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平成24年度第３回大阪市公立大学法人評価委員会会議録 

 

○委員会の概要 

日 時： 平成24年９月18日（火）午前９時30分～正午 

場 所： 大阪市役所 地下１階 第10共通会議室 

出席者：  

【委 員】（五十音順） 

種田委員、岡野委員、音田委員、楠本委員、堀委員、松岡委員長 

【大阪市】 

中尾総務局長、上田行政部長、岩谷大学支援担当課長、橋本総務課長代理 

【公立大学法人大阪市立大学】 

川上医学部附属病院事務部長、西川医学部附属病院経営企画課長、 

赤井企画総務課長、田口経営管理担当課長、緒方経営管理課長代理、 

山家谷職員課長代理 

 

 

○開会 

（上田行政部長） 

おはようございます。本日は、お忙しい中お集まりいただき、誠にありがと

うございます。ただいまから、平成24年度第３回大阪市公立大学法人評価委員

会を開催させていただきます。 

松岡委員長、議事進行よろしくお願いします。 

 

○議事 

（松岡委員長） 

それでははじめます。 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、ありがとうございます。 

本日評価委員会でご議論いただく議題は４つありますが、大きくは３つでご

ざいます。１つ目は、平成23年度業務実績評価結果の確定、２つ目は、第一期

中期目標期間業務実績評価結果の確定です。３つ目は、平成23年度財務諸表と、

23年度が第一期中期目標期間の最終年度でしたので、第一期中期目標期間積立

金繰越の市長承認について、評価委員会として意見具申する必要がございます

ので、議題３と４で財政的な面をご議論いただきます。 

本日は、平成23年度評価、第一期中期目標期間の評価について、ほぼ確定し

たいと思います。 

また、財務諸表と、第一期中期目標期間積立金繰越について、市長が承認す
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る際の意見を取りまとめます。 

各議題の時間配分としましては、議題１の平成23年度評価に45分、議題２の

第一期中期目標期間の評価に45分、議題３と４の財務関係に60分を予定してお

ります。 

それでは、一つ目の議題に入ります。 

平成23年度業務実績の評価結果（案）につきましては、前回、大学にお伺い

しまして、理事長兼学長以下、理事の皆さんと意見交換を行いました内容を踏

まえ、事務局と各委員の先生方との間で、個別に調整をしていただいておりま

す。本日の評価委員会で評価結果を確定したいと思っておりますので、少しの

修正であれば、事務局と私で調整させて頂きたいと思います。その後、速やか

に評価委員会として市長へ報告を行い、法人へも通知したいと考えております。 

まずは、第２回評価委員会での意見聴取を踏まえた評価結果（案）について、

資料１－１に基づいて、事務局から説明をお願いします。第２回評価委員会で

の議論をふまえた修正案を事前に事務局から委員の皆さんへお送りし、個別に

ご意見を寄せて頂きましたが、それらを反映させた部分をアンダーライン等で

示しております。 

それでは、よろしくお願いします。 

 

（岩谷大学支援課長） 

 大学支援担当の岩谷でございます。 

資料１－１「平成 23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）」をご覧ください。 

 前回の評価委員会からの修正点について、軽微な文言修正を除きまして、ご

説明いたします。なお、削除した箇所は取り消し線を引き、追加した箇所は下

線を引いています。 

4ページをご覧ください。全体的評価について、下線が追加した箇所です。前

回は中ほどを空欄にしておりましたが、理事長兼学長のガバナンス強化による

実績を評価し、第 2期中期目標期間での課題を記載しています。 

続きまして、５ページから６ページですが、中ほど以降、前回までの議論を

ふまえまして、全体的な取組を要する点を挙げています。全学的な取組を推進

する体制について実質的な効果を発揮できる体制づくり、GPA 制度導入にかか

る引き続きの取組、市大の特色である都市に関する教育研究の取組強化や、ま

た「女性研究者支援室（仮称）」設置に伴うさらなる女性研究者支援をもとめて

います。最後に第二期中期計画に向け、国際力強化の取組を評価し、理事長兼

学長による一層のガバナンス強化を期待するとしています。 

７ページの項目別評価に入りまして、教育に関する措置の意見・指摘事項に
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ついては、都市に関する評価について、全体的評価でも記載していますので、

項目別評価でも追加しています。 

次に９ページにまいりまして、社会貢献に関する措置の意見・指摘事項とし

て、市民講座や社会人学生の受入れなど、社会人への教育全般についての体制

整備を追加しています。 

10 ページでございますが、上段の枠囲いの教育研究に関する項目別評価とし

て、前回までは空欄にしておりましたが、各項目の進捗を確認し、「順調に進捗

している」と記載しております。 

 業務運営の改善及び効率化に関する措置の意見・指摘事項について、全学的

な推進体制について、全体的評価でも記載していますので、項目別評価にも追

記しています。 

次に 11ページでございますが、上段の枠囲いの業務運営の改善及び効率化に

関する措置にかかる項目別評価について、空欄にしておりましたが、学生サポ

ートセンター開設などによる業務執行の改善により「順調に進捗している」と

記載しております。 

 その下の、財務内容の改善に関する措置の主な取組事項のうち、外部資金の

獲得についてですが、「研究系外部資金」という言葉を使って記載しておりまし

たが、これを分かりやすい表現に変えさせていただきまして、「国や民間企業と

の共同研究や受託研究等による外部資金」と変更しました。同じく、意見・指

摘事項でも同様の言葉に変更いたしました。 

 枠囲いの、財務内容の改善に関する措置にかかる項目別評価として、空欄に

しておりましたが、経費削減や外部資金の獲得により「順調に進捗している」

と記載しております。 

次に 12ページをご覧ください。上の、枠囲いの自己点検・評価及び当該情報

の公開等に関する事項にかかる項目別評価について、空欄にしておりましたが、

各項目の進捗を確認し、「順調に進捗している」と記載しております。 

その下の、その他業務運営に関する事項の、主な取組事項の、安全確保の取

組のうち、JR杉本町東口の新設にともなう南部ストリートの整備について、よ

り分かりやすくするために南部ストリートの説明にかかる部分については下の

脚注へ記載するよう変更しました。 

 その下、枠囲いのその他業務運営に関する事項にかかる項目別評価について、

空欄にしておりましたが、各項目の進捗を確認し、「順調に進捗している」と記

載しております。 

 最後に、４ページに戻っていただきまして、全体的評価のところですが、以

上の項目別評価を踏まえまして、上から８行目に、「全体として順調に進捗して

いる」という評価を記載しました。 
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 平成 23年度評価結果（案）に関する説明は以上です。 

 また例年通り、年度計画の評価結果について、15ページに評価結果の概要（案）

を作成しておりますので、あわせてご確認いただきたいと思います。 

  

（松岡委員長） 

ありがとうございます。評価結果（案）について、説明いただきました。記

述の修正点を中心に、ご意見ございますでしょうか。 

 

（堀委員） 

文言についてですが、５ページに、「温度差」という言葉がありますが、正式

な表現なのかどうかが気になります。「若干の格差が見受けられる取組がある」

という方がいいのではないかと思います。 

 

（松岡委員長） 

他にいかがでしょうか。 

 

13ページに評価別集計表があり、法人の自己評価 220項目のうち、特に進捗

しているが 17項目、進捗しているが 198項目、おおむね進捗しているが５項目

ですが、これを評価委員会として今日最終的に確定していきます。 

法人の自己評価の妥当性の確認については、一部、前回の評価委員会で意見

聴取がありましたので、またあとで検討いたします。 

いかがでしょうか。ご意見ありませんか。 

 

（堀委員） 

もう一つ、言葉の問題ですが、６ページに「国際化アクションプランを策定

した」とあるのですが、４ページは「国際化１st アクションプラン」となって

います。「１st」を入れることによって固有名詞にするのか、入れずに一般的な

表現とするのか、ご検討いただけたらと思います。 

  

（松岡委員長） 

６ページは全体的な話ですから、「１st」を取ったのかもしれませんね。 

 

 ５ページから６ページにかけては、第２回評価委員会までの議論を踏まえて、

こういう風にまとめさせていただきました。 

 ご意見ございませんか。 
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それでは続きまして、法人の自己評価の妥当性について、これまで議論のあ

ったものにつきまして、改めて意見を伺い、評価委員会としての評価を確定し

たいと考えています。事務局からその点についてご説明ください。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

別冊１の資料、資料１－３（１）「平成 23 年度業務実績報告書に関する法人

の自己評価の妥当性の確認一覧」をご覧ください。この資料は第１回評価委員

会での議論をとりまとめ、第２回評価委員会でお示しした資料と同じ内容です。 

 ３ページの項目 18－２、４ページの項目 131 以外は、第２回評価委員会で、

法人の自己評価で妥当であるとの判断を仮に得たものとしてご説明し、特にご

議論がなかった項目です。 

これらの項目は、法人の自己評価で妥当であると確定してはどうかと考えて

おります。 

 別冊資料の９ページをご覧ください。項目 18－２と項目 131について、第２

回評価委員会で法人から意見聴取を行った内容を記載しております。どちらも

判断根拠について、改めて法人より意見聴取しまして、項目 18－２については、

「当初に予定していたものとは違うものの、新たなコースを設置したことを以

って、おおむね進捗している」と確認をしていただきました。また項目 131 に

ついては、聴取内容について特にご意見がございませんでしたので、これら２

項目ともに法人の自己評価で妥当であると確定してはどうかと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。まず妥当性の確認についてですが、妥当性について

意見がある項目が当初10項目ありました。８項目については改めて説明等して

いただいて異論がなかったところでございます。残り２項目のうち、項目18－

２については、第２回評価委員会で法人の意見をお伺いして、その説明により

妥当性が確認できるのではないかと考えております。項目131については、法人

からの回答で確認できるのではないかということで、第２回評価委員会では議

論はなかったところでございます。よって、10項目すべてについて、妥当性が

確認できたということにしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

それでは資料13ページ「平成23年度業務実績報告書における評価別集計表」

の評価委員会評価欄について、現在空欄でお示ししておりますが、こちらを記

載させていただきます。 

評価結果に関する細かい文章表現などは、私と事務局とで整理させていただ

き、委員の皆さまには本日の修正内容を反映させて事務局からお送りさせてい
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ただきます。 

それでは次に２つ目の議題に入ります。 

第一期中期目標期間の業務実績の評価結果（案）につきましては、議題１の

平成23年度と同様に、前回、大学にお伺いして、理事長兼学長以下、理事の皆

さんと意見交換を行い、その内容を踏まえまして、事務局と各委員の先生方と

の間で、個別に調整をしていただいております。 

こちらにつきましても、本日の評価委員会で評価結果を確定し、少しの修正

であれば、私と事務局と調整させていただきたいと思います。 

まずは、第２回評価委員会までの議論を踏まえた評価結果（案）について、

事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

資料２－１「第一期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果（案）」に

ついてご説明いたします。先程の平成 23年度の評価結果（案）と同様に、前回

の評価委員会からの修正点について、軽微な文言修正を除き、ご説明いたしま

す。なお、削除した箇所は取り消し線を引き、追加した箇所は下線を引いてい

ます 

それでは 19ページをご覧ください。評価にあたっての３段落目に下線を引い

ております。地方独立行政法人法第 79条の規定に、中期目標の評価にあたって

は、大学機関別認証評価の評価を踏まえるということになっております。大学

が大学機関別認証評価を受審したことを、第一回の評価委員会で確認いただき

ましたので、その旨を追加しました。 

続きまして総合評価のうち、20ページ目の修正は表現に関する変更ですので、

説明は割愛させていただきます。 

21 ページ目につきましては、大学機関別認証評価の基準を満たしていると評

価されたことを確認した旨を追加しています。 

22 ページをご覧ください。項目別評価となっております。こちらはそれぞれ

の項目ごとに評価結果および判断理由を記載しております。評価結果の判断理

由につきましては、各項目の中期目標期間の法人の自己評価の項目数を元に、

仮に記載しているところです。 

37 ページをご覧ください。集計表を付けておりますが、現段階におきまして

は法人自己評価の項目数、例えば、上から２段目の１教育に関する措置、教育

の内容につきましては、トータル 40項目のうち、１項目がⅣ中期計画を上回っ

た、という自己評価をされておりまして、39 項目がⅢ十分実施できているとい

う評価になっています。 

元の 22ページにお戻りください。項目別評価、１教育研究等の質の向上を達



- 7 - 

 

成するための措置、１教育に関する措置の（１）教育の基本方針、（２）教育の

内容、（３）教育の実施体制および学生への支援につきましては、評価結果およ

び判断理由を、先程見ていただいた自己評価の項目数のとおり記載させていた

だいております。 

24 ページにまいりまして、中ほどでございますが、２研究に関する措置につ

きましても、同様に、（１）研究の基本方針、（２）研究の実施体制について、

評価結果と判断理由を記載させていただいております。 

25 ページにまいりまして、中ほどの改善を要する点の一つ目ですが、表現が

分かりにくいとのご意見をいただきましたので、下線のとおり修正を行いまし

た。 

 その二つ下の項目、女性研究者支援についてですが、ただ単に女性教員の数

を増やすだけでは女性研究者の支援にならないとのご指摘を受けまして、「男女

差のない人事を推進するとともに」という文言を追加しております。 

 25 ページ下の方から 26 ページにかけて、３社会貢献に関する措置の評価結

果と判断理由につきましても、先程と同様に仮の項目数によって記載させてい

ただいております。 

27ページでございますが、中ほどの４附属病院に関する措置につきましても 

同様に仮の項目数によって評価結果を記載させていただいております。 

28 ページ、Ⅱ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同様に

評価結果について記載させていただいております。 

29 ページの中ほどですが、改善を要する点の２項目目について、５推進本部

による全学的な推進体制についての指摘を追加しています。その下、Ⅲ財務内

容の改善に関する措置の（１）自己収入の改善、（２）経費の抑制、（３）資産

の活用についても仮の項目数により、評価結果を記載しております。 

30 ページ、Ⅳ自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項についての

（１）、（２）についても、同様に評価結果を記載しております。また特筆すべ

き点の３項目目に、認証評価で改善を要する点として指摘された事項に対し、

改善を図ったことを追加しております。 

31ページにまいりまして、Ⅴその他業務運営に関する重要事項につきまして、 

（１）人権の尊重及び法令の順守等、（２）情報公開等の推進、（３）施設及び

設備の管理、整備及び活用、（４）安全の確保等につきまして、仮の項目数によ

り評価結果を記載しております。また一番下の特筆すべき点の３項目目、JR杉

本町東口の新設にともなう南部ストリートの整備について、より分かりやすく

するために、南部ストリートの説明にかかる部分を 35ページの巻末の脚注へ記

載するよう変更しました。 

33 ページのむすびについては、大きく３点について記載させていただいてお



- 8 - 

 

ります。１点目は、この 6 年間で市立大学が力を入れて取り組み、成果を挙げ

られた点について、今後も引き続き取組を進めてほしいという旨を記載してお

ります。２点目、今、府市間で法人統合後の新たな大学のあり方が検討されて

いますので、その点について触れております。最後は第二期中期目標の着実な

実行を期待すると締めくくっております。 

最後に、20 ページの総合評価のところですが、以上の項目別評価を踏まえま

して、下から３行目からを追記しており、「全体として中期目標の達成状況は良

好であると認める」とさせていただいております。 

第一期中期目標期間の評価結果（案）に関する説明は以上です。 

 また年度評価と同様に、39 ページ、資料２－２「第一期中期目標期間の評価

結果の概要（案）」を作成しておりますので、あわせてご確認いただきたいと思

います。 

 以上です。 

 

（松岡委員長） 

ありがとうございます。ただ今、評価結果（案）についてご説明いただきま

した。それぞれの記述の修正に関して、ご意見ございますでしょうか。前回の

意見聴取と委員の皆さま方のご意見を踏まえまして、まとめさせていただいて

おります。 

 

（堀委員） 

ここには出てこないのですが、病院で誤った血液型を輸血する事故がありま

した。医療安全にかかるものは、アウトプットを評価するのではなく、医療安

全に取り組んでおれば問題ないのですが、医療事故があった時に、それについ

て何も触れないのでいいのか、引き続き、医療安全の体制充実に努められたい

というようなコメントが必要なのかどうか。評価項目の中には事故があったか

ら、なかったからということで点数をつけるというのはないのですが、市民感

覚として、何も触れないままでいいのでしょうか。病院機能評価審査もバージ

ョン 6 を受審されて通っていますので、体制としては問題ないとは思うのです

が、評価結果の記述のところで、医療事故の防止にさらに努められたいという

ことを書いておくべきかどうか、議論していただきたいと思います。 

 

（松岡委員長） 

 項目としてはどこにあたるのでしょうか。 

 

（堀委員） 
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医療安全にかかる項目があったように思うのですが。アウトプットには見当

たらないですね。 

 インシデントやアクシデントを扱う医療安全の委員会が病院にあって、医療

安全に必要なことは継続的してやっておられるということで、よしとするのか、

それとも、それでも事故は起こってしまうということはあるので評価結果に書

いておくのかどうか。 

 

（松岡委員長） 

事務局、なにかご説明される点ありますか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

項目といたしましては、中期目標の４附属病院に関する目標の（２）附属病

院の運営体制にかかる項目で、患者サービスや医療の質、医療安全の向上を図

るために、というところがありますので、そこにコメントを記載するかどうか

ご検討いただくのがいいのかなと思います。ただ、項目 151 は、患者サービス

や医療の質、医療安全の向上を図るために、情報システムの整備を行うという

計画です。 

 

（堀委員） 

ぴったりと一致する項目ではないのですね。評価としては医療安全について

委員会を設けるなどしていれば問題ないのですが、対策していても起きてしま

うアクシデントはあります。起きてしまうと、対策が十分ではなかったのでな

いかという批判は免れません。東北の大震災と同じです。十分にやっていたと

しても、想定外というような言葉の元に反省しなくていいのかという話になっ

てしまいます。ただ、きちんとやっていても起こることはあるので、評価結果

に書くかどうかということは悩ましいところがあります。 

 

（松岡委員長） 

書くとすれば、23 年度の評価結果のところがいいのか、中期目標のところが

いいのか。23 年度の事故なのであれば、年度評価に書くのがいいような気がし

ますが、そうでないなら、中期目標に書くことになろうかと思います。 

 

（堀委員） 

あちこちで大きな問題が起きるようになると、評価の項目として特化したも

のがないということ自体、評価そのものが非難される可能性があります。なぜ

評価項目に入っていないのかと聞かれた時に、困ったことになります。医療安
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全とか院内感染とかいう問題は一時過剰に反応されました。社会の対応は時代

によって変わることは確かなので、評価する時に、非常に難しいと思います。 

 

（松岡委員長） 

 ここで最終的な言葉はなかなか難しいと思いますので、ご意見をいただいて

おいて、後の処理はお任せいただければ、私と事務局で調整させていただきま

す。 

 

（堀委員） 

そうしていただければけっこうです。 

 

（松岡委員長） 

事務局、そういう形で処理させていただいてよろしいでしょうか。 

 

（上田行政部長） 

案文を考えさせていただいて、ご相談させていただきます。 

 

（松岡委員長） 

それではそうさせていただきます。他にいかがでしょうか。 

 

評価結果の最後のむすびのところは、事務局からご説明いただいたように最

終的にこういう形にまとめていただきました。６年間の総括、要するに特筆す

べき点、これからさらにやっていただきたいところを書き、そして現在設立団

体である大阪市と府の間で公立大学のあり方について議論されている、そこで

必要であれば、当初の目標とか計画を修正していくことがあるだろう、それか

ら最後は第一期が終わって、第二期がスタートとしておりますので、市立大学

が掲げた 3 つの重点戦略について、新しい大学を追究して着実に実行していく

ことを委員会として期待しますというような形で、少し短いかもしれませんが、

このようにまとめております。 

それから、最終的に評価としては「全体として良好である」としております。

委員会としては「良好である」という評価をする基準を前に決めたように思う

のですが、事務局から説明いただけますか。どれだけの項目がどういう評価の

時に「良好である」としたか、この委員会で決めた基準があったかと思います。 

  

（岩谷大学支援担当課長） 

第１回の評価委員会で資料としてつけさせていただいておりました。中期目
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標の中項目を４段階で評価させていただいておりまして、一番良い評価が中期

目標の達成状況が非常に優れているという評価です。次の評価が中期目標の達

成状況が良好であるという評価で、これにつきましては小項目評価のⅣ又はⅢ

の合計が該当項目の９割以上という基準にしております。次の中期目標の達成

目標がおおむね良好であるという評価につきましては、小項目評価のⅣ又はⅢ

の該当項目の９割未満という基準を設けております。最後に中期目標の達成状

況が不充分であるという評価につきましては、評価委員会により総合的に判断

するということで、一番良い評価と一番悪い評価については評価委員会による

総合的に判断するという基準になっております。 

 

（松岡委員長） 

この評価結果（案）によると、小項目評価のⅣ評価とⅢ評価が９割以上で、

中項目評価はすべて「良好である」となっており、総合評価としても「良好で

ある」という評価をするということでございます。 

以上でいかがでしょうか。このように評価をするということでよろしいでし

ょうか。 

医療安全についてはペンディングですが、取り入れる場合は、指摘事項に取

り入れることになると思いますので、全体としての評価には影響は及ぼさない

と思います。 

それから平成 23年度と中期目標期間の評価結果について、それぞれ分かりや

すいように概要を作成しておりますが、これも公表されます。資料２－２の中

期目標期間の概要をご覧いただきますと、先程、評価結果（案）の修正につい

てでも説明がありましたが、右の方の評価の流れのところで、認証評価機関の

評価を踏まえて評価するということを概要にも書いております。 

それぞれの概要についてはいかがでしょうか。見ていただければ全体的な評

価結果の概要がお分かりいただけるかと思います。なにか文言でご意見ござい

ましたら、この点も含めて、お申し出いただけましたら修正を考えたいと思い

ます。 

それでは、続きまして、法人の自己評価の妥当性について事務局からご説明

をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

別冊、資料２－３「第一期中期目標期間業務実績報告書に関する法人の自己

評価の妥当性確認一覧」をご覧ください。この資料は第１回評価委員会での議

論をとりまとめまして、第２回評価委員会でお示しした資料と同じ内容です。

第２回評価委員会で、法人の自己評価で妥当であるとの判断を仮に得たものと
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してご説明し、その上で特にご議論がなかった項目ですので、これらの項目は、

法人の自己評価で妥当であると確定してはどうかと考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

 平成 23年度につきましては、２項目について意見聴取を行いましたが、中期

目標期間についての妥当性については、これまでのところ一応妥当性が確認で

きたとして進めてまいりました。資料の 37ページに第一期中期目標期間にかか

る業務実績における中項目別評価集計表の評価委員会の評価欄について、現在

空欄にしておりますが、ご意見がないようでしたら、法人自己評価が妥当とし

て記載させていただきます。よろしいでしょうか。 

繰り返しになりますが、23 年度業務実績評価と同様に、第一期中期目標期間

の評価結果についても、細かい文章表現については事務局と私の方で修正し、

委員の皆さまに送付させていただきます。それを終えまして、現在 10月５日に

市長の予定を調整していただいておりますので、私の方から市長へ報告を行っ

てまいります。 

それでは、次の議題にはいります。議題３、平成 23年度の財務諸表につきま

しては、８月 31日の第２回の評価委員会でも簡単に説明がありましたが、平成

23 年度財務諸表と、第一期中期目標期間積立金繰越の２点につきまして、市長

が承認するにあたっての意見具申を評価委員会から行うことになっております。 

まずは、平成 23年度財務諸表に関しまして、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

別冊資料３の平成 23 年度財務諸表と資料 41 ページからの資料３－２「平成

２３年度財務諸表の概要について」を使って説明させていただきます。 

それでは資料 41ページをご覧ください。公立大学法人の財務諸表につきまし

て、公立大学法人は、市民その他の利害関係者に対し、財政状態や運営状況に

関する説明責任を果たし、自己の状況を客観的に把握するという観点から、財

務諸表といたしまして、貸借対照表、損益計算書、などの作成が義務付けられ

ています。公立大学法人は、事業年度の終了後３か月以内に財務諸表を市長に

提出することとされており、６月 28日付けで大阪市長あて提出があったところ

です。市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴いたうえで、承認を行うこ

ととされています。なお、財務諸表の提出にあたって、監事の監査と会計監査

人の監査を受けることが義務付けられています。会計監査人及び監事の監査報

告書の抜粋を資料に記載しておりますが、法人の財務諸表は適正に表示されて

おり、法令に適合している旨、意見をいただいているところでございます。 
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続いて、資料の 43ページから 53ページにかけて、平成 23年度決算の概要に

おきまして、財務諸表の各表を記載しておりますが、第２回評価委員会でもご

説明さし上げましたので、要点のみの説明とさせていただきます。 

資料の 45ページ、損益計算書の概要をご覧ください。経常収益②から経常費

用①を差し引いた経常利益③は、11 億円となっております。それから平成 23

年度特有の処理となりますが、臨時利益⑤としまして、※３に記載のとおり、

運営費交付金収益等が３億円、臨時損失④としまして、※２に記載のとおり、

資産除去債務の初年度の処理として必要な 100 万円を計上しており、臨時収益

としまして、３億円を計上しております。これに、目的積立金取崩⑨5億円を含

め、当期総利益⑩は約 19億円となります。この経常利益に関する補足説明とし

まして、別冊資料３－１、平成23年度財務諸表をご覧いただきたいと存じます。

財務諸表の 18ページに、開示すべきセグメント情報というのがあります。ここ

で大学と附属病院とを分けた形の表現になっておりまして、それぞれ表の下か

ら２段目に、業務損益、いわゆる経常利益にあたる金額がありまして、大学に

ついては 4,400万円、附属病院は 10 億 4,700万円となっております。このうち

大学セグメントの黒字額は、平成 22年度の 4 億 8,000万円に比べると大きく減

少いたしました。この減少の理由は、平成 23年度において学生サポートセンタ

ー開設をはじめとする目的積立金を財源とする事業が増加したことによりまし

て、セグメント情報の見かけ上の減少であります。といいますのは、業務費用

のうち、注４にありますように、目的積立金を財源とする費用が 3 億 8,000 万

円ございます。目的積立金を財源とした費用は業務損益のなかに含まれますが、

その費用の見合いとして計上する目的積立金取崩による収益、3億 8,000万円に

つきましては、セグメント情報の業務損益のなかに含まれておりません。その

ため、実際の大学セグメントの当期総利益は、4,400万円に３億 8,000万円を加

えた額 4億 2,400万円となり、平成 22年度の４億 8,000万円と同水準黒字とな

ります。また附属病院につきましては、10 億 4,700 万円の黒字となっておりま

す。法人化以降最高となった平成 22 年度の 12 億 4,000 万円に比べると減少し

ておりますが、主として老朽化した施設の改修をすすめたことにより、診療経

費が増加したことによるものです。なお業務費用のうち目的積立金を財源とす

る費用は 8,600万円となっております。 

本体資料の 49ページに戻りまして、利益処分の内容でございますが、法人の

平成 23 年度の総利益は先ほどご説明させていただきましたとおり 19 億円であ

り、法人としてはこの 19億円と目的積立金の残額 50億円をあわせた 69億円を

第二期中期目標期間の事業に充てたいと考えておられます。 

資料 55ページには、参考として公立大学法人の会計独特の処理に関する資料

をつけさせていただいております。また、資料 57ページには、前回委員会でも
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お示ししました、財務諸表の関係図をつけさせていただいております。 

続きまして、資料の 59ページ資料３－３、財務諸表承認に係る事務局の確認

についてご覧ください。事務局におきまして、合規性の遵守と表示内容の適正

性の観点から財務諸表の確認を行いました。財務諸表等の数値につきましては、

会計監査人等の監査の対象となっているため、主要な計数等の確認を行いまし

た。確認内容についてですが、まず、財務諸表は期限内に提出され、必要な書

類につきましても、すべて提出されており、問題はございません。会計監査人

及び監事の監査報告書に、財務諸表の承認にあたり考慮すべき意見がなかった

かどうかについてでございますが、確認の結果、考慮すべき意見は無く、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、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 23年度財務

諸表については、問題がないものと考えております。 

続きまして、資料の 63 ページ、平成 23 年度決算の概要をご覧ください。こ

ちらは貸借対照表と損益計算書について、昨年度のものと比較した資料でござ

います。 

平成 22年度との比較につきましては、冒頭の四角囲みにあるように、平成 23

年度は、法人化初年度より段階的に 20％削減してきた経常経費をさらに２％削

減するなど、支出の抑制に取り組んでこられました。一方で、遅れている施設

の老朽化対策などのため目的積立金を戦略的に活用する事とし、17 億円を学生

サポートセンターの開設や附属病院手術室の増室などに使用されました。また、

自己収入の増加に向け、大学セグメントでは、受託研究等収益が２億円増加し、

附属病院セグメントでは、附属病院収益が 11億円増加しました。 

人件費につきましては、給与のマイナス改定実施など支出の抑制に取り組んだ 

ものの、法定福利費の増や、附属病院における慢性的な医師等の不足を改善す 

るための人員増があり、５億円の増となりました。 

続いて、資料の 65ページ、第一期中期計画期間における決算推移をご覧くだ

さい。こちらは貸借対照表と損益計算書について、第一期初年度の 18年度と

比較した資料でございます。 

左側の貸借対照表から読み取れます課題としまして、純資産の減少がございま 

すが、主なものは損益外減価償却累計額でございます。法人化以降、年々減少 

しておりまして、マイナス 217億円にのぼっております。これは、主に市が出 

資した学舎の減価償却に相当するものになりまして、施設設備費は市からの財 

政的支援を前提とされておりますが、市の財政状況が大変厳しいことから、十 

分な予算措置が困難な事態となっており、第二期の大学運営における課題とな 
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っております。 

右側の損益計算書から読み取れます課題としまして、運営費交付金の削減を進 

めた結果、大学セグメントの運営費交付金収益は 39億円減少しました。平成 18 

年度に比べまして、受託研究収益をはじめ財源の多様化に努める一方で人件費 

を 22億円を削減しまして、教育研究活動の財源を維持してきた状況が見受けら 

れます。 

附属病院セグメントにみられる一番の特徴としましては、収益性向上等様々な 

取組により附属病院収益が 64億円の増加したことでございます。これに 

伴いまして、診療経費・人件費も増加いたしました。 

以上をふまえていただきまして、資料の 61ページをご覧ください。資料３－

５財務指標の比較でございます。法人化しました平成 18年度以降、６年間の市

立大学における経年推移と、他の公立大学や日本のトップクラスと考えられる

国立大学グループの平成 22年度平均を記載しております。本指標は、国立大学

法人の財務分析をする上で用いられている指標に準じて算出しております。 

平成 23年度の大阪市立大学につきましては、大学と附属病院のセグメント別

の算出もお示ししております。大学セグメントは※１の大阪府立大学、附属病

院セグメントは※３の横浜市立大学の附属病院セグメントを比較し、また、法

人全体は※４の国立大学グループ平均をご参照してください。 

セグメント別の特徴としましては、先ほどもご説明しましたが、まず、財源

に関しまして、運営費交付金比率については、多額の診療収益を有する附属病

院が大学セグメントに比べて運営費交付金比率が低くなっております。一方、

受託研究等の外部資金比率については、大学セグメントが高くなっております。 

次に、全業務費に占める主要な経費の割合に関し、人件費、一般管理費につい

ては多額の診療経費を有する附属病院が大学セグメントに比べて低くなってお

ります。また、財務状況の指標に関し、経常利益比率については、診療活動が

好調であった附属病院が高くなっております。 

大学セグメントにつきましては大阪府立大学、附属病院セグメントにつきま

しては横浜市立大学の附属病院セグメントと比べていただきますと、おおむね

同様の傾向となっております。 

続きまして、法人全体について、昨年度との比較で特に数値の変動が見られ

る指標としては、流動比率があげられます。流動比率については昨年度比減と

なっておりますが、流動負債が 90億円から 100億円に増加したことが主な原因

でございます。これにつきましては、23 年度は目的積立金取崩を財源とする施

設整備事業が増えましたが、これらの竣工が年度末で、支払が翌年度となった

ものがあったことから、未払金が昨年度の 51 億円から 65 億円に増加したこと

によるものです。ただ、依然、100%を大きく上回っており、健全性に問題はな
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いと考えられます。 

また、その下の経常利益比率につきまして、昨年度の 3.6％から 2.2％へ低下

しております。こちらにつきましても目的積立金取崩を財源とする事業を多く

実施したことにより、見かけ上の大学セグメントの経常利益が昨年度の 4 億

8,000 万円から 4,400 万円へ減少し、経常利益比率が 0.2％に下がったことによ

るものです。なお、他大学でも最終年度で同様の傾向がみられ、大阪府立大学

の平成 22年度経常利益比率はマイナス 0.8％となっております。 

市立大学における第一期の６年間の経年推移をみますと、変動の大きい指標

としては、運営費交付金比率があげられ、18 年度 37.7%から 23 年度 27.0%へ

減少しました。 

先ほどもご覧いただきましたが、特に大学セグメントにおいては、運営費交付 

金収益が第一期を通じて 39億円減少し、教職員の非常勤化や給与の見直しなど 

により人件費を 22億円削減するなどの経費節減の取組と、受託研究等の外部資 

金収益を 9.9億円増加させるなど外部資金比率を向上させていく取組とで、これ 

に対応してまいりましたことが、指標上も明らかになっております。外部資金 

の獲得についてはトップクラスの国立大学と比べるとまだ低い水準であり、今 

後、活発な教育研究活動のためにも国の競争的資金の獲得や産官学連携の活発 

化に向けて、一層の取組みを期待いたします。 

附属病院収益を主な財源とする附属病院セグメントにおいては、先ほどもご

覧いただきましたが、附属病院収益を増加させるとともに、経費の抑制や、７

対１看護加算の獲得や救命救急センターの開設などの取組により、診療経費比

率の推移に見られますように病院の収益性の向上に努めてきたことがわかりま

す。附属病院セグメントにつきましては、今後、老朽化した設備や医療機器の

更新の課題を抱え診療経費の増加が見込まれますが、今年度、手術室の増室も

実現したことから収益性を一層向上させ、安定的な病院運営に努めるとともに、

高度・先進医療の提供や医療人の育成をはじめとする地域医療への貢献に尽力

いただいてよりよい経営に努めていただきたいと考えております。 

財務諸表の説明につきましては以上でございます。 

  

（松岡委員長） 

ありがとうございます。それではご意見を伺いたいと思います。まず、種田

先生お願いします。 

 

（種田委員） 

資料としては、他大学とパーセンテージ数値で比較した資料３－５「財務諸

表比較」と、今回つけてもらった参考資料の「決算の概要」がわかりやすいと



- 17 - 

 

思います。 

特に、18 年度から 23 年度にかけて比較して推移を見ると、交付金収益がす

ごく減収している中で人件費を減らすなどで、これだけ利益水準をほとんど変

えずに維持してきたことは評価すべきことだと思います。大学の運営は、こん

な言い方をすると申し訳ないのですが、そんなに簡単に儲けられるものではな

いと思うのです。 

管理系職員について、キャリアスタッフの活用でコスト削減することについ

ては、職員の専門性が欠けていくことになります。たとえば決算を区分し財務

諸表を作成することも大変な事務作業です。今後はもう少し定着していく職員

を増やすことを考えていく必要もあるだろうと思います。人件費を無闇に削減

し、外部人材ばかりを使うとこれ以上は苦しくなるのではないでしょうか。 

市職員の引き上げについては、市職員は給料ベースが高いので市へ引き上げ

ると、一気に黒字化するということはどこの自治体の外郭団体でもみられる傾

向ではあります。 

病院については、診療報酬が上がったこと自体は病院の努力ではないかもし

れませんが、患者が増えたことは病院が努力されたといえるのではないでしょ

うか。公立系病院は収益を出せていないところが多いのですが、市大は病院が

足を引っ張らず、努力されていると思います。実際には、交付金をもらってい

るのですが、もらっている中ではすごく努力してうまく運用しているといえる

かと思います。 

現預金も 18年度から比べると 23年度は増えていますし、私の感想としては、

決算書類から分かる範囲では財務はきっちりやっており、順調であるといえま

す。ただ他大学との比較で見ると、もっと努力されている大学もあるのかなと

は思います。一概に比較して、市大が同じことを真似できるかは分かりません

が、財源の多様化というのはよその大学も進めていることですので、市大もこ

こで手を緩めるわけにいかないということはよく分かります。 

 

（楠本委員）  

横浜市立大学に知り合いがいるのですが、数年前から市大と同じように教員

をずいぶん減らしているようです。 

 

（松岡委員長） 

運営費交付金比率が 37.7％から 27％へ下がっています。これは市の財政状況

の厳しさを反映してとのことですが、外部資金比率が 1.6％から 4.4％に上がっ

ているのは自助努力だといえます。国立大学グループは、運営費交付金比率が

まだ 35％あり、かつ外部資金比率が 12.4％あるので、比べると、市大の財政面
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でのしんどさがよく分かりますね。 

 

（種田委員） 

共同研究の受託事業などがもっと盛んになるといいのですが。企業からもら

うのが一番効率的で、これ以上大阪市からお金はもらえないでしょうから。 

 

（松岡委員長） 

外部資金比率を 18年度 1.6％から 23年度 4.4％へあげてきており、努力され

てはいますね。 

 

（種田委員） 

府大も外部資金比率がけっこう高いですね。 

 

（楠本委員） 

外部資金は大学の学部構成にもよりまして、府大は工学部が強いので獲得し

やすいですが、市大は理系であっても理学部があって、お金につながりにくい

というのが大きいですね。 

 

（松岡委員長） 

大学セグメントでみると、運営費交付金比率は 23 年度の大阪府大が約 52％

で、市大が約 57%です。それを比べると府大の方がもっと厳しいということに

なりますね。 

 

（種田委員） 

教育研究比率をみると、大学によってずいぶん違いがありますね。府大がど

ういう構成なのか分からないのですが、他の大学とずいぶん違いますね。 

 

（楠本委員） 

そのまま数値を単純比較できるものではないと思います。 

 

（松岡委員長） 

比率以外の点でなにかご意見はありませんか。 

 

（種田委員） 

いまさらですが、事務局から皆さんに説明をしていただければと思いご質問

します。財務諸表でいうと 10ページなのですが、現物出資について、市はどう
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いうタイミングで大学へ出資を行うのでしょうか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

土地については登記簿等いろいろ整理をしないといけない状況がありまして、

18 年の法人化以降すぐにできたものとできないものがあり、段階的に手続きが

整い次第、出資しております。まだすべてができているわけではありません。 

 

（種田委員） 

来年度以降も出資は続くということですね。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

はい。 

 

（松岡委員長） 

59 ページに資料３－３財務諸表に関する事務局の確認事項についてというの

があります。ここでの確認内容はどれも尤もだと思うのですが、これらのチェ

ックすべきポイントについて何か基準があるのですか。事務局で独自に決めら

れたものですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

例えば提出期限などは法律の規定によるものですが、他大学における手続き

も調べた上で、こういったものを確認するということをこれまでの評価委員会

で了解を得てきたものです。 

 

（種田委員） 

毎年同じ点検リストを使っているということですね。 

 

（松岡委員長） 

他にご意見ありませんか。ご意見がないようでしたら、評価委員会として、

財務諸表についての承認については意見はなしということでよろしいでしょう

か。文案の最終調整はお任せいただきたいと思います。 

それでは議題４、第一期中期目標期間の積立金繰越の市長承認に対する意見

具申について、事務局から説明をお願いします。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

67 ページ、資料４－１をご覧ください。年度終了時の剰余金の繰越に関する
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承認の考え方を記載しております。 

(1)運営費交付金及び国又は地方公共団体からの補助金等に基づく収益以外の

収益から生じた利益については、経営努力により生じたものとする。 

(2)中期計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的に行ったために費

用が減少した場合には、その結果発生したものについては、原則として経営努

力によるものとする。 

(3)その他、法人は行うべき事業を行ったことを立証した場合は、原則として

経営努力として認定する。 

以上３点が剰余金繰越に関する承認の考え方でございます。 

 次の２剰余金の繰越に関する承認において考慮すべき事項として、（１）にご

ざいますように、退職手当等の例外を除き、運営費交付金債務、授業料債務の

収益化の基準については、一定の期間の経過を業務の進行とみなし、原則とし

て期間進行基準により収益化することとしています。これは（２）にございま

すように、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、運営費交付

金債務等の収益化を進行させるということは適当でなく、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ということとなることから、

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になっております。 

次のページの 68 ページ、（３）本市における運営費交付金等の特性といたし

ましては、法人の収入動向にかかわらず、本市が求める業務の効率化を一定の

ルールの中で本市が先取りする形となっております。その下にあります、本市

における剰余金繰越に関する承認としましては、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、つまり、業務実

績評価において事業の進捗が確認されたことをもって、経営努力にかかる説明

責任を果たしたとする取り扱いとし、原則として全額を剰余金として繰り越す

ことを承認するものとしております。 

69 ページ、資料４－２公立大学法人大阪市立大学の平成 23 年度剰余金につ

いてをご覧ください。剰余金の位置づけについてですが、法人が効果的・効率

的に事業を実施し、自己収入の増や費用の節減などの創意工夫などにより剰余

金が生じた場合には、翌事業年度以降に使用することが可能とされています。

従いまして、剰余金の位置づけは、法人において、事業運営上のインセンティ

ブを付与する仕組みになっております。 

２中期目標期間最終年度の積立金繰越の承認手続きについてですが、平成 18
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年度から平成 22 年度まで、剰余金は、法人からの「利益処分（案）」を受け、

経営努力によるものと認定できるかどうかについて評価委員会の意見を聴いた

うえで、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るべく、市長による承認を行ってまいりました。 

平成 23年度は中期目標期間の最終年度であることから、法人からの「利益処分

（案）」を受け、次の中期目標期間に係る認可中期計画の定めるところにより、

次の中期目標期間における業務の財源に充てることについて同委員会の意見を

聴いたうえで、市長による承認を受けることになります。 

なお、法人からの「利益処分（案）」においては平成 23 年度の剰余金が記載

されていることから、この剰余金に関しても経営努力によるものとして認定で

きるかどうか、前述の議題に含めて同委員会の意見を聴くことが必要と考えら

れます。 

70ページ、平成 23年度剰余金の概況ですが、平成 23年度の剰余金は 18億

9,100万円となっております。この剰余金が生じた要因を 23年度予算との比較

によりご説明いたします。 

71ページ、資料４－３をご覧ください。こちらは予算との比較でございます。

費用の部といたしまして、予算額が 473 億 7,300 万円に対しまして、決算額が

482億 5,700万円でございます。差引 8億 8,500万円の増でございました。収入

の部といたしまして、予算額が 474 億 2,200 万円に対しまして、決算額 496 億

8,200万円でございました。差引 22億 6,000 万円の増でございました。この主

な増減要素でありますけども、授業料収益について、予算を上回る収入があり、

1億 700万円の増でございました。これに対応する費用としまして教育研究経費

は 2 億 6,600 万円の減、これは予算作成時に事業の主たる目的で目的別分類し

ておりますが、実際の予算執行においては事業の詳細を精査し目的別に分類す

るため、目的別分類に差異が生じたことによるものです。例えば、予算編成時

に教室の改修等として教育研究経費に分類していた事業に、廊下等の共有部分

が含まれていた場合、共有部分については教育研究経費ではなく、一般管理費

に分類することになり、予算に比べて教育研究経費が減少いたします。また、

平成 22年度決算と比較した場合、1億 4,600 万円の増加となっておりまして、

例年に比べて教育研究経費が減少しているものではありません。加えて、寄附

金などの外部資金の繰越が多かったことも予算との比較で減少している要因と

なっております。 

また、附属病院収益につきましては、手術件数の増えたこと、平均在院日数

が短縮できたこと、抗がん剤治療等を進めたことによる診療単価が増えたこと

などにより入院・外来ともに収益が伸びまして、14 億 4,200 万円の増となって

おります。これに対しまして診療経費の増は 10億 2,100万円にとどまっており
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ます。 

また、受託研究等収益につきましては、予算を上回る受託研究や治験の獲得

等により、4億 5,100万円の増となりました。これに対しまして、受託研究等経

費は 3億 9,400万円に抑えられております。 

人件費については、教員人件費が 6 億 1,200 万円、職員人件費が 3,200 万円

減少しております。これは教員の定年延長を実施したことによる退職者数の減

少によります退職手当の減と、給与のマイナス改定の実施や給与カットの継続

よる人件費の減が主な要素となっております。これに対応するものとして、運

営費交付金収益が 2 億 4,900 万円の減となっております。これは、退職者が見

込より少なかったことにより退職手当の執行がなかった分、運営費交付金の収

益化が行われなかったものなどです。 

また、一般管理費につきましては、予算作成時の目的別分類と予算執行にお

いて変更があったことにより 2億 1,500万円増加しております。 

さらに、臨時利益につきましては、先ほどご説明いたしました運営費交付金

収益等の 3億 3,500万円の増となっております。 

以上によりまして、純利益は、予算額 4,900 万円に対し、13億 7,500万円増

の 14億 2,400万円の決算額となり、これに目的積立金取崩を加えまして、総利

益は 18億 9,100万円となりました。 

次に、73ページをご覧ください。平成 22年度決算額との比較でございます。 

費用の部といたしまして、22年度決算額が 464億 1,300万円に対しまして、23

年度決算額は 482億 5,800万円で、差引 18億 4,500万円の増でございました。 

収入の部といたしまして、22年度決算額が 481億 3,300万円に対しまして、23

年度決算額は 496億 8,200万円で、差引 15億 4,900万円の増でございました。 

これの主な増減要素でありますが、授業料収益について、大学院生が減少した

ことにより 7,400 万円の減となりましたが、教育研究経費は目的積立金を財源

とする支出が増えたことにより 1億 4,600万円の増となりました。 

また、附属病院収益につきましては、手術件数が増えたこと、平均在院日数

が短縮されたこと、抗がん剤治療等を進めたことによる診療単価の増などによ

り、10 億 8,900 万円の増となっております。これに対しまして診療経費は、診

療収益の増加に伴う増に加え、患者用ベッドの更新など老朽化した備品や設備

の改修が増えたことにより、9億 500万円の増となりました。 

また、受託研究等収益につきまして、新規治験の獲得などにより、2億 1,700

万円の増となりました。これに対しまして、受託研究等経費は 1 億 6,000 万円

の増に抑えられております。 

人件費については、教員人件費が退職者数の減により 1 億 6,700 万円の減、

職員人件費が退職者数の増などにより 6 億 9,300 万円増加しております。これ
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により、運営費交付金収益が 1億 5,800万円の増となっております。 

さらに、臨時利益につきましては、運営費交付金収益等の 3 億 3,500 万円の

増となっております。 

以上により、純利益は、22年度決算額 17億 2,000万円に対し、2億 9,600万

円減の 14 億 2,400 万円の決算額となり、これに目的積立金取崩を加えまして、

総利益は 18億 9,100万円となり、8,800万円の収支改善となったところであり

ます。 

70 ページ、平成 23 年度剰余金の概況をご覧ください。これまで、23 年度の

予算・決算比較、前年度との決算比較で見ていただきましたように、剰余金の

発生は、大学においては、大阪市が課す運営費交付金の縮減を予定どおり実施

しつつ、受託研究や治験などの外部資金の獲得に努めるとともに教育研究及び

大学運営における配慮を行いながら常勤教職員の人件費を縮減してきたこと、

附属病院においては、手術件数の増や平均在院日数の短縮、抗がん剤治療等を

進めたことによる診療単価の増などにより診療収益が大きく増加する一方で、

診療経費や人件費など診療費用の増加を極力抑えたことなどによるものであり

ます。 

また、臨時利益のうち、運営費交付金収益 3 億 3,300 万円の生じた要因につ

きましては 23年度特有のものですので、ご説明いたします。期間進行基準では

なく費用進行基準を採用している退職手当につきましては、見込に対して執行

残があった場合に、例年、運営費交付金債務として計上し、翌々年度の市から

の運営費交付金において同額を減額措置という形で相殺してまいりました。23

年度は第一期中期目標期間の最終事業年度であることから「地方独立行政法人

会計基準」の規定によりまして、運営費交付金債務の精算が必要であり、減額

措置前の 22 年度、23 年度の執行残全額をいったん臨時利益として収益化いた

しました。同様に、20 年度に使途を特定して交付した学舎整備調査費の執行残

につきましても、23 年度までの執行残全額につきまして、臨時利益として収益

化いたしました。これらは、第二期中期目標期間の運営費交付金における減額

措置の対象となると考えております。 

75ページ、資料４－４、第一期中期目標期間積立金繰越の承認について（案）

をご覧ください。法人からの積立金の処分に係る承認申請で、承認を受けよう

とする金額は、69億 1,205万 8,368円です。 

当期未処分利益についてですが、（１）経営努力によるものとして認定するに

あたっての事務局確認事項「行うべき事業を行っているか」について、確認の

ポイントに記載されている 2点について事務局で確認を行いました。 

1点目の学生定員の充足について、大学全体で見た場合、定員充足率は 106.5％

であることを確認しました。2点目の全体として計画が進行しているか、という
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ことにつきましては、この間の委員会の議論経過に鑑みまして、平成 23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。 

以上によりまして、当期未処分利益については、行うべき事業を行い、その

結果発生した剰余金であることから、事務局としては、臨時利益のうち、②の

運営費交付金収益によるもの 3億 3,288万 4,292円を除く 15 億 5,817万 6,089

円につきまして、経営努力によるものと認定すべきと考えます。 

 76 ページをご覧ください。第一期中期目標期間積立金繰越の承認について 

ですが、次のページ資料４－５第一期中期目標期間積立金繰越の承認の考え方

についてをご覧ください。 

第一期におけるこれまでの議論をふまえまして、二つ目の四角囲みにおいて、 

次期中期目標期間への繰越承認の基本的考え方を整理しております。 

まず、１以下のいずれかの要件に該当する場合、繰越を承認する、としてお 

りまして、①これまで当該中期目標期間の各年度において評価委員会において

意見を頂き、経営努力を認定し、市長承認のもと、目的積立金として整理して

きた額と、最終事業年度において経営努力認定された額でございます。②第二

期中期目標期間運営費交付金における減額措置の財源となると考えられます運

営費交付金債務を収益化した臨時利益の額でございます。 

次に、２次期中期目標期間への繰越を認めず、市に納付するものとしまして、 

各年度において、評価委員会において意見を頂き、行うべき業務を行わなかっ

たことにより発生した剰余金とみなされたことから当該中期目標期間中に経営

努力と認定されず、市長承認のもと、積立金として整理された額でございます。

この考え方をあてはめますと、その下の図のようになります。 

まず、第一期中期目標期間における剰余金総額 69億 1,200万円のうち、目的

積立金等総額は同額の 69 億 1,200 万円でございまして、内訳は、平成 22 年度

までの各年度に経営努力を認定された額の合計が 70 億 9,600 万円から、23 年

度までの取崩額 20億 7,500万円を差し引いた残額 50億 2,100万円に、23年度

の当期総利益 18億 9,100万円となります。これらについて、目的積立金残額 50

億 2,100 万円及び 23 年度当期総利益のうちの 15 億 5,800万円は基本的考え方

の①各年度において経営努力を認定し、目的積立金として整理してきた額が適

用され、次期繰越承認となります。23 年度当期総利益のうちの運営費交付金を

収益化した臨時利益 3 億 3,300 万円については、基本的考え方の②運営費交付

金債務を収益化した臨時利益の額が適用され、次期繰越承認となります。また、

積立金に整理されたものは第一期ではありませんでしたので、基本的考え方③

が適用され、次期繰越せずに市へ納付するものは計上なしとなります。 

法人において、繰越承認を得た積立金を財源に充当を予定している事業につき 
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ましては、右端の四角囲みをご覧ください。第二期中期目標計画に沿う形で、 

主な事業例が記載されております。これらの基本的考え方は、３点ございまし 

て、第一点目に、第二期中期目標期間において、学舎及び附属病院施設に関す 

る市による財政的措置が困難な老朽改修、環境整備、IT化等の推進事業を実施 

するとしており、これについては、病院の施設整備、理系学舎整備などを予定 

しております。第二点目に、大学改革を推進するための組織ガバナンスの向上 

や人材育成及び戦略的な広報を展開するとしており、これについては、理事長 

裁量経費などを予定しております。最後に第三点目としまして、外部資金を獲 

得して実施してきた重点戦略事業については、補助期間終了後も引き続き事業 

継続を行い大阪のシンクタンクとしての機能の維持を図るとしており、これに 

ついては、都市研究プラザ事業を想定しております。星印につきましては第二 

期中期目標期間の運営費交付金における減額措置相当額を記載しております。 

説明につきましては以上でございます。 

 

（松岡委員長） 

ただいま、繰越の承認につきまして説明いただきました。 

なかなか難しいのですが、資料の４－５のところに何を承認するかというこ

との要約があります。69億1,200万円のうち、繰越として承認するかどうかとい

うことについて、評価委員会としての意見をまとめるということが一番大事な

ことです。その69億円のうち、18年度から22年度までの分と、23年度の分と二

つに分かれ、22年度分までの約50億円と23年度分の約19億円、その合計が69億

円、というのが一番簡単なまとめになるかと思いますが、そこに至るまでの経

過をご説明いただきました。 

何かご意見、ご質問はございますか。 

 

75 ページのところですが、23 年度の未処分利益が 18.9 億円あり、その内訳

として、経営努力として認定するものが、15.6 億円、経営努力に認定しないけ

れども、臨時利益として認定するというものが 3.3 億円あるということですね。

経営努力ではないけれども利益として認められるから繰越するということにな

るのですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

臨時利益によるものは第二期の運営費交付金において、最終的には、減額措

置されるものです。 

 

（種田委員） 
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繰越しても後で返すもので、大学が使えないもの、あてにできないお金とい

うことです。 

 

（松岡委員長） 

繰越したものの使途については、77 ページにありますように、学舎や附属病

院の整備に使うということですね。 

 

（種田委員） 

本来なら市から大きな資産はもらわれるのでしょうが、繰越したお金は、資

産というよりは費用計上する修理や改修に充当していくということですね。市

からもらうのはなかなか機動的にはいかないので、大学が自分たちで貯めてき

た財源で改修に使うということでしょう。 

 

（楠本委員） 

学舎の老朽化に対する施設整備については、すべて剰余金を積み立ててしな

いといけないというのが基本ですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

本来は設置者として市がしなければならないのですが、財政状況が厳しいの

で、耐震化については第二期で実施することが決まっています。 

 

（松岡委員長） 

基本としては市が別途、財政的な措置を行うが、なかなか追いつかないとい

う状況ですね。 

 

（種田委員） 

市が貧乏だとやってもらえず、その時々で市の雰囲気も変わるので、大学が

お金をもっておかないと必要なときにすぐにできないということもあるのでし

ょう。 

 

（楠本委員） 

直接関係のない話ですが、耐震化が必要なものは理学部以外にもあるのです

か。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

だいたい同じ時期に学舎を建築していますので、他の学部についても必要な
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ところはあります。計画的にやっていきます。 

 

（種田委員） 

キャンパスはきれいでなければ、学生は来てくれないですからね。 

使い道については、理事長裁量経費を機動的に動かすことで優秀な教員を獲

得するようなことに使うのが良いと思います。市に要求してすぐにもらえる性

質のお金ではないですし、看板になるような高名な教員にきてもらうには、お

金がないとできないのではないかと思います。 

 

（楠本委員） 

外国の大学ではやっていますね。 

 

（松岡委員長） 

人件費の削減に関してはマイナスの側面もあって、人材獲得の観点ではマイ

ナスに働きますね。 

 

（楠本委員） 

若い優秀な研究者にきてもらわなければいけないですね。 

 

（種田委員） 

市が、市大を有名にしよう、インパクトを与える大学にしようとするなら、

単発でも構わないから有名な教員に来てもらう事も一つの方法だと思います。 

 

（楠本委員） 

給与を特別に上げることは難しいでしょうから、設備の充実でよぶことにな

るのでしょうね。 

今回、大学における剰余金の基本的な考え方について、丁寧に説明していた

だきました。毎年踏襲している考え方だと思いますが、これは市が法人化する

にあたって考えたものですか。 

 

（岩谷大学支援担当課長） 

事務局が作成し、評価委員会で認められてきたもので、法人化当初から適用

しているものです。 

 

（種田委員） 

外郭団体もそうだし、大阪市だけではありませんが、自治体は一旦渡したお
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金を返してと言いかねません。そうなると努力のしがいもなくなるので、承認

の基準が必要ですね。 

 

（楠本委員） 

分かりやすい基準になっていると思います。 

 

（松岡委員長） 

一つ気になった点は、教育研究費が予算に対して決算で減っているというこ

とですが、やるべきことをやったうえでの減少ということですね。 

それでは、他になければ、事務局説明のとおり、評価委員会としては、繰越

を認めるということでよろしいでしょうか。文案についてはお任せいただきま

す。 

 

 本日予定の議題はこれですべて終了いたしました。 

 

（上田行政部長） 

どうもありがとうございます。平成 23年度および第一期中期目標期間評価結

果について、一区切りがつきましたので、総務局長より挨拶申し上げます。 

 

（中尾総務局長） 

松岡委員長をはじめ評価委員の皆様方には、お忙しい中、評価結果のとりま

とめについて熱心にご審議賜りありがとうございました。心からお礼申し上げ

ます。 

ご審議いただきました平成23年度の業務実績に関する評価および第一期中期

目標期間の業務実績評価につきましては、最終調整をさせていただいた上で、

10 月５日を予定しておりますが、松岡委員長から市長へ評価結果報告を行って

いただき、その後、法人へも通知してまいりたいと考えております。 

ご承知のとおり、現在、大阪府市統合本部で、大阪市立大学と大阪府立大学

の統合を見据えた新しい公立大学のあり方についての検討が進められています。

法人ガバナンスの強化などさまざまな改革が求められておるところでございま

す。本市としましても、本評価委員会での検討、評価結果を十分に踏まえまし

て、引き続き市立大学の取組みを支援してまいりたいと考えております。 

先程からお金の話が出ておりましたが、本日市の各部局に 25年度の予算編成

方針が通達されております。前年度比３％から５％のマイナスシーリングでの

予算編成となると聞いております。例年 500 億円ぐらいお金が足りないという

状況が公表されていますが、来年は 550 億円ぐらい足らないのではないかとい
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うことも聞いております。 

市大に対する財政的な対応につきましても、来年度もかなり厳しい状況が予

想されますし、場合によっては利益剰余金についても一部は認めるけれども、

一部は返してくれという議論にもなるような状況と認識しております。 

そういう状況ではありますけれども、評価委員会の活動につきましては、本

日で一区切りでございます。委員の皆様方には、心から厚くお礼申しあげます

とともに、今後も引き続きのご指導を賜りますようお願い申し上げまして、簡

単ではございますが挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

（松岡委員長） 

それではこれで終わります。ありがとうございました。 


