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平成27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27年９月７日（月）午後２時30分～午後４時10分 

場 所：大阪市役所 地下１階 第10共通会議室 

出席者： 

【委 員】楠本委員長、種田委員、喜多委員、桑原委員、竹村委員、堀委員、 

宮本委員 

【大 学】藤井大学運営本部事務部長、赤井大学改革・戦略担当部長、 

柏村法人運営本部事務部長兼企画総務課長、羽者家大学改革・戦略課長、 

緒方財務課長、山家谷職員課長代理、 

川上医学部・附属病院運営本部事務部長兼MedCity21運営課長、 

大槻附属病院運営本部経営企画課長、豊田附属病院運営本部庶務課 

ほか 

【大阪市】中村経済戦略局理事、和田交流推進担当部長、森山大学支援担当課長 

ほか 

 

○開会 

（和田交流推進担当部長） 

 お待たせいたしました。それでは定刻になりましたので、平成27年度第３回大阪

市公立大学法人評価委員会を開催いたしたいと思います。 

 本日は、お忙しい中お集まりいただき、まことにありがとうございます。 

 それでは早速ですが、楠本委員長、議事進行よろしくお願いします。 

 

（楠本委員長） 

 それでは早速、議事に入らせていただきます。お忙しい中、お集まりいただきま

して本当にありがとうございます。 

 本日のここで議論いただく議題は３つございまして、１つ目が平成26年度業務実

績評価に関する結果の意見をまとめるものです。今日、これをほぼ確定するところ

までいきたいと存じます。２つ目は、平成26年度財務諸表の市長承認に対する意見

具申について。３つ目は同じく26年度剰余金繰越の市長承認に対する意見具申につ

いてであります。議題の２と３は財政的な面をご議論いただいて意見具申のご意見

をまとめてまいりたいと思います。 

 それでは１つ目の議題に入ります。お手元にあります平成26年度業務実績の評価

結果（案）ですが、前回、市立大学の杉本キャンパスにお伺いしまして、理事長兼

学長以下、理事の皆さん方とも意見を交換したところでございます。その内容を踏

まえて、また事前に委員の皆様方からのご意見もお聞きしながら事務局でその案を

まとめていただきました。基本的には本日の委員会で評価結果を確定いたしまして、
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ごくわずかな修正でありましたら最後は私と事務局とで調整させていただきたいと

思います。その後、速やかに事務局を通じて市長に報告して、法人へも通知したい

と思っております。 

 まず資料１－１、平成26年度業務実績に関する評価結果について、事務局から説

明をお願いいたします。 

 

（森山大学支援担当課長）   

それでは評価結果（案）について、ご説明申し上げます。お手元の資料１－１を

ご覧になっていただけますでしょうか。前回、８月18日に開催させていただきまし

た評価委員会の後に事務局から評価結果の案を送付させていただきました。短い期

間でお願い申し上げまして、委員の皆様方にはご迷惑をおかけしましたけれども、

皆様方からいただきましたご意見を反映させていただきまして、再度修正を加えた

ものがお手元の評価結果案でございます。送付させていただいたものから変更した

箇所にはアンダーラインを引かせていただいております。 

 それでは、全部を説明するべきではありますが、修正させていただいた点を中心

にご説明申し上げたいと思います。めくっていただきまして３ページでございます。

全体的評価の中身です。上から５行目になりますけれども、前回の評価委員会で法

人理事長のほうから第二期中期目標期間前半を振り返りまして、最後は今後の展開

についてお話をさせていただきました。それを踏まえまして、修正をさせていただ

いております。「平成26年度で第二期中期目標期間の前半３カ年が終了し、期間の

後半及び第三期中期目標期間を見据えていく時期を迎えている。法人においても、

前半３年間の取組を振り返り、今後の展開について取りまとめをしている。」とい

うこの３行について、挿入させていただいております。 

 また、その下に当初は「引き続きガバナンス強化を図りながら」と記載してござ

いましたけれども、この追加した文章を踏まえまして、「教育研究のさらなる発展

のため、引き続き理事長兼学長のもと一体的かつ戦略的な法人・大学運営を行い、

中期目標の達成に向けての取組を推進されることを期待する。」という中身に変更

させていただいております。 

 それから同じページの下から２段目、社会人を対象とする文化ガイドプラスの説

明につきまして、「地域文化を担う人材を育成する」という文章を追加させていた

だきまして、めくっていただきまして、「資格審査の上、11名を合格させた。」と

いう表現がございましたが、こちらについては結果ということで、削除させていた

だいております。 

 続きまして、修正箇所は５ページのほうになります。主な指摘事項の中で、達成

水準のことを記載させていただいておりましたけれども、表現を見直しさせていた

だきまして、「目標の数値がその取組を評価するのに適切なものであるのか、また

定量的な達成水準そのものがそぐわない取組があることも考慮して、定性的な効果

も含め、客観的、合理的な達成水準を設定するように努められたい。」という表現
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に変えさせていただいております。 

 もう１つの指摘事項につきましても、２行目、「開設したこと自体が一つの成果

として評価できる」とございましたけれども、「一つの」を削除させていただいて

おります。 

 次、めくっていただきまして、６ページ目になります。先ほど申しました社会人

教育、文化人材の育成に関する取組事項のところで、先ほどと同様になりますけれ

ども、全体的評価と同じように修正をさせていただいております。 

 それからその下、教育に関する措置のうちの意見・指摘事項について、高度専門

社会人の育成についての指摘事項ですが、法曹養成について記載させていただいて

おりましたけれども、評価と関係のない事実として、議論いただいていたところを

述べただけの表現になっておりましたので、意見・指摘事項にあたらないというこ

とで１行目を削除させていただいております。 

 それから８ページ目になります。知的財産の充実と活用についての指摘事項です

が、「件数のみに捉われることなく質も踏まえた取組となるよう留意しながら」と

いう文章をつけ加えさせていただいております。 

 ８ページ目の最後になります。国際化に関する指摘事項といたしまして、「短期

留学を経験した学生や試行実施を行ってきたＧＣＣ履修生のその後の成果などにつ

いて、事後検証を行うことにより、国際化に向け一層の充実、発展を図られた

い。」と、１つ追加させていただいております。 

 それから（５）の附属病院に関する措置のところの意見指摘事項のところ、 

ＭｅｄＣｉｔｙ21に関する指摘事項について、先ほどと同じ「一つの」という表現

を削除させていただきました。 

 それから10ページ目になります。業務運営の改善及び効率化に関する措置のとこ

ろで意見・指摘事項につきまして、新たに入れさせていただいております。学長の

リーダーシップにつきまして、「中長期的視点と戦略性をもった大学運営の推進の

ため新設された教育研究戦略機構や全学的な教育人事の推進を図るための人事計画

策定会議の機能により、学長のリーダーシップを発揮し、さらなる大学改革の推進

に努められたい。」を追加させていただいております。 

 同じく、意見・指摘事項のところですが、３番目の財務内容の改善に関する措置

のところで、10ページ目、一番下になりますが、寄付金の獲得「財務基盤の強化の

ためには、研究等にかかる外部資金獲得に加え、寄付金の獲得も必要である。その

ためには情報発信を積極的に行い、市大サポーター戦略をさらに充実させることに

より、寄付金による支援を得るように努められたい。」いう文章を入れさせていた

だいております。 

 続きましての修正事項は12ページになります。一番下の安全な教育研究環境の整

備についてということで、意見・指摘事項を頂戴しておりますけれども、ここの中

に「全学的な防災意識の向上」とこれについても取組まれるようということで、指

摘事項として追加させていただいています。 
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 資料１－１、評価結果についての修正箇所は以上でございます。 

 お手元には、もう１つ資料１－２、Ａ３の大きいものがあります。こちらにつき

ましては、形としましては去年度まで見ていただいているものと同様の形式をとっ

ております。今、申し上げました資料１－１をワンペーパーにまとめさせていただ

いたものになります。項目別評価である５つの項目それぞれにつきまして、今ご覧

になっていただきました資料１－１評価結果から主な取組事項、それから指摘事項

の重立ったものをまとめてこちらのほうに抜粋して記載させていただいております。

また、それぞれの項目につきまして、Ａ、Ｂという評価を四角囲みで記載させてい

ただいております。項目別評価から矢印で流れまして、全体的評価を記載させてい

ただいております。こちらでは項目別評価を受けまして、「全体としておおむね順

調に進捗している。」というご意見を頂戴したものを書かせていただいています。

この下に続く全体的評価につきましては、項目別評価と同様、先ほどの資料１－１

から抜粋させていただいて記述しております。説明は以上になります。 

 

（楠本委員長） 

評価結果とその概要についてご説明いただきました。この評価結果については、

以前に皆さんに見ていただいてご意見をいただき修正したわけですけれども、ちょ

っとした語句の修正もありますが、それ以外のこともありますので、これをご覧い

ただいてご意見をいただければと思います。例えば数値目標云々というところ、こ

れ５ページですけれども、数値目標としてなかなか挙げるのが難しい、あるいは数

値だけを挙げればいいとはいいませんけど、そんなに大きなものでないのに数値が

挙がっているため、それが達成されたかどうかというような議論もありましたので、

これについてのご意見がもしありましたら。 

 

（喜多委員） 

 ８ページですが、大学に承継された特許云々の「民間との共同研究などに」とい

うのは、民間との共同研究だけに活用されるわけではないので、削除したほうがい

いと思います。 

 

（楠本委員長） 

 あえてここに民間との共同研究のことを書かなくてよいというご意見ですが、よ

ろしいでしょうか。 

それではこれは削除ということにいたしましょう。ここも本当にそもそもシーズ

がない、新しいものがないから特許が出しにくいのか、その意識の問題なのかとい

うような議論をいただいたと思うのですが、何かもう少し加えるところ、あるいは

直すところがあればご提案いただけたらと思います。 

 ５ページの達成水準のところ、なかなか難しいかなと思うんですけど、宮本先生

からはいろいろご意見を言っていただきましたところですが。 
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（宮本委員） 

 簡潔でいいかと思います。 

 

（喜多委員） 

３番の財務内容の改善に関する措置の意見・指摘事項ですが、寄附金の獲得だけ

になっています。財務内容で大きい部分というのはやっぱり外部資金の獲得ですの

で、それを併記したほうが、バランスがいいと思います。そういう意味からいいま

すと、ＵＲＡセンターが設置されましたので、ＵＲＡセンターを有効に機能させて

外部資金の獲得に尽力されたいというのが一番にあって、その後に寄附金のほうが

いいのではないかと思います。 

 

（楠本委員長） 

 そうですね、ありがとうございます。これだと「外部資金獲得に加え」とさらっ

としか書いてないのでそこをもう少し記載するということで、事務局よろしいでし

ょうか。ＵＲＡセンターを設置されたことはこれからの外部資金獲得に大きな力に

なるでしょうから、それを活用して外部資金獲得にも一層力を入れてくださいと、

それから寄附金もという、そういうニュアンスにしてはどうかということですけど

ね。おっしゃるとおりかなと思いますが、いかがですか。寄附金もいろんな体制を

つくって集めようとしておられるのですが、金額的にはもちろん外部資金のほうが

はるかに大きいわけですから。ご指摘ありがとうございます。 

 

（種田委員） 

 この文章では、ＵＲＡセンターをつくったから、もう一応満足したという感じに

なりますね。 

 

（楠本委員長）  

 センターをつくって、どのように機能させるかというのは本当にこれからでしょ

うね。確かに、学長のガバナンス、リーダーシップ云々のところもつくったものを

使ってくださいねと言っていますので、ここにも入れるべきであろうと思いますね。 

 この短い時間で、概要の内容まで全部読む暇もないでしょうけど、今日の目的は、

後の財務内容の議題も大事ですが、この評価結果というのを取りまとめて仕上げる

のが主な目的ですので、ご意見あれば何でもおっしゃってください。 

 

（堀委員） 

 細かいことですが、10ページの学長のリーダーシップについてですが、これは理

事長兼学長でなくていいのでしょうか。学長になっているのは、大学改革をやるの

は学長の職務で理事長ではないという意味があるのでしょうか。 
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 また、喜多委員がご指摘されたところの下ですが、見出しが「寄付金の獲得」と

書いてあるから内容が寄附金だけになってしまうので、「外部資金・寄付金の獲

得」というふうにすればいいのではないでしょうか。 

 

（喜多委員） 

 寄付金も含めて「外部資金の獲得」にすればいいのではないでしょうか。 

 

（楠本委員長） 

 「外部資金の獲得」ですね。おっしゃるとおりです。ちょっと寄附金に意識が行

き過ぎていました。 

 

（堀委員） 

 学長のリーダーシップというのは、よく出てくるのですが、理事長は何をしてい

るのかというのが。学内の、例えば教育改革とかそういうものは学長のリーダーシ

ップで、ガバナンスについては、今の外部資金の獲得も含めて、理事長ではないか

と思うのですが。 

 

（楠本委員長） 

 そうですね。今までは、学長、理事長はお一人でしたが、これから分かれる可能

性が出てくるのですよね。 

 

（森山大学支援担当課長）   

 いえ、将来的には改めて議論があるかもしれませんが、現時点では、理事長兼学

長です。 

 

（堀委員） 

 それでしたら、見出しは「理事長兼学長」がいいのではないでしょうか。 

 

（種田委員） 

 中期計画に使っているのは、学長とだけ使っているかもしれませんね。 

 

（喜多委員） 

 中期計画の文言に合わすのであれば、このとおりですね。 

 

（森山大学支援担当課長）   

 中期目標では、業務運営の改善及び効率化に関する目標のところでは、組織ガバ

ナンスの向上ということで、理事長兼学長と記載しています。 
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（宮本委員） 

大学側としては、突然理事長が出てきたら困られることはないですか。中期計画

では「学長の」という言葉を使ってこられたんですよね。 

 

（赤井大学改革・戦略担当部長） 

 大学改革・学部戦略の赤井です。理事長と学長の件ですけども、確かに教学上の

さまざまな物事を決定していくに当たって、ガバナンスを発揮するのは学長になり

ます。ただ、例えば人事権となると、人事権は、実際は学長のさまざまな戦略上の

ことになりますが、学長の判断を意見具申する形で最終決定者は理事長になります

ので、そういう意味では併記されても両方がガバナンスを発揮するということにな

ると思います。 

 

（楠本委員長） 

 なるほど。人事のことは理事長がお決めになるんですね。 

 

（赤井大学改革・戦略担当部長） 

 最終決定者は理事長になります。 

 

（楠本委員長） 

 今、お一人でやっておられるけども、一応役割は違うわけですね。 

 

（赤井大学改革・戦略担当部長） 

 そうです。 

 

（桑原委員） 

 私立大学の場合ですけど、例えば学科新設とか学科の定員を増員する場合は、文

科省には学長の名前で出していますが、後から財務基盤とかいうような展開には理

事長名で証明を出しています。 

 

（楠本委員長）   

中期計画では、学長としか書いてなかったし、理事長は出てきていませんよね。

事務局でちょっと検討してくださいますか。ここには人事委員会のことも書いてあ

るので、赤井部長の説明によるとこれが理事長マターにつながることでもあります

ね。 

 

（種田委員） 

 教育研究推進戦略機構は、学長本来の機関ですか。 
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（楠本委員長） 

 これは学長を補佐する機関と報告には書いてありました。ここの見出しも学長の

リーダーシップ云々という、大学側から出てきた書類には書いてありました。 

 

（堀委員）  

 一般には経営運営の責務というのは理事長の範疇ですよね。理事長が全然要らな

いということではないとは思うので、表現上の問題だけだと思うのですが、ご検討

ください。 

 

（楠本委員長） 

ここのところは、「学長」でいいかなという気がしますけども、もうちょっと検

討していただいて、また場合によってはご相談しますので、よろしくお願いします。 

 最終的な細かい文言なんかは事務局と私にお任せいただくとして、他にご意見は

ありませんか。 

 

（堀委員） 

細かいですが、７ページの一番上の「ＱＯＬプロモーターやがん専門医の育成な

どの人数が」というところですが、「などの専門資格者の」という言葉を入れられ

たほうがいいのではないでしょうか。専門資格者の人数が減少しているということ

ですよね。専門資格者の人数でないなら、ＱＯＬとかがん専門医だけという意味に

なってしまいます。 

 

（楠本委員長） 

 「などの専門資格」という言葉が入ると一般化されますね。ありがとうございま

す。 

 

（堀委員） 

 厳密にいうと、例えば、がん専門ナースという研修を受けて取る資格があります

ので、ある程度一般論のほうがいいと思います。ただ、すべての資格者について、

何人減少しているかの数は出ていないので、「などの」でいいのではないでしょう

か。 

 

（楠本委員長） 

 ありがとうございます。特にここで話題になったのは、ＱＯＬプロモーターでし

たね。 

 ７ページ、研究に関する措置のところで、意見・指摘事項に研究成果の公表とし

て、データベースへの入力について書いてあるのですが、それだけでいいでしょう

か。 
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（堀委員） 

 市大の場合は、研究成果の評価というのは、なされているのですか。実は私が評

価に参加している某大学では、中期目標の中でやりますというふうに書いてあった

のですが、研究の評価委員の体制が決まっていないということで、その部分の評価

が低くなっているのです。研究そのものの外部評価は特にないのでしょうか。 

 

（種田委員） 

 もう１つの大学でなかなかできないということは、何かすごく体制的には難しい

ことなのでしょうか。大学という単位で全部するのは難しいのですか。 

 

（堀委員） 

全部するのは非常に難しいですね。 

 

（楠本委員長） 

手間もかかりますし、範囲も広いですから。例えば学部単位の研究業績などは割

にやりやすいですね。大学全部になるとそれぞれ違いますし、どういう人に頼むか

というのもなかなか難しいですが、大学評価機構などがありますね。 

 

（堀委員） 

 依頼すると有料で評価してくれますね。 

 

（喜多委員） 

 大阪府立大学の場合は、教育研究の部分は評価機構に任すので、評価委員会では

評価しないことになっています。だからもっと簡単です。 

 

（種田委員） 

 あっさりした評価もしないのでしょうか。 

 

（喜多委員） 

 確認するだけです。議論はほとんどしないです。素人が議論するよりも、やっぱ

り向こうのほうが専門的なので。 

 

（楠本委員長） 

 それはそうですね。そこまで議論するとなったら、このメンバーでできないです

からね。 

 

（喜多委員） 
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 そうです。 

 

（種田委員） 

 こちらの評価委員会では、実行目標に対して達成したかどうかぐらいしか分から

ないですよね。 

 

（喜多委員） 

 ここでやっているのは、確認のちょっと詳しいバージョンですね。 

 

（森山大学支援担当課長）   

研究の評価としては、おっしゃっている部分より単位としては細かくなるかもし

れませんが、現行の中期計画の中でも、研究の評価、検証について、戦略的に研究

に関する評価制度の構築、外部評価も含めてなんですが、あるいは重点研究を対象

にしました外部評価システムを導入しようということで、計画を立ててございます。

そちらのほうにつきましては、研究単位にはなりますけれども、既に導入済みとい

うことです。 

 

（楠本委員長） 

 そうでしたね。重点研究を評価する必要があるのではないかという意見が去年で

したか、出たような気がします。それについては、大学として選んだ重点研究項目

を外部の委員に評価してもらうという話がありましたね。 

 

（喜多委員） 

確かに、研究に関する措置のところ、意見・指摘事項は少し少ないですね。 

研究者の支援の中でも女性研究者支援というのは非常にホットな部分で、かつ重

要ですよね。したがって、途中で予算がなくなったらしぼむということがないよう

に持続可能性を担保して、充実に努めてほしいというような言葉を入れていただき

たいと思います。 

 

（楠本委員長） 

 なるほど、そうですね。女性研究者支援については、随分頑張って取組んでおら

れますね。 

 

（種田委員） 

 人数からしたら、少ないかもしれませんが、大分頑張っています。女性研究者支

援室など、いろいろされていますね。 

 

（楠本委員長） 
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 今の、喜多委員がおっしゃってくださったことは、意見のところに書き加えると

いうことにしたいと思います。 

 評価結果については以上といたします。場合によっては、また皆さんのご意見を

伺うかもしれませんので、そのときはよろしくお願いします。それでは議題の１が

終わったということで、議題の２に移ります 

 ２つ目の議題ですが、平成26年度財務諸表の市長承認に対する意見具申について、

これは８月18日、市立大学に伺ったときですが、前回の評価委員会で財務諸表の説

明をいただいたのですが、この委員会では財務諸表と繰越金の２点について、市長

が承認されるにあたって、評価委員会としての意見を市長に申し上げるということ

になっています。財務諸表と繰越金の話について、これからご議論いただきたいと

思います。それでは、事務局のほうからご説明ください。 

 

（森山大学支援担当課長）   

議題２、財務諸表の市長承認に対する意見具申についてご説明申し上げます。資

料は資料番号でいきますと、資料２－１、２－２、２－３、それから別冊１として、

財務諸表を再度お配りさせていただいております。それらを元にしてご説明申し上

げます。 

 まずは資料２－１、「平成26年度財務諸表の概要について」をご覧になってくだ

さい。 

 項番１、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

利害関係者に対しまして、財政の状況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づけられております。公立大学法人は事業年度の資料

を３月以内に財務諸表を市長に提出することになっており、本年度６月25日付で大

阪市長あてに提出がございました。市長は、公立大学法人評価委員会、こちらの委

員会のご意見をお伺いした上で財務諸表の承認を行うこととされてございます。 

 なお、財務諸表の提出に当たりましては監事の監査と、それから会計監査人の監

査を受けるということが義務づけられておりまして、会計監査人と監事の監査報告

書の抜粋を資料に記載してございますけれども、法人の財務諸表は適正に表示され

ており、法令に適合しているという旨、ご意見をいただいております。 

 財務諸表の具体的な内容につきましては、前回ご説明させていただきましたので、

本日のところは省略させていただきます。 

 次に資料２－２、「財務諸表承認に係る事務局の確認について」をご覧ください。

事務局におきましても、法令等に関する合規性の遵守、それから表示内容の適性性

の観点から財務諸表につきまして確認を行いました。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になっているため、主要な係数等の確認を行って

おります。 

 まず財務諸表は期限内に提示され、必要な書類につきましても、全て提出されて
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おり、問題はございませんでした。それから会計監査人と監事の報告書に、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けれど

も、確認の結果、考慮すべき意見はなく問題はありませんでした。 

 以上によりまして、合規性の遵守と表示内容の適性性について、事務局として確

認を行いました結果、平成26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２－３のほうに移ります。市立大学の財務諸表をご説明するた

めに、他大学との財務資料の比較をこちらのほうに入れさせていただいております。

法人化いたしました平成18年度以降、９年間の市立大学における経年推移と、それ

からほかの公立大学やあるいは日本のトップクラスと考えられる国立大学グループ

の年度は平成25年度になりますけれども、25年度の平均を記載しております。この

指標は、文科省において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を

参考にしております。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

算出もお示ししています。 

 ほかの公立大学との比較では、附属病院を有する総合大学としての比較対象とし

まして、※１、名古屋市立大学のほうをご覧になってください。それからセグメン

ト別の比較対象といたしましては、大学セグメントについては※２番、首都大学東

京、附属病院のセグメントにつきましては、※３、横浜市立大学もご覧になってい

ただけるかと存じます。法人全体につきましては、※４の国立大学グループの平均

もご参考にしていただけるかと存じます。そしてご参考までに大阪府立大学につき

ましても記載してございます。 

 法人全体に関しまして、大阪市立大学のセグメント別の特徴といたしましては、

まず財源に関して、運営費交付金比率につきましては、診療収益を有する附属病院

が大学セグメントに比べまして低くなっています。その運営費交付金比率でござい

ますけれども、人件費の割合が高い運営費交付金を法人化以降削減する一方で、外

部資金の増加に取組んでまいりました結果、運営費交付金比率は１８年度、37.7％

から毎年減少しておりまして、平成26年度は24.3％に減少し、財源の多様化が向上

していると言えるのではないかと存じております。 

 次に、受託研究等の外部資金比率につきましては、大学セグメントが高くなって

おります。26年度は昨年度に引き続きまして、外部資金の獲得に努めました結果、

外部資金比率が10.2％と増加してございます。 

 それから全業務に占める主要経費の割合でございますけれども、３段目以降人件

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

比べまして低くなってございます。 

 次に流動比率ですけれども、昨年度から下回っておりますものの、ほかの公立大

学に比べますと、まだ良好な状態にあるかと存じます。 

 一番下の、経常利益比率でございますけれども、25年度の4.1％から26年度はマイ

ナスの0.6％に下がっております。これは附属病院セグメントが25年度6.0％から26
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年度マイナス1.2％に下がったことによるものでございます。 

 続きまして、大学セグメントのほうに関して申し上げますと、人件費の業務費に

占める比率につきましては、25年度66.5％から26年度65.4％と減少はしております

ものの、依然として少し高目となっております。人件費につきましては、雇用形態

を含めた業務執行体制の効率化や本部職員の欠員補充を非常勤職員、あるいは人材

派遣で対応するなど経費の削減を進めておりますけれども、26年度におきましては

退職者の増加による退職手当の増でありますとか、賞与の増加などによりまして人

件費が25年度に比べて増加しております。しかしながら、業務費の増加額が人件費

の増加額を上回ったことによりまして、ポイントとしては１．１％減少しておりま

す。また、人件費率の分母となります業務費の違いも人件費率に影響を及ぼす原因

となっております。例えば、大学セグメントのうちの市立大学より人件費比率の低

い首都大学東京や府大と比較いたしますと、業務費を構成する修繕費、減価償却費、

あるいは図書の除却損が大阪市立大学と比べまして、約11億から12億多くなってお

ります。この３項目を業務費から除いた人件費率で、ほかの大学と比較した場合に

は市大、首都大学東京、府大で大きな違いはなく、大阪市立大学のほうは68.7％、

首都大学東京のほうにつきましては、67.5％、府大は68.6％となってございます。 

 また教育研究比率につきましては、少し低目となってございます。こちらにつき

ましても限られた業務費の中で、配分を大きく変えるということが困難な状況では

ございます。また、大阪市立大学は施設の更新が遅れてございまして、教育関連の

施設設備に関する減価償却費が他大学に比べて小さいということも教育経費が大き

くならない原因の一つかと存じます。 

 外部資金の獲得につきましては、トップクラスの国立大学には届いてはおりませ

んが、昨年度よりは獲得金額は増加しています。活発な教育研究活動のためにも国

の競争的資金の獲得でありますとか、産官学連携の加速化に向けまして引き続き一

層の取組を期待しております。 

 続きまして、附属病院セグメントに関して申し上げますと、診療経費比率が前年

度から増加いたしまして、平成25年度の57.8％から26年度は62.8％とポイントにい

たしますと５ポイント上昇していまして、他大学並みの水準となっています。要因

といたしまして、前回の委員会の場でもご説明申し上げましたけれども、医薬品費、

診療材料費の増加に加えまして、減価償却費の増加によりまして診療経費が大幅に、

17.2億円になりますが、増加したものによるものでございます。 

 また平成26年度に開設いたしましたＭｅｄＣｉｔｙ21の収益が検診、外来部門と

もに受診者数が当初見込みより低迷したこと、この場でも幾つかご議論になりまし

たけれども、低迷したことで損失が生じておるということも収支悪化の原因の一つ

かと考えております。 

 なお、資料２－３、名古屋市立大学や横浜市立大学の附属病院に関するデータは

先ほども申し上げました平成25年度の決算の数字でございます。そのために大阪市

立大学の附属病院同士で26年度の財務指標とは今回単純には、そういう意味では比
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較することができない状況にはございます。ただ、国立大学病院のほうに目を移し

ますと、平成26年度の決算で国立大学の全大学合算での決算でございますけれども、

初の赤字決算になったという報道を見聞きしてございます。その主な理由は消費税

率の引き上げの影響によりまして病院のほうが仕入れる物品や設備にかかる税負担

が増えたことというふうにされております。今後、国公立大学病院の経営状況につ

きましては、その動向を注視する必要があるのではないかというふうに認識してお

ります。 

 なお、附属病院におきましては、既に病床利用率の増加でありますとか、医薬品

費、診療材料費のコスト削減など、収支改善に向けた取組を進めておるところでご

ざいます。附属病院では、今後過去の設備投資に伴う減価償却費の負担の継続も見

込まれておりますことから、収益性を向上させまして安定的な病院運営に努めるこ

とは重要ですけれども、一方で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も引き続き尽力していただきたいと考えております。 

 財務諸表の説明につきましては、以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 かなり詳しくご説明いただきました。財務諸表については、専門家の種田先生に

補足のご説明やあるいはご意見があればお願いしたいと思います。 

 

（種田委員） 

 例年、大学にしては珍しく、大学病院の収益が意外といいので余裕があるように

思っていたのですが、今回、大学病院の収益はいいのですが、ＭｅｄＣｉｔｙ21や、

またさっきおっしゃった診療経費の増加によって、思ったほど病院の損益が獲得で

きていないというのがちょっと意外でした。たださっきも比率でおっしゃったよう

に診療経費とか、よその大学と比較するのがいいのかどうか分からないですけど、

ほかのところ並みでしょと言われたら、そんな感じですかねというふうに思いまし

た。楽観的なのかもしれませんが、今回は悪くても、ＭｅｄＣｉｔｙ21に関しては、

対策はとられるわけですから、次は人件費の増加以上に収益を獲得して、病院の損

益を改善すれば、ある程度また元に戻るのかなと思っています。ただ財務諸表の指

標の比較の中で、運営交付金の比率だけがずっと下がっていく。逆に言えばこんな

に下がってよくやっているなというイメージですね。だから大学自体の努力として

は、見ている限りでは、比率的に努力されていて、結果的に最終的な赤字というか、

経常利益に関しては経常利益比率がマイナスになっているので、一度ここで仕切り

直して来年頑張ってねという感じかと思いました。 

 原因がある程度はっきりしているわけですから対策はとれるし、今年の内容につ

いても一時的な要因ということなのかなと思っているので、主な費用としては病院

の、特に診療経費が一番多いのかなと思っています。何か問題があるとか、そうい

うことはないですが、引き続き来年度に向けて人件費とかを意識してコントロール
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されたらいいのではと思っています。以上です。 

 

（楠本委員長） 

 はい、ありがとうございました。一昨年は、おっしゃったように病院の収益がす

ごく多かったですね。堀先生、何かこれについて、何かご説明いただけることあり

ますか。 

 

（堀委員） 

 そうですね。一般に消費税が上がったのと、それから光熱費がどこの病院も上乗

せされていて、その分がどことも苦しい状況になっているというのは共通の認識で

す。特に今年の場合は、ＭｅｄＣｉｔｙ21への投資分が回収できていないというの

が、大体赤字分と匹敵するぐらいの額だったので、それで説明できるのではないか

というふうに考えております。それであれば、今おっしゃったように原因がはっき

りしていて、次年度の努力目標というのが明確になっているので、そんなに心配す

ることはないのではないかという気はいたします。病床の利用率も上がってきて、

努力されているので基本的にはそちらのほうで回収できるというふうに思っていま

す。 

 質問ですが、病院の研究経費比率がゼロになっているのは、附属病院の研究はい

わゆる医学部のほうに転嫁しているということで、ゼロなのですか。 

 

（大槻附属病院運営本部経営企画課長） 

 パーセントにすると非常に低いのでゼロとなっているだけでして、全くゼロとい

うわけではないです。 

 

（楠本委員長） 

 大学病院は、堀委員がおっしゃったように、大学の研究科と病院との切り分けの

問題も結構あるのですね。おっしゃるように研究科のほうでやっているということ

でしょうか。 

 

（大槻附属病院運営本部経営企画課長） 

 基本は研究科です。 

 

（堀委員） 

 診療にかかわる研究もあるので、そういうのをどうしておられるのかなというの

があって質問しました。教育についてもですが、きちんと定義して、切り分けられ

ているということでしたら結構です。 

 

（楠本委員長） 
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 収益については、今年度ちょっと悪かったですが、来年度はうまくいくだろとい

うことで。 

 

（種田委員） 

手を緩めないほうがいいとは思いますけどね。ベッドコントロールはやっぱり厳

しいほうがいいかもしれません。広報などの対策をされるとはお聞きしましたが、

まだあてになるわけではないので。 

 

（堀委員） 

 そうですね。来年の診療報酬改定にも影響されます。全国の労災病院機構の全体

では赤字です。病院によって黒字のところも若干あるのですが、大部分は赤字です。

やっぱり消費税の問題が一番大きく、その分が診療報酬にのせられていないのです。

診療報酬にのせていると政府は言うのですが、その分が不十分というか、その手当

がされていない。実質診療報酬がカットされている。診療報酬の改定で少し上乗せ

をするようなことがあれば、また変わってきます。 

 

（種田委員） 

 人件費も年々上がってきますしね。ちょっと引き締めていかないと、やっぱり危

なさそうですね。 

 

（楠本委員長） 

 ある程度、ご努力いただくことは必要ですが、財務諸表の内容については、これ

で問題ないということでよろしいでしょうか。 

 

（種田委員） 

 問題はないというふうには判断します。 

 

（楠本委員長） 

 具体的なご指摘をいただきましたけれど、評価委員会の総意としては財務諸表を

承認するということで、よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

 それでは次に行きます。３つ目ですが、平成26年度剰余金の繰越について、これ

も事務局から説明をお願いします。 

 

（森山大学支援担当課長） 

それではお手元の資料３－１をご覧になっていただきますでしょうか。平成26年

度剰余金繰越承認について（案）になってございます。 

 こちらに記載した内容を図示するものとして、資料３－２を主にご覧になってい

ただきながらご説明申し上げたいと思います。 
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 まず冒頭に記載しております地方独立行政法人における剰余金の位置づけの一番

上の段でございますけれども、法人が効果的、効率的に事業を実施して、自己収入

の増でありますとか、費用の節減などの創意工夫などによりまして、剰余金が生じ

た場合にはこれを積み立てて中期計画に定められた使途の範囲内において、翌事業

年度以降に使用することが可能とされてございます。したがって、剰余金の位置づ

けは法人運営上の経営努力に対するインセンティブを寄与するためのものでござい

ます。 

 続きまして、平成26年度剰余金の概況、左側の上の表になりますけれども、そち

らのほうをご覧ください。経常利益の③は、経常収益②の510億円から経常費用の①

513億円を差し引いたマイナス３億円となっております。それから臨時損失④は、理

系学舎整備事業における移設、撤去費用などの８億円を計上しております。臨時利

益⑤は、理系学舎事業における施設費収益などの５億円を収益計上したものになり

ます。その⑤から④を差し引いた臨時損益⑥になりますが、こちらはマイナスの３

億円となっております。目的積立金取崩の⑨は、理系学舎整備事業等の大学負担分

やＭｅｄＣｉｔｙ21運営事業などに充てるために第１期の前中期目標期間繰越積立

金を活用いたしました８億円でございます。当期総利益⑩は、収益合計の⑧、515億

円から費用合計の⑦、521億円を差し引いたものに目的積立金取崩の⑨、８億円を加

えた差し引き合計、２億円となります。ちなみに、平成25年度は26億円でございま

した。 

 この２億円に対する法人の利益処分案は、目的積立金に２億円となっております。

法人におきましては、会計処理上の利益であり、現金の裏づけのないものが毎年度

発生しておりまして、こちらを積立金として利益処分し、残りの現金の裏づけのあ

る利益のほうを目的積立金として繰越申請を行っておりましたけれども、今年度に

つきましては現金の裏づけのないものがマイナス計上のマイナス5.13億円となって

おりますことから、当期総利益の２億円、こちらを目的積立金として申請する形と

なっております。 

 裏づけのない会計上の利益とは、例えば固定資産を取得した場合、購入費を支出

して現金は減少しますけれども、損益計算書上の費用は減価償却費の発生した部分

のみとなりますなど、現金支出と費用計上が同額とはなりません。逆に翌年度から

は購入費の支出はなくても、減価償却費だけが計上されます。このように現金の減

少と費用の計上の時期が異なるケースというものが発生します。また、もう１つの

ケースといたしまして、附属病院の医療機器等の更新の財源としている市からの長

期借入金を返済する場合のように、現金が減少しても貸借対照表上の流動負債が減

少するだけで、損益計算書上の費用には計上されない場合があります。このうち、

平成26年度は附属病院におきまして自己収入により取得した固定資産に比べまして、

減価償却評価が4.10億円多かったことなどによりまして、法人全体として現金の裏

づけのない会計上の利益がマイナスの5.13億円となっております。 

 したがいまして、総利益の２億円につきまして、地方独立行政法人法の40条の３
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項に基づきまして、経営努力に対するインセンティブとして、中期計画に定めた使

途に充てるための目的積立金への繰越が申請されております。この市長承認にあた

りまして問題ないかどうかというのが同じ法律の40条５項によりまして、こちらの

委員会のご意見を聞くことが定められております。 

 これにつきまして、これまでこちらの委員会のほうでご確認いただいている承認

の考え方をこのペーパーの左下のほうに記載しております。経営努力認定の考え方

についてというところでございますけれども、（１）、（２）、（３）と３つござ

いまして、１つが運営費交付金及び国または地方公共団体からの補助金等に基づく

収益以外の収益から生じた利益については、経営努力により生じたものとする。こ

れが１つ目。２つ目は、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。そういう場合には、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つ目がそのほか、法人が行うべき事

業を行ったことを立証したという場合には、原則として経営努力として認定すると。

以上、３点がこちらの委員会における承認の考え方とされてきたものでございます。 

 続きまして、大学における教育・研究という業務の性質上、承認に当たって考慮

すべき事項として、運営交付金の会計処理の考え方といたしまして、その下でござ

いますが、公立大学法人における教育・研究という業務の実施に関しては、一般に

進行度の客観的な測定が困難でございますので、中期計画及びこれを具体化する年

度計画等におきまして、業務の実施と運営費交付金、それから授業料財源とか期間

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まして、運

営費交付金、それから授業料債務を収益化するということを原則としております。

つまり、計画どおり行うべき業務を実施すれば収支は均衡するという仕組みが採用

されておりまして、費用を軽減すればその相当額は経営努力による利益として認め

られるべきということになっております。 

 また、本市におきます運営費交付金の予算措置における特性といたしまして、法

人の収入動向にかかわらず本市が求める業務の効率化を先取りして課する形となっ

ております。こうしたことから、こちら当委員会におきましては、中期計画に記載

された研究・教育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。つまり

は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ちまして、経営努力に

係る説明責任を果たしたとする取り扱いとさせていただきまして、原則として発生

した剰余金は全額を繰り越すことを承認するものとしております。 

 そこで申請にあった剰余金２億円の生じた要因ですけれども、26年度につきまし

ては、現金の裏づけのない会計上の利益がマイナスでありましたことから、現金の

裏づけのある利益、7.3億円について経営努力認定の考え方に則して、損益計算書の

予算決算比較を用いて整理してまいります。 

 まず自己収入の増減要因といたしまして、受託研究と収益の増、3.95億円。平成

25年度は1.32億円でしたが、今年度につきましては3.95億円が挙げられます。これ

は受託研究等の獲得に努めたことにより増加したものでございます。 
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 次に費用の増減要素といたしまして、人件費の減、7.81億円が挙げられます。こ

れは、平成25年度の額を参考に申し上げますと、12.12億円でございました。こちら

は雇用形態を含めた業務執行体制の効率化や本務職員の欠員補充を非常勤職員、あ

るいは人材派遣で対応することなどによりまして経費節減を図ったことに加えまし

て、給与制度改正によります増減によるものでございます。参考に記載のとおり中

期計画における人件費より、4.78億円の削減を行っています。一方、診療経費につ

きましては、1.74億円の増加となっております。こちらにつきまして、平成25年度

の数字を申し上げますと、12.41億円減少となってございます。こちら1.74億円の増

加につきましては、高額の薬品でありますとか診療材料を用いる治療等の増加によ

るものでございます。また、その他の費用などで2.72億円の増加となっております。

これは受託研究の獲得の増加に伴う費用の増加などによるものでございます。 

 以上に関しまして、資料の３－３、平成26年の収支計画の比較を書いたものでご

ざいますが、こちらをご覧ください。こちらに平成26年度の収支計画全体を示して

おります。ペーパーの欄の中ほど収入の部、経常収益の７つ目に受託研究等収益が

ございまして、右端の予算決算の差額欄を見ていただきますとプラス5.76億円とな

ってございます。次に費用の部といたしまして、左上の費用の部ですね。経常費用

業務費の２つ目に診療経費がございまして、差額がプラスの1.74億円となっており

ます。その診療経費の２つ下に役員・教員・職員人件費がございまして、こちらの

差額の合計は、マイナス7.81億円となっております。 

 裏のページをご覧ください。25年度、26年度の決算比較を載せてございます。中

ほど、収入の部、経常収益の６つ目の附属病院収益がございまして、こちらの差額

はプラスの4.54億円でございます。これに対応する費用といたしまして、上の費用

の部、経常費用業務費の２つ目に診療経費がございますけれども、こちらの差額は

右に行っていただきまして、プラス12.53億円になっております。診療経費比率が増

加したということをこちらで示しております。その２つ下に役員・教員・職員人件

費がございまして、差額の合計を見ますとプラスの9.88億円となっております。以

上、収支予算決算の比較でございます。 

 資料３－２のほうにお戻りいただきますでしょうか。以上の予算決算比較、それ

から前年度との決算比較で見ていただきましたように、剰余金の発生が自己収入の

増と費用の節減によるものと考えられます。 

 最後に右下に記載しておりますけれども、経営努力によるものと認定していただ

くにあたりましての事務局確認事項、行うべき事業を行っているかにつきまして、

確認のポイントに記載されております２点について、事務局のほうで確認を行いま

した。１点目の大学全体の学生収容定員の充足につきましては、大学全体で見た場

合、定員の充足率は104.5％ということを確認いたしました。２点目の全体として計

画が進行しているかということにつきましては、この間の評価委員会の議論経過に

も鑑みまして、平成26年度における中期計画の進行状況といたしましては、全体と

しておおむね順調に進捗していると考えられると思っております。 
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 以上によりまして、繰越申請につきましては、行うべき事業を行い、その結果発

生した剰余金であることから、事務局といたしましては法人の申請どおり２億円に

ついて、経営努力によるものと認定いたしまして、全額を承認しても差し支えない

というふうに考えております。説明につきましては、以上でございます。 

 

（楠本委員長） 

 細かい数値を挙げて、きっちりとご説明いただきました。剰余金が２億円あるの

ですが、これは今までの判断基準にすると経営努力によるものであるという意見の

ご説明でした。いかがでしょうか。 

 

（宮本委員） 

 全体の説明に関することではないのですが、現金の裏づけのある利益のところで、

受託研究等収益の増が3.95億円ですね。その下のほうにその他費用の増などという

ことで、受託研究獲得の増加による費用の増加って、2.72億円になっていますね。

これは受託研究の収益増のうちの2.72億円の費用ということでしょうか。ほかのも

含まれているのかもしれませんが。 

 

（森山大学支援担当課長）   

その他費用の全体でマイナス2.72億円です。受託研究の関係は一つの例示です。 

 

（堀委員） 

 受託研究費のトータルはもっと大きくて、増えた分が3.95億円ですね。収益も増

えていますが、費用も増えていますね。 

 

（種田委員） 

 経費も増えています。ただ単に増減だけを見ているだけですね。収益は３億9,500

円増えて、費用も３億2,700万増えていますから、増減だけで言えば収益は6,000万

ぐらいしか増えていない。 

 

（喜多委員） 

 利益率、悪いですよね。 

 

（堀委員） 

受託研究なので、寄附ではないので、まさにそうですね。そのほとんどは使わな

いと、現金でためるために受託研究費をくれるわけではないので。 

 

（喜多委員）   

利益分としては、積立金のほうにいってもいいわけですね。 
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（堀委員） 

それはそうですね。 

 

（喜多委員） 

 健全性という意味から言うと、もうちょっと利益を積み立てていく手法がいりま

すね。 

 

（堀委員） 

 病院の収入でも収益が上がりますと、そのうちのほとんどが材料費とかの費用が

かかります。 

 

（喜多委員） 

 大阪市立大学の場合、病院では非常に潤沢に利益が出ているのですが、大学では

出ない部分もありますので、そういう部分には、気を使わないといけないですね。 

 

（楠本委員長） 

いかがでしょうか。きちんと事務局で検討していただいたので、経営努力、例え

ば学生がいるかとか、そんなことも含めてですが、２億円を経営努力によって得ら

れたものであるというふうに認定してもよろしいですか。 

 

（種田委員） 

 いいと思います。 

 

（楠本委員長） 

それにしても、運営交付金もかなり下がってきているのでね。よくこれで、やっ

ておられるなという気はします。外部資金をたくさん獲得して、やっておられると

いうことなのだろうと思いますけど、なかなかしんどいでしょうね。 

 それでは、剰余金２億円は経営努力によって得られたものであると認定してよろ

しいですね。 

 それでは、委員会としてはそのように結論したいと思います。意見書の文案につ

いては、これまでは「意見なし」という形でしたが、それはちょっとどうかと思う

というご意見がありました。 

 

（森山大学支援担当課長）   

ご承認いただけるということでありましたら、参考資料３の文章でいかがでしょ

うか。楠本委員長が今おっしゃっていただいたように、従前、意見は「下記のとお

りです。」ということで、それぞれ承認することによって「意見はありません。」
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という表現を用いておりましたけれども、「異存はありません」に改めました。 

 

（楠本委員長） 

文章を工夫してくださったそうですので、最終的に、市長に出す意見書は、事務

局と私にお任せいただいくということでよろしいですか。 

 ありがとうございました。それでは本日、予定した議案はたくさんありましたけ

れども、おかげさまで無事に終わりました。事務局から何かご発言はありますか。 

 

（中村経済戦略局理事） 

 ご審議が終了されたということで、一言ご挨拶をさせていただきます。 

 本日も、長時間にわたるご審議ありがとうございました。お疲れさまでございま

した。 

 ７月以降、３回にわたりましてご審議をいただいてまいりました平成26年度の業

務実績に関する評価につきましては、本日もご意見賜りまして、委員長にご一任を

いただきました事項を含めまして、また最終確定いただいた後に事務局のほうから

法人へ報告いたしますとともに市長のほうにも報告いたします。また、財務諸表と

剰余金の繰越につきましては、異存はないという委員会のご意見を頂戴いたしまし

たので、これらにつきましても合わせて市長に報告させていただきたいと思います。 

 評価等に関するご審議につきましては、本日が一区切りということでございます。

委員の皆様方には７月に諮問いたしましてから本日に至るまで多大なご尽力を賜り

まして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 また、現在、大阪市立大学では大阪府立大学とともに大阪における公立大学のあ

り方につきまして、検討いたしております。本年の２月には、大阪府立大学ととも

に「新公立大学・大阪モデル（基本構想）」というものを取りまとめてございます。

この基本構想におきましては、大阪の発展を牽引するため、国際的視点を踏まえた

地域課題解決型の公立大学を目指すといたしております。大阪市といたしましても、

これまで評価委員会でご審議、ご指摘をいただいてまいりました点を十分に踏まえ

まして、大学統合への取組をはじめとする市立大学のさまざまな取組を支援してま

いりたいというふうに考えております。今後とも引き続きのご指導、ご協力を賜り

ますよう、お願い申し上げます。どうもありがとうございました。 

 

（楠本委員長） 

 中村理事からご丁寧なご挨拶をいただきました。最終的な確定はまだですが、こ

れで26年度の実績評価について、おかげさまで無事に終了しました。いろいろとご

協力ありがとうございました。事務局からも随分いろいろサポートしていただいて、

ありがとうございました。大学の皆さんもこの間お邪魔して、いろいろご支援をい

ただきまして、ありがとうございました。 

ほかにご連絡などありますか。 



－23－ 

 では、どうもありがとうございました。本日はこれで委員会を終了いたします。 

 


