による平

成１９年７月からの一部病棟休止（平成２０年７月より再開）により、入院患

者数が減少したことなどのため、マイナス６億３１百万円の業務損益となった

こともあり、法人全体としての総利益は、１億１１百万円となっております。 

 

 



資料３－３

（１）収支計画　予算・決算比較

（単位：百万円）

費用の部 45,062 44,447 △ 615

経常費用

業務費

教育研究経費

診療経費

受託研究費等

役員人件費

教員人件費

職員人件費

一般管理費

財務費用

減価償却費

臨時損失

収入の部 45,194 44,558

経常収益

運営費交付金収益

補助金等収益

授業料収益

入学金収益

検定料収益

附属病院収益

受託研究等収益

寄附金収益

雑益

資産見返運営費交付金等戻入

資産見返運営費補助金等戻入

資産見返寄附金戻入

資産見返物品受贈額戻入

財務収益 0

臨時利益

純利益 132 △ 21

45,062 44,208 △ 854

区分 予算 決算 差額
（決算-予算）

12,422 11,252 △ 1,170

40,64742,962 △ 2,315

4,462 4,279 △ 183

13,666 13,048 △ 618

11,473 11,300 △ 173

97 95 △ 2

842 673 △ 169

890 1,559

52 19

16,075 △ 416

1,177 1,950 773

15,659

△ 636

301 64

669

0 239 239

33

45,194 44,324 △ 870

232

35711

707

21,532 △ 1,78919,743

578

843 748

111

2

291 998

72 68

237

746

491

0 234

44

0

3,913 4,145

196

42

87

182 △ 14

△ 95

△ 4

86

22

234

2

建設仮勘定見返運営費交付金等戻入

276789 1,065

0 1 1
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（２）収支計画　H18・H19決算比較

（単位：百万円）

費用の部 44,898 44,447 △ 451

経常費用

業務費

教育研究経費

診療経費

受託研究費等

役員人件費

教員人件費

職員人件費

一般管理費

財務費用

減価償却費

臨時損失

収入の部 44,558

経常収益

運営費交付金収益

補助金等収益

授業料収益

入学金収益

検定料収益

附属病院収益

受託研究等収益

寄附金収益

雑益

資産見返運営費交付金等戻入

資産見返運営費補助金等戻入

資産見返寄附金戻入

資産見返物品受贈額戻入

財務収益 2

臨時利益

純利益 2,580 △ 2,469

△ 2,641

2

建設仮勘定見返運営費交付金等戻入

111

2

△ 2381,303 1,065

0 1 1

64

194

182 △ 1

417

53

86

22

247

746

384

2,875 234

22

0

3,972 4,145

183

466 998

15 68

173

△ 13759

532

20,100 △ 35719,743

578

331 748

301 54

627

1,330 239 △ 1,091

3

44,603 44,324 △ 279

16,819 △ 1,160

1,524 1,950 426

15,659

47,478 △ 2,920

932 1,559

52 49

94 95 1

262 673 411

13,266 13,048 △ 218

11,103 11,300 197

11,952 11,252 △ 700

40,64741,109 △ 462

4,432 4,279 △ 153

43,568 44,208 640

区分 H18 H19 差額
（H19-H18）
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剰余金繰越の承認について（案） 

 

１ 法人の剰余金の使途承認申請 

 当期総利益総額 111,034,928 円 

 

２ 承認にあたっての事務局確認事項 

 「行うべき事業を行っているか」について、これまでの委員会の議論経過を

踏まえ、事務局として以下の２点を確認しました。 

 

＜確認のポイント＞ 

１ 国立大学では学生数が定員を満たしているかどうかも、経営努力のポイン

トになっているが、定員の充足については大学全体で考えるべきで、学科ごと

等に個別に考えるべきではない。 

２ 大学自身が運営費交付金を５年間で 20 ％削減するとなっているこの状況

で、それ以上の細かい部分にまで注文をつけるべきでなく、全体として計画が

進行していることをもって経営努力と認定すべきである。 

              ＜平成１８年度第２回委員会議事要旨から＞ 

 

上記１について 

 → 大学全体の学生収容定員充足率は１０９．０％であることを確認。 

   （在籍者 9,331 名  定員 8,557 名） 

上記２について 

 → 委員会の議論経過に鑑み、平成１９年度における中期計画の進行状況と 

   しては「全体として順調に進捗している」と考えられます。 

 

３ 事務局の考え方 

 以上から、行うべき事業を行い、その結果発生した剰余金であることから、 

事務局としては法人からの申請どおり全額承認すべきと考えます。 

 

64 



（参考） 

大市大経管第17号 

平成20年6月30日 

 

 

大 阪 市 長 

  平 松 邦 夫  様 

 

 

公立大学法人大阪市立大学     

理事長 金児 曉嗣 印   

 

     

剰余金の使途承認について（申請） 

 

 

 標題について、公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第12条の規

定に基づき、平成19年度の利益について下記のとおり地方独立行政法人法第40条3項に規

定する中期計画に定める剰余金の使途に充てたいので、承認いただくよう申請いたしま

す。 

 

記 

 

（１）承認を受けようとする金額 

 

    111,034,928 円 

 

（２）剰余金の使途 

 

    教育、研究及び診療の質の向上並びに組織運営の改善に充てる。 
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