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平成 19 年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会 会議録 
 
日 時  平成 19 年９月５日（水）午後３時から午後５時 
 
場 所  大阪市立大学医学部学舎 18階会議室 
 
出席者  【委員】 
     金森委員長、上野谷委員、吉川委員、栗原委員、白幡委員、細見委員 
     【大阪市】 
     京極経営企画監、杉本市政改革室長、吉村行財政改革担当部長、柄池大学支援担当課

長、山本大学評価担当課長 
 

開 会 

（吉村部長） 

 本日はお忙しい中、お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

 ただいまから、平成 19年度第２回大阪市公立大学法人評価委員会を始めさせていただきたいと

存じます。 

 それでは早速ではございますが、金森委員長、進行の方よろしくお願いいたします。 

（金森委員長） 

 本日は議題が３つでございまして、１つ目が前回に引き続いて、平成 18年度の業務実績評価に

ついてご議論いただきまして、できましたら、今日の委員会で評価結果を取りまとめまして、後

日、法人に通知し、市長に報告したいと考えております。 

 それから、２つ目と３つ目、財務諸表と剰余金の繰越については、市長が承認することとなっ

ておりますが、承認にあたっては本委員会が意見を述べることとなっておりますので、意見の取

りまとめを行いたいと思います。この３点についてお願いしたいと思います。 

 なお、大阪市公立大学法人評価委員会運営要綱の改正及び傍聴要領の制定につきましては、先

日事務局から各委員に送付があったところですが、各委員とも「意見なし」ということでしたの

で、ご報告いたします。 

 では、事務局から資料の説明をお願いします。 
 
議題１ 平成１８年度業務実績に関する評価結果について 
 
（山本課長） 

 市政改革室大学評価担当課長の山本でございます。よろしくお願いいたします。座って説明さ

せていただきます。 

 まず議題１、平成 18 年度業務実績に関する評価結果についてでございます。 

資料１ページをお開きいただきたいと存じます。前回７月 18 日、第１回評価委員会での委員の

皆様のご意見の評価結果案への反映状況をまとめたものでございます。具体的な中身につきまし

ては、後ほど評価結果案の説明の中で見ていただくことになりますが、まず、評価結果全体とし
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て２点ご指摘をいただいております。１つ目は目次を作った方がよいということでしたので、目

次を作成いたしました。また、ダイジェスト版を作成した方がよいとご意見をいただいておりま

して、後ほど見ていただきますが、これにつきましても作成いたしました。 

それから前文につきまして、４点のご指摘をいただいております。１つ目は「大阪市立大学の

歴史等は評価委員会が説明するものではなく、大学の位置づけを簡潔に記載することとした方が

よい」、２つ目は「評価委員会が大阪市立大学をどう認識し、どういう立場で評価したかというこ

とは書く必要がある」、３つ目は「評価対象がどういうものか、どういう視点で評価するのかを示

すことは大事である」、４つ目は「評価にあたっては、法的根拠や評価の手法等は書く必要がある」

といったご意見をいただいておりまして、基本的にはその内容を踏まえた形で、評価対象の大阪

市立大学がどのようなものか、法的根拠など評価委員会がどのように評価したかを前文に記載し

ております。 

全体的評価についてでありますが、「最初の２行の「以下のとおり評価する」という趣旨の文章

は前文と重複するので、削除した方がよい」というご指摘がございましたので、削除しておりま

す。それから「接続詞等は使わず、簡潔な表現にした方がよい」ということにつきましては、簡

潔な表現に努めております。また、７月 18 日の評価案の全体的評価では、「システム的な改革の

取組みが中心になっており、全体的に項目を盛り込むなど、全体を総括できるようなことを書い

た方がよい」というご意見をいただいておりまして、各大項目からいくつか特筆すべき事項を全

体的評価に盛り込んでおります。 

項目別評価についてですが、ご意見といたしまして、「研究に関する措置については、ＣＯＥプ

ログラムが研究だけでなく、博士課程後期の教育も含むものであり、「研究（博士課程後期の教育

を含む）」とした方がよい」というご意見をいただいておりますので、その内容で修正しておりま

す。それから、各項目の名称で、「教育に関する措置」など、「措置」という文言を使っているわ

けですが、「「措置」よりも「取組み」という表現の方がよいのではないか」とご意見をいただい

ております。元々は中期計画や年度計画におきまして、「措置」という文言を使用しておりまして、

それに合わせた形になっているわけですけれども、これにつきましては、本日ご議論いただきた

いと考えております。次に「各項目について、簡潔に表現し、最大でも２行にまとめるべきであ

る」とご意見をいただいておりまして、簡潔に表現するように努めております。それから「各大

項目ごとの評価につきましては、「計画通り順調に推移している」という旨の評価でよい」という

ことでしたので、評価案の中では、「順調に進んでいる」という形で記載させていただいておりま

す。これらが前回意見の評価結果案への反映状況でございます。 

続きまして、資料１－２にまいりまして、これは７月 18 日時点での評価結果案に対しまして、

法人の意見を聴取したわけですけれども、法人意見の内容とその意見をどのように評価結果に反

映すべきかの案をまとめさせていただいたものです。 

１つ目が、「中小企業法臨床教育システム」などの３つのプログラムの推進に関する記述につい

て、法人から「プログラム名だけでは一般には分かりにくいので、「文部科学省の大学教育支援プ

ログラムである」と最初に付け足すべき」というご意見をいただいております。これに対する評

価結果への反映案といたしましては、法人からの意見を踏まえ、より分かりやすくするために、

かつ簡潔な文章にするために、「文部科学省助成の」という文言を最初につけることでいかがかと

思っております。 
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次に、「先導的教育改革推進委託事業」につきまして、法人からは「どこからの委託事業なのか

を示してほしい」というご意見をいただいておりますので、より分かりやすい表現にするため、

法人からの意見のとおり修正したいと考えております。 

３つ目が、女性の研究者・学生等のための学内育児施設の設置についてでございますが、法人

からは、医学部附属病院について、学生は対象になっていないようですが、「平成 19 年３月に、

これまで看護職員を対象とした院内保育所を、教員も含めた全職員に拡充しているので、それを

踏まえた表現にしてもらいたい」とご意見をいただいております。これに対する評価結果への反

映案といたしましては、ご意見を踏まえまして、元々の文章の中に、「附属病院における院内保育

所の一層の充実も含め、」という形で付け加えさせていただいております。 

次のページにまいりまして、理系研究科の再編等、全学的な学部・学科や大学院研究科の見直

し・再編の関係の項目ですけれども、法人からは「「見直し・再編」という表現だけでは、現状は

よくないから見直すというように読み取れるので、「点検」という言葉をいれてもらいたい」とい

うご意見をいただいております。その意見の評価結果への反映案でございますが、元々、見直し・

再編の検討のためには、点検が必要であるということは認識しており、法人からの意見を踏まえ

るとすれば、記載しておりますとおり修正することが考えられますが、これにつきましては、委

員会でのご審議をお願いしたいと考えております。 

それから、大阪市立大学シーズ集のホームページへの掲載についてでございます。法人からは

「平成 18 年度において、シーズのホームページへの掲載は行いつつある」。具体的には産学官連

携データベースに掲載している教員につきましては、データの１つとしてシーズという項目を掲

載している例もあると伺っております。これにつきましての評価結果への反映案ですけれども、

元々、委員会でのご意見としましては、シーズ集そのものを社会全般にＰＲしてもらいたい、そ

のためにシーズ集そのものをホームページに掲載してもらいたいというご意見であったと思われ

ますので、原案のとおりとすべきと考えております。 

次に、社会貢献に関する措置の中で、「公開講座で毎年 15,000 人を集めているということを特

筆事項に加えてほしい」という法人からのご意見でございます。これにつきましては、前年度に

比べて総参加者数が減少している、また、平成 18 年度より新たに実施したものではないですが、

市民の生涯学習意欲に応えるため、充実した公開講座が実施されておりまして、年間約 14,400 人

という数値は、他大学の平成 17年度の業務実績報告等の数字によりますと、大阪府立大学が8,500

人ほどで、首都大学が 5,600 人ほどということからすれば、かなり多いということになります。

これにつきましての取扱いは委員会でのご審議をお願いしたいと考えております。 

附属病院の関係で、看護師の確保についての記述でございますが、法人からは「看護師の確保

だけではなく、定着も大事であるので、追加してもらいたい」、それから、「キャリアアップ制度

は、すでに構築されている」とありますので、それを踏まえた表現にしてもらいたいというご意

見をいただいております。それらに対しまして、元々、委員会としましても、採用するというこ

とだけではなく、定着させることも重要であると認識していたわけですけれども、その趣旨をよ

り正確に伝えるということも考えられますし、キャリアアップ制度につきましても、一定の制度

構築が認められますので、これらを踏まえた修正をさせていただきたいと考えております。 

 次は、業務運営の改善及び効率化に関する措置の中で、特筆すべき事項の追加という形で、「就

職担当課長等、幅広い人材の一般公募や派遣職員・短時間勤務職員の活用による効率的な業務運
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営の実施ということを盛り込んでもらいたい」というご意見でございます。これらについてです

が、人件費の削減については、努力を認めて財務内容の改善に関する措置の評価の中で触れてお

り、修正理由を踏まえた評価になっていると考えられますので、特筆すべき取組みには採り上げ

ないというように考えております。 

 それから、附属病院の決算に関する項目でございます。貸付金の返済につきまして、法人から

は「貸付金の返済はこれまでも行っていたので、「引き続き」という言葉をいれてもらいたい」と

いうご意見をいただいております。それから、「医療制度の改革にも臨機に対応していく必要があ

る」ということです。これは前回委員会の中でもご意見いただいたところでございます。こうい

ったことを踏まえまして、評価結果への反映案ですが、医療機器の整備等にかかる起債の償還に

ついては、確かに法人化以前にも行われてきたところでございますが、貸付金の返済というのは、

平成 18 年度はゼロであり、今後生じるものでありますので、それに備えるため、十分な計画・経

営改善を喚起しております。また、診療報酬の改定等、医療制度改革への対応は必要であると考

えておりますので、記載のとおり修正したいと考えております。 

 次のページにまいりまして、結びの文章についての意見を２点いただいております。まずは法

人を取り巻く環境といたしまして、「志願者数の減少について、「全国的な」という言葉をいれて

もらいたい」というものでございます。これにつきましては、元々、市立大学の志願者数が減少

したことを指摘する趣旨の文章ではなく、市立大学を取り巻く厳しい環境要因の一つとして、全

国の大学が共通して抱える課題として記述したものでございまして、この趣旨をより正確に伝え

るため、法人からの修正案のとおり修正したいと考えております。 

 それから、最後にＰＤＣＡサイクルについてでございます。法人からは「年度計画の策定を通

じて確立されているので、「確立」ではなく、「推進」に変えてほしい」というご意見をいただい

ております。確かに法人内におきまして、年度計画の策定時など、一定のＰＤＣＡサイクルは確

立されていますけれども、法人化初年度のこの委員会の評価を改善に活かすのはこれからの話で

あり、大学といたしましても全学評価委員会で評価結果に基づいた部局の改善活動を全学的に支

援する仕組みを検討するという年度計画をたてておられるということもございますので、「確立・

推進を図り、」といった表現に修正するという案をお示しさせていただいております。 

 ご説明いたしました、前回意見、法人からの意見を踏まえた形で、資料１－３にございますよ

うな形で、平成 18 年度の業務実績に関する評価結果をまとめさせていただいております。 

 まず８ページでございますが、前回意見を踏まえまして、目次を設けさせていただいておりま

す。 

次に前文につきましても、前回意見を踏まえた形にさせていただいております。１段落目に法

的な根拠を示し、２段落目に大学の性格と評価作業の内容、３段落目に評価にあたってのスタン

ス、考え方というものをまとめております。 

次のページにまいりまして、全体的評価でございます。これにつきましても委員のご意見を踏

まえまして、表現を簡潔にするとともに、項目別評価から何点か抽出をさせていただいておりま

して、評価の全体像が見えるような形に工夫させていただいております。それから、前回の資料

では空欄になっておりました、進行状況のまとめ的な言葉ですけれども、10 ページの下から２段

落目ですが、「平成 18 年度における中期計画の進行状況としては、項目別評価で見ても順調であ

り、全体的に順調に進んでいると認められる」とまとめさせていただいております。 
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次のページにまいりまして、項目別評価でございますが、例えば、「教育研究の質の向上を達成

するための措置」の「措置」という部分につきまして、「取組み」という表現が妥当であるかどう

かをご議論いただきたいと考えております。 

小項目では、（１）教育に関する措置の特筆事項の５つ目、これは先ほどの法人の意見を踏まえ

た形で「文部科学省助成の」と最初に触れております。次もそうですが、「文部科学省の」という

表現を付け加えさせていただいております。 

また、前回と違っておりますのは、言葉として分かりにくい表現があった場合につきましては、

このページの右下に書いておりますけれども、簡単な注釈をいれさせていただいております。 

次のページ、12ページにまいりまして、一番上の項目、意見・指摘事項でございますが、法人

の意見を踏まえた修正となっております。次の学部再編の関係につきましてはこの場でご議論を

いただきたいと考えております。 

（２）研究（博士課程後期の教育を含む）に関する措置につきましては、前回の委員会意見を

踏まえまして、修正しております。 

次のページにまいりまして、附属病院に関する措置に関する意見・指摘事項でございますが、

法人の意見を踏まえまして修正しているところでございます。また、それに加えまして、この間

の調整の過程の中で、「患者サービスの向上に関わる意見も必要ではないか」というご意見を委員

よりいただいております。それを踏まえまして、患者サービスの向上のため、「効率的な病棟運用

や診療体制の整備などの取組みを引き続き進められたい」という記述を加えさせていただいてお

ります。法人といたしましても、平成 21 年度に臓器別・疾患別の診療体制の構築に向けまして、

検討されていると聞いております。 

そして、これらのまとめの評価といたしまして、四角囲みの部分でございますが、「中期計画の

進行状況は順調に進んでいると認められる」という表現にさせていただいております。 

次のページ、業務運営の改善及び効率化に関する措置についてでございますが、これにつきま

しても、基本的には簡潔な表現にするため、趣旨は変えずに一定の修正をさせていただいており

まして、評価については、「順調に進んでいる」とまとめさせていただいております。 

財務内容の改善及び効率化に関する措置につきましても、基本的には簡潔な表現に努め、若干

の修正をさせていただき、評価としては「順調に進んでいる」とさせていただいております。そ

れと、意見・指摘事項の附属病院の財務状況につきましては７月 18 日の委員会でもご意見がござ

いましたので、後ほど財務諸表のところで説明させていただきます。 

それから、自己点検・評価及び当該情報の公開等に関する事項につきましても、表現を簡潔に

するための修正を加えておりまして、評価としては、「順調に進んでいる」とまとめさせていただ

いております。 

続きまして、その他業務運営に関する重要事項も同様でございまして、評価も「順調に進んで

いる」とまとめさせていただいております。 

結びの欄ですが、法人の意見を踏まえまして、２行目に「全国的な」という言葉をいれるとと

もに、２段落目の一番下の行ですけれども、ＰＤＣＡサイクルの「確立・推進を図り、」としてお

ります。 

評価案につきましては以上の内容でございまして、資料１－４にダイジェスト版を作るという

委員意見を踏まえまして、概要版という形でそれそれの項目をまとめさせていただいております。 
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18 年度の業務実績に関する評価結果に関する説明は以上でございます。 

（金森委員長） 

 資料の説明がございましたが、資料の順番に従って進めてまいります。 

 まず資料１－１、前回委員会意見の評価結果への反映状況につきまして、説明にありましたよ

うに、それぞれ処理していただいております。１点、「措置」という文言について、「取組み」と

修正するかどうかを委員会で議論してほしいということでございました。「措置」よりも「取組み」

の方がよいのではないかというご意見があったわけですが、中期計画・年度計画で「措置」とい

う文言を使われているので、それに合わせたというのが原案でございます。それ以外については、

委員会の意見を踏まえて修正していただいたということです。 

（細見委員） 

 「措置」に関しては、無機質な感じがして、どこを向いて何を言っているのか分からなくて、

確かに中期計画にも「措置」という文言が使われているんですが、各大学の評価の文言なんかを

見ましても、「取組み」というような形も見られますし、評価委員会だけでなく、大学も積極的な

感じがして、「取組み」という表現の方がいいと思います。 

（上野谷委員） 

 「措置」という言葉は、とりわけ社会福祉関係では、ご承知のように、行政処分をするという

ふうに使う言葉で、権力を行使するというニュアンスが残る言葉は使わない方がいいということ

です。児童虐待なんかは措置で子どもを救いますから、「措置」という言葉そのものが悪いという

わけではないんですけれども、市民の皆さんがよく勉強されておられて、そういうニュアンスが

頭に残っておられるとするならば、別に中期計画・年度計画で使っているからと言って、評価委

員会がそのまま使わなくてもいいのであれば、「取組み」とした方が、細見委員おっしゃったよう

に、積極的な感じがします。受身的でなく、前向きな感じはします。 

（吉川委員） 

 国立大学はどういう表現でしたか。 

（山本課長） 

 国立大学はそういう言葉は使わずに、単に、「教育の質の向上」など、措置、取組み等の言葉を

使わない表現になっています。 

（吉川委員） 

 「措置」というのは確かにそぐわないような気がしますし、どちらかというと、「取組み」の方

がいいように思いますけれども、項目としてあがってますから、中期計画をたてられる際に、何

か根拠があったのかどうかですね。 

（金森委員長） 

 例えば、「教育に関する措置」を「教育に関する取組み」に変えるかどうかですけれども、項目

だけではなくて、文章の中にも出てきますし、白幡先生ご意見ございましたら。 

（白幡委員） 

 中期計画のたて方に合わせて、というのはそれでいいんじゃないかと思うんですけれども、次

から考えるとかでいいと思います。この評価結果を誰が読むのかということになれば、恐らく、

関係者だと思います。それで一般的にソフトに書かなくてもよいと思います。 

（栗原委員） 
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 上野谷先生おっしゃったように、「措置」という言葉の印象が気になりますし、中身を読めば「取

組み」という言葉の方が妥当かなと思います。 

（上野谷委員） 

 私もそう思うんですが、評価委員会の難しさは、決められたルールに基づいて、自己評価を妥

当かどうかを見るのが役割でありまして、市民の方がどの程度読まれて、きちんとお分かりいた

だけるかというのが難しいところですけれども、元々、評価項目を作っていった段階で、こちら

がご指摘できる状況を作っていなかったということですね。 

 項目としては、勝手にこちらが変えていいのかということがありますので、評価の文章の中身

に関しては変えていいと思いますけれども。それはこちらが主体的に変えていいことですので。

そのあたりのバランスと、次期からの項目をたてる際の問題ですね。 

（白幡委員） 

 分かりやすくなる、プラスになるというのはいいことですけれども、中期計画にこういう項目

があって、それの答えが出たということですから。上野谷先生おっしゃったように、文章の中身

は変えていいと思いますけれども。項目は「措置」であっても、中身の文章が「取組み」であれ

ばいいのではないかと思います。 

（金森委員長） 

 難しいことですが、本質に関わることではありませんので。ただ、項目別評価の対象のところ

が問題になる可能性がありますので、大項目としては「措置」としまして、中身はもう一度精査

しまして、できるだけやわらかい表現の「取組み」に変えるということでいかがでしょうか。そ

ういう形でまとめたいと思います。 

（白幡委員） 

 委員長言われた形で私はいいと思います。 

（金森委員長） 

 一番最初の、「教育研究等の質の向上を達成するための措置」という項目はそのままで、その下

の文章の、「教育研究等の質の向上の達成するための取組みについては、」という形に変えてもい

いと思いますし、そういうようにいたしたいと思います。中期計画にも関連することでございま

すので、そういうことでまとめさせていただきます。 

（細見委員） 

 中期計画の最終年は何年でしたか。 

（山本課長） 

 平成 23 年度です。 

（細見委員） 

 来年、中期計画の「措置」という項目を修正するということですか。私たちが今議論した内容

に。 

（金森委員長） 

 それはこの委員会が決めることではありません。来年度、中期計画を変えるかどうかを提案す

るかどうかですね。 

（吉川委員） 

 基本的に中期計画を変えるのは可能ですけれども、中期計画を作るのは法人ですから、法人が
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自主的にそれを行うかどうかですね。 

（金森委員長） 

 申し入れることは可能ですけれども、今この時期にそれをすることはないと思います。 

 それでは、委員の意見の反映については、これで終わらせていただいて、次の資料１－２、法

人からの修正案の審議に移ります。 

 １点目のプログラム名だけでは分かりにくいので、「文部科学省助成の」という言葉をいれるこ

とについては、よろしいでしょうか。その方が分かりやすいですし。よろしいですね。 

 次もそういう趣旨で「文部科学省の」といれておりますが、よろしいですね。 

 ３点目が病院の院内保育所に関することですが。 

（細見委員） 

 具体的に院内保育所で何人の人員がいて、何人入っているのかという数字についてはお聞きし

ていなかったというように思います。「実施した」と、ここでは書いておられるんですけれども、

実際に空きがどれぐらいあるとか、何人使っているとか、そういうことが分かれば知りたいので

すが。 

（山本課長） 

 定員 10 名の院内保育所を運営されておりまして、月ごとにその利用人数は違うわけですけれど

も、大体二人から四人ぐらいの利用はあるということになっております。 

（金森委員長） 

 対象を全職員に拡充したということですけれども、まだＰＲが足りないということがあるんじ

ゃないですか。 

（山本課長） 

 ＰＲ不足によるものなのか、需要がないのか、そこまでは把握できておりません。 

（金森委員長） 

 把握できないし、一層の充実というものを考えてもらわないといけないという意味では適当だ

と思いますけれども。 

（吉川委員） 

 自己評価ではどういう記述でしたか。我々の思いとしては、努力をしてもらうような、好意的

なつもりでこういう記述をしているわけですけれども、一部でやっているので、そんなに気を使

わなくていいということですか。 

（金森委員長） 

附属病院での実施も実際のことですし、書くのであれば、一層の充実ということは必要ですね。 

（上野谷委員） 

 むしろ、学内育児施設ということで杉本町だけをイメージされては困ると、附属病院の院内保

育所にも注目してほしいという積極的な意味なのか、していないことはないという反論なのか、

分かりませんね。これまで看護職員だけを対象にしていたのを全教職員に拡充したといっても、

研究者・学生が安心して働け、学べるという趣旨から考えると、元のままでいいのではないでし

ょうか。 

（吉川委員） 

 「設置」という言葉を「整備」に変えますか。 
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（白幡委員） 

 最初の評価結果案の記述だと、誤解を招かれるということを指摘されたわけですね。おっしゃ

るように、設置を図れという記述だと、設置していないと読めるわけですね。保育所に関する見

解を持つのも難しいですし。 

 自己評価に対して、それが妥当な評価をしているかどうかを評価するのが、この委員会であっ

て、あまり踏み込んで余分なことを書くというのは、どうかと思いますね。 

（金森委員長） 

 それでは、「設置」を「整備充実」に変えて、病院のことを述べないということとするのはいか

がでしょうか。 

（吉川委員） 

 業務実績報告書に、もし院内保育所の記載がなければ、後から追加で言われているみたいです

し。 

（山本課長） 

 業務実績報告の 18年度末の現状・課題の欄に、この法人の修正理由の院内保育所の件が書かれ

ております。ただし、その自己評価は「実施にあたって課題がある」ということでしたので、そ

れを踏まえて意見をさせていただいたというのがこの間の流れでございます。 

（金森委員長） 

 では、わざわざ院内保育所のことを書かないで、「整備充実」ということでいかがでしょうか。 

 次は、大学全体の学部・学科・大学院の見直し、再編成という我々の意見ですけれども、現状

は良くないから、見直しをするというように誤解を招く恐れがあるので、「点検」という言葉をい

れてほしいということですけれども。これは提案したのは私ですから、申しますと、法人から特

筆すべき事項にわざわざ書いてこられて、「点検」などという言葉は全く書いていなくて、理系大

学院については見直しをやっているとありましたので、それを受けて私は申しあげたわけです。

私は「点検」という言葉は必要ないと思うんですけれども。 

（細見委員） 

 点検もやっていなかったのかと逆にとられても困りますしね。 

（吉川委員） 

 業務実績報告書ではどういう記述かが問題で、もし法人の主張内容が変わると、いつまでも結

論出ないし、評価しようがないんですね。我々としては、業務実績報告書の中身で判断するとい

うことですから。 

（金森委員長） 

 むしろ、理系の再編成は進捗したと書いてあるから、私はそれを評価したつもりなんですけれ

ども。ですからこれは、我々の原案通りということでよろしいですか。 

 次は、シーズのことでございますが、シーズ集そのものをホームページに掲載して、広くＰＲ

してほしいという趣旨の意見ですので、原案通りでいかがかと思いますが。 

（白幡委員） 

 シーズ集というのは、そもそも一体、何のシーズなのかということです。基本的には研究成果

の社会的活用を図る、そういう大阪市立大学シーズ集ということだと思うんです。何か説明のよ

うなものがあればいいと思うんですが。「シーズ集」というのは分かりにくいと思います。 
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（吉川委員） 

 12 ページで指摘していますから、＊印をつけて、シーズの意味を説明してもいいですね。 

（金森委員長） 

 囲みをいれていただいたらいいですね。それだけつけていただいて、原案通りということにい

たします。 

 次はこの委員会で審議をお願いしたいということですが、市立大学は府立大学等と比べると、

公開講座の参加者数がかなり多いということで、特筆事項として採り上げてほしいということで

すけれども。今の比較対照は府立大学等であって、全国全てと比べられたわけではありませんし、

どこもいろんなところでたくさんやられてて、それほど特筆すべきことをやられているわけでは

ないと思うんですが。私は高校生のことについては、少し経験があるんですけれども、市立大学

は高校との連携については、遅れていると感じます。 

（細見委員） 

 市民の反応としては、人気を得ているというか、参加している人も多くて、頑張っておられる

ということは言えると思いますけれども。 

（金森委員長） 

 ですが、それを注目すべき事項の中に盛り込んでほしいという要求ですから。 

（吉川委員） 

 ＰＲしたい項目であるということですね。 

（細見委員） 

 頑張っておられると思いますね。場所としては、駅前第２ビルとかですよね。 

（金森委員長） 

 ついでに高校生のことまで書くのは行き過ぎのような気がするんですけれども。 

（細見委員） 

 高校生講座は人数が増えてますよ。18 年度は 300人と書いてありますし。 

（金森委員長） 

高校教育との連携は一歩遅れてて、京都大学や大阪大学の方が進んでますよ。 

（上野谷委員） 

100 周年記念事業として、文化交流センターは寄附によって行っている事業なんですよ。そう

いう意味では、同窓会、産業界とも連携しながら、こういう講座ができているという、共同プロ

グラムとしての先駆性というのはあると思うんです。私学からすると、こういうのは当たり前で

すし、早くからやってきているし、もっとやっていますから、特筆すべき事項ではない感じはし

ます。ただし、今申しあげたように、市民の税金というよりも、自ら頭を下げて、いただいたお

金でやるという姿勢と効果からすると、医学部の市民医学講座みたいないいことをやっていただ

いていますし、市民としては、市大の市民講座等の効果というのはすごいことだと思います。何

か書いてあげたいですけれども、高校生講座の位置付けが、入試対策ですから、どっちを言いた

いのかなと思いますね。 

（細見委員） 

 私は書いたらいいと思うんですけれども。 

（上野谷委員） 
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 私学は見え見えで、宣伝でやりますが、市大は市民参加でやられてますから。 

（吉川委員） 

 業務実績報告書の 80 ページには、「文化交流センターが開設 25 周年」とかは書いていないです

よね。急に言い出してきている印象ですね。後から出てきたものを採り上げるのは、あまりよく

ないと思います。業務実績報告書を作成する最初の段階からきっちりと書いていただかないと。 

（金森委員長） 

 来年度に同様の実績があれば、採り上げるのは可能ですね。 

（上野谷委員） 

 評価を受けていく中で、何が大事なのかというのが分かっていきますから。 

（吉川委員） 

 業務実績報告書の書き方の問題なんですよね。何を評価してほしいかというのを、初めから書

く人間がきちんと整理して考えておかないといけません。 

（上野谷委員） 

 １回受けてみないと分からないものですから。私学は割と早くから評価に慣れていますので。 

（白幡委員） 

 公開講座のこの数を特筆すべきと考えないといけないわけですね。高校生講座は４回ですけれ

ども、公開講座は 100 回超える回数をされているわけですね。 

（吉川委員） 

 本当は、参加者のアンケート調査の結果などがあって、「満足度が非常に高い」とか、そういう

のがあるといいですけれども。数が多ければいいというものでもないですから。しかもその受講

者の満足度とかが、きちんと業務実績報告書に書かれておれば一番いいんですけれども。参加者

数も他大学に比べたら市立大学の 14,400 人というのはかなり多いと思いますけれども。 

（金森委員長） 

 これは多大な成果をあげていると、現時点で判断できませんから、次回に向けて資料も整備し

ていただくということにして、今回の評価では取り扱わないということにしてはいかがでしょう

か。では、そういたします。 

 次に、附属病院の件ですね。吉川先生いかがですか。 

（吉川委員） 

 制度もあって、確認もとれていますから、そういうことでいいんじゃないですか。 

（細見委員） 

 「キャリアアップ制度はすでに構築されており、」とありますが、制度としてはパーフェクトで

すよというような印象を与えますが、そのような自負がおありなのか、どのような効果があるの

かとか、分からないですね。機会があればお聞きしたいと思いますが。 

（金森委員長） 

 大学病院ならではのキャリアアップ制度というのは、どういうものですか。 

（吉川委員） 

 看護協会が認定している専門看護師とか、そういうのがありますね。大学病院の看護部が計画

的に一定の看護師を派遣して、講習会などに参加させるというのがありますね。認定看護師とか、

専門看護師とか、最近はがん治療専門の看護師とかがあって、看護師さんはかなり熱心ですよ。 
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（細見委員） 

 それは看護協会という外部の機関がやっておられるんですよね。大学病院に定着させるための

キャリアアップ制度をすでに構築しているという意味でしょうか。 

（金森委員長） 

 必ずしもそうではなくて、大学病院がそういうところに積極的に行けるように、機会を与えて

あげることが大事です。 

（細見委員） 

 それは他の病院でも同じではないのですか。大学病院だけではなくて。 

（吉川委員） 

 大学病院の目玉は、他の一般の病院よりも忙しいですけれども、技術の向上とか、キャリアア

ップにつながることですね。 

（細見委員） 

 そうすると、うがった見方をすると、勉強されて資格をとられた看護師さんが他の病院に引き

抜かれたり、異動されたりするわけでしょう。 

（吉川委員） 

 大学というのは教育機関で、そういうところですから。人材育成の機関で、必ず外から引き抜

かれます。むしろ、そういう人材をたくさん育てるのが、大学の役割です。 

（細見委員） 

 大阪市立大学の附属病院で働きたいと思わせるような、キャリアアップ制度があるべきなんで

すね。 

（金森委員長） 

 まだ完全ではないから、修正理由の欄にも、課題となるのは制度の充実、と法人も書いておら

れるわけです。 

（細見委員） 

 それでは「すでに構築されている」というのはおかしくないですか。 

（金森委員長） 

 制度としてはあるということですね。道はあるけど細いということですね。それでは、ここは

制度の充実という修正でよろしいですね。 

 次に業務運営の改善ですが、アウトソーシングの活用等で人件費を大幅に削減したということ

ですね。事務局の案では、これは採り上げないこととするということですが。 

（白幡委員） 

 私は大学側ですから、その立場で申しますと、大学の使命である教育・研究をどのようにする

のか、そのための事務組織であるということです。法人からの修正案に書いてあるのは、経験豊

富であるとか、優秀と思われる法人職員を一般公募して幅広い人材確保を図るということですね。

給与のインセンティブで人を集めたのではなくて、いい人をこちらから選ぶということをやって

いると言っているんですね。本当にそういうことができているのであれば、評価してあげるべき

だと思います。人件費の削減努力といい人を集める努力とは全く違いますから、それをつなげて

考えると、方向を誤ります。 

 文章が分かりにくいんですが、就職担当課長の公募をやった、実務経験を持った人を採用した
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という取組みをされたということであれば、そういう取組みは結構であると言っていいと思いま

す。中身が本当にそうなのかは分からないので、確認したいんですが。しかし、法人の修正理由

が違うことを言っているんですよね。「人件費の削減」と。 

（山本課長） 

 就職担当課長につきましては、一般公募により１人採用されております。それから、他の大学

での実務経験等をもった方など、平成 18 年度は７人採用されてます。 

（白幡委員） 

 就職担当課長というのは、事務系の職員を採用することが担当の課長ですか。 

（山本課長） 

 学生の就職活動のサポート等を担当する課長です。 

（上野谷委員） 

 特筆すべき事項に採り上げるというよりも、むしろ本来のことを考えると、恥ずかしいことで

すから。私ども評価委員会が首を突っ込むことではないでしょうけれども、アウトソーシングや

短時間勤務職員や任期制とかは後でフォローをしなければいけなくなるようなことが起こりかね

ないのですけれども、財務が厳しいから、可能な限りこういうことをやるというようにご尽力い

ただいているわけですから、あまりここで大手を振って削減したことを褒めてほしいと言う必要

はないでしょうね。 

（金森委員長） 

 評価としては、「項目の大半に取り組んでいる」としているわけですから。 

（上野谷委員） 

 特筆すべき、ということに逆にしなくていいでしょうね。世間の意見が厳しいから、媚びてい

るような感じもしますね。 

（金森委員長） 

 修正理由が「人件費等の削減」となってますから。 

（上野谷委員） 

 頑張っていただいているのは認められますけれどもね。 

（白幡委員） 

 それに対する評価結果への案で、反論するならここではなくて、給与制度とか特に触れなくて

もいいのではないですか。 

（金森委員長） 

 この評価結果への反映というのはどこかへ伝えるものですか。ここでの審議のために書かれた

ものですね。結論としては「特筆すべき取組みには採り上げない」ということで案がありますが、

このことを法人に伝える必要はないですね。 

（山本課長） 

 国立大学の例でも正式な文書回答は行っておりません。 

（吉川委員） 

 課長を公募して採用したというのは、年度計画のどこに書かれているんですか。 

（山本課長） 

 年度計画にはございませんが、業務実績報告書のまとめの部分の５ページの一番上に書かれて
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おります。 

（白幡委員） 

 せっかくここに書かれているのに、大学運営のために専門的な方を採用したというのは、悪い

ことではありませんけれども、アウトソーシングやらとつなげて書くから、ちょっとおかしくな

るんですよね。 

（金森委員長） 

 それでは、ここは事務局の提案どおり、特筆すべき取組みには採り上げないということでよろ

しいですね。 

（吉川委員） 

 業務実績報告書の概要のところに書かれているけれども、中身にないものが概要にあるという

のは、いかがですか。 

（金森委員長） 

 それは先ほどの学部再編成のことも同じなんですけれども、中期計画にはないけれども、きち

んとやっているから評価してほしいということですね。それはそれで結構ですけれども。計画を

たてる際に考えつかなかったこともあるわけですし。中期計画の修正というのもありえるわけで

すから、そういう対応をとってもいいんじゃないでしょうか。それでは、ここは特筆すべき取組

みには採り上げないということにいたします。 

 次に、病院の財務関係ですが、吉川先生ご意見ございましたら。 

（吉川委員） 

 スタート時点で、今までの借金をゼロにしてスタートしたんですよね。国立大学なんかは借金

を背負ってスタートしているんですけれども。ですから今から始まるということですよね。 

（山本課長） 

 法人化前は起債の償還という形でしたけれども、いったん整理して、18 年度の段階でゼロにな

っております。 

（吉川委員） 

 ですから、「引き続き」という言葉をいれるのは適当ではないですね。制度が変わったわけです

から。 

（金森委員長） 

 「医療制度改革の動向にも対応」という言葉をいれることについては、いかがですか。 

（吉川委員） 

 これは、その通りです。大きなことですね。数パーセントの収入がすぐに減ったり増えたりし

ますから。 

（金森委員長） 

 それでは、事務局の案どおりでよろしいということですね。 

 次のページにまいりまして、結びの文章の中で、志願者数の減少について「全国的な」という

言葉をいれてほしいということですけれども、これは事実ですから、それでよろしいですね。 

 次のＰＤＣＡサイクルですけれども、確立できているから、「推進」に変えるということですね。

事務局案では「確立・推進」となっております。事務局案でよろしいですね。 

 これで修正のところは終わりましたが、評価を全体的に見てご意見ございましたら。特によろ
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しいですか。 

先ほどの意見等を盛り込みまして、最終案を作りまして、もう一度委員会を開催するというの

ではなくて、各委員へメールなどでお送りしてご確認いただくということでよろしいですか。 

 微調整等は私にお任せいただいて、９月の末頃に市長へ提出いたしますが、委員会の審議とし

てはこれで終了ということになります。 

 それでは議題１は終わりまして、議題２の平成 18年度財務諸表の承認にかかる意見についての

審議に入ります。説明の方をお願いします。 

 

議題２ 平成１８年度財務諸表の承認にかかる意見について 

 

（山本課長） 

 それでは財務諸表の概要につきまして、説明させていただきます。資料２－１ですが、最初に

公立大学法人の財務諸表にかかる規程等について書かせていただいております。地方独立行政法

人法第 34 条等に基づきまして、財務諸表といたしまして、貸借対照表、損益計算書、利益の処分

に関する書類等を作成しなければいけないこととなっております。そして、事業年度の終了後３

か月以内に事業報告書と決算報告書を添えて市長へ提出することとなっておりまして、本年度に

つきましては、６月 29 日に提出がございました。市長は、公立大学法人評価委員会の意見を聴い

たうえで、承認を行うこととなっております。なお、公立大学法人は法によりまして、提出にあ

たっては監事の監査と会計監査人の監査を受けることとなっております。その内容が 23 ページの

下半分の部分です。 

 会計監査人の監査報告書の抜粋ですが、「財務諸表については適正に表示している」、「利益処分

に関する書類は法令に適合している」、事業報告書につきましても、「業務運営の状況を正しく表

示している」、「決算報告書は決算の状況を正しく示している」となっております。 

 監事の監査報告ですけれども、「会計監査人の監査の方法及び結果は相当である」、「財務諸表は

適正に表示している」、「利益の処分に関する書類は法令に適合している」、「事業報告書は業務運

営の状況を正しく示している」、「決算報告書は決算の状況を正しく示している」というご意見を

賜っております。 

 これらの報告を踏まえまして、次のページ以降ですが、各表の説明を書かせていただいており

ます。基本的に左ページに概要の説明、右のページに概要の表をつけております。時間の関係も

ございますし、前回説明させていただいておりますので、簡単なご説明でご了承いただきたいと

思います。 

 貸借対照表につきましては、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、表示するものであります。概要の表をご覧いただきまして、①資産

の合計が 1,124 億円、②流動資産の合計が 109 億円で、資産の合計が①＋②、1,233 億円となっ

ております。負債につきましては③281 億円、資本の部の合計が④952億円。これが貸借対照表の

概要でございます。 

 損益計算書ですが、27 ページの表で説明させていただきますが、経常費用は①436 億円、経常

収益は⑦446 億円で、②の経常利益は⑦－①で 10 億円となっております。臨時損失は③13 億円、

臨時利益は⑧29 億円で、臨時利益マイナス臨時損失で 16 億円の利益ということになっておりま
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す。当期総利益ということになりますと、これに先ほどの②経常利益 10 億円を足した 26 億円と

いうことになります。 

 キャッシュ・フロー計算書、利益処分の内容、行政サービス実施コスト計算書、当期総利益の

内訳につきましては、説明を割愛させていただきます。 

 36 ページにまいりまして、附属病院の収支でございます。これは前回委員会で委員からご質問

いただいたことを受けまして、改めて説明させていただきます。37 ページの表で説明いたします

が、経常費用につきましては、合計で①232 億 9,200 万円、経常収益が⑤236億 4,100 万円で、経

常利益につきましては⑤－①で、②３億 4,900 万円となっております。ここまでは前回も説明さ

せていただいております。この経常利益の中身ですけれども、会計上の利益というのが２億円ほ

どございますので、現金の裏付けのある利益は１億 4,600 万円ということになります。 

 36 ページの下２行に戻りますが、先ほどの貸付金の話でございます。これは中期計画に基づく

収支見込で、平成 20 年度には４億９千万円、平成 23 年度には９億７千万円の貸付金の返済が生

じてくるということになっておりまして、18 年度はゼロであるものが、こういった形で出てくる

ということを認識しておく必要があるのではないかということです。 

 次に 41 ページにまいりまして、前回の委員会でご質問いただいた中身についての回答でありま

す。２点ございまして、１つ目が、「大阪市から法人に承継した診療報酬の未収債権は、平成 18

年６月１日現在、11 億円であって、平成 18 年度末では 38 億円だったということで、11 億円が回

収されずに 38 億円に増えたという印象を受けるけれども、中身はどうか」というご質問です。も

う１点が「保険診療分の２か月分が未収となっていることは理解できるが、窓口で支払われる分

を差し引くと、保健診療分の２か月分より若干多いと思う」というご質問です。 

これらにつきまして、法人に確認した内容をご説明いたします。確認内容の欄ですけれども、

財務諸表にございます、附属明細書の様式、国立大学法人会計基準の様式を準用しているもので

すけれども、その当期減少額を記載する様式となっておりませんので、当期増加額の欄に増加額

と減少額の合算を記載しているということです。現実の数字を申しますと、大阪市から承継した

11 億円につきましては、10 億５千万円を回収しておりまして、残りの５千万円を長期未収金とい

う扱いにしております。また、期末未収残高の 38億５千万円につきましては、附属病院収益 201

億円のうち、回収した 162 億５千万円を差し引いた額ということになっております。それから２

点目の質問については、年間収益 201 億円のうち、患者負担分は 34 億円となっておりまして、高

額医療等本人負担がないものがあるため、通常の自己負担割合の３割と合致しないということで

すけれども、201 億円から 34 億円を引いた 167 億円の２か月分相当が 28 億円であって、各保険

適用申請を内容調査等により保留しているものが 10 億円あるため、合計 38 億円が未収という形

になっているということであります。 

続きまして、43 ページにまいりまして、財務諸表の承認にかかる事務局の確認であります。確

認の方針ですが、評価委員会事務局といたしましては、合規性の遵守と表示内容の適正性の観点

から確認を行っております。 

確認の内容ですけれども、「提出期限は遵守されたか」ということにつきましては、６月 29 日

に提出されております。「必要な書類はすべて提出されたか」ということにつきましては、これも

提出されております。「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」ということにつきましては、考慮すべき意見はございませんでした。この他、記
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載すべき項目について、「明らかな遺漏はないか」、「計数は整合しているか」、「書類相互間におけ

る数値の整合はとれているか」、「運営費交付金に係る会計処理は適正か」、ということも含めて確

認させていただきまして、事務局のコメントですけれども、「以上によりまして、合規性の遵守と

表示内容の適正性について事務局として確認を行った結果、問題がない」ものと考えております。 

 45 ページに財務諸表の他の大学との比較をご参考につけさせていただいております。△が高い

ほど良く、▼が低いほど良いという意味でございます。公立Ａ大学は附属病院を持っている大学、

公立Ｂ大学は附属病院がない大学です。国立大Ａグループは欄外の注釈にございます。これらと

比較しております。流動比率は健全性を示すものですけれども、100％を超えておれば債務の支払

い能力があるものでして、大阪市立大学は 164.1％と高い値になっております。運営費交付金比

率は 37.7％で国立大学の平均よりは下回っております。人件費比率は若干多めで、一般管理費比

率は国立よりも低い、良い値になっております。外部資金比率につきましては、数値で比較する

と低い数値になっております。大阪市立大学につきましては、科学研究費補助金の獲得額は公立

大学中、最も高く、努力されているわけですけれども、この外部資金比率で言いますと、受託事

業費、受託研究収益、寄附金、こういったところが相対的に低い数字になっております。研究経

費比率、教育経費比率、経常利益比率、学生納付金比率、診療経費比率は大体平均的な数値とな

っております。 

大阪市立大学の財務状況につきましては、概ね平均的もしくは平均以上ということで、問題な

いと考えます。外部資金の比率につきましては、今申しあげた状況ですけれども、評価の中で、

外部資金の獲得強化について意見・指摘をさせていただいているところでございます。法人とい

たしましても、外部資金等獲得活用委員会を設置いたしまして、取り組まれておりますので、そ

の成果が期待されるところであります。ただ、この比較表につきましては、参考ということで、

年度にも差異がございますし、学部構成の違い、附属病院の有無などによりまして、かなり数値

が変わってきますので、単純比較は難しいと思いますが、経年比較を行うことにより、今後、経

営努力の成果の指標にはなってくるかと思われます。財務諸表関係の説明は以上でございます。 

（金森委員長） 

 栗原先生、ご意見ございましたら。 

（栗原委員） 

 中身の数字につきましては、監査も受けておられて、妥当である旨の意見もありますから、口

をはさむつもりはありませんし、財務諸表の比率についても、ご説明のあったとおり健全性につ

いても非常に優れていると思われます。ただ、外部資金の獲得については、課題も残っていると

いうことで、評価にもそのことは反映されていますので、これ以上は特にありません。 

 １点気になるのは、前回意見させていただいた表現のことですが、財務諸表そのものは市長に

も提出されて、表現を変えるとか、修正することは難しいんですよね。 

（山本課長） 

 法定の監査も受けられて、法人から市長あて提出されたという状況であります。 

（栗原委員） 

 そうですね。ですから今更という気もするんですが、財務諸表 12ページの、前回申しあげた貸

付金に関する附属明細書の表現方法ですけれども、欄外の注意書きの文言について、普通に読む

と、不良債権が残っているような印象を受けてしまうと思います。今から変更する余地がないの
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であれば、致し方ないと思いますが。 

 私も勉強不足で申し訳ないんですけれども、附属明細書の様式は、例えば長期借入金の場合で

すと、期首残高があって、当期増加、当期減少、期末残高とありますけれども、貸付金について

は、当期増加が 38 億ではなくて、ご説明いただいた内容では、病院収益が 200億円あって、その

中の回収された残りが 38 億円ということですね。そういう意味で言うと、当期増加額が 38 億円

という記載方法が誤解を招くような印象を与えてしまうと思うんですけれども。法律等に定めら

れた雛形がこういう様式なんですか。 

（山本課長） 

 国立大学法人会計基準に貸付金等に関する貸倒引当金の明細の様式が決まっており、それに準

じた様式となっております。 

（栗原委員） 

 会計に携わっている者から見ると、財務諸表の中で一番気になってしまうのは、貸付金とか未

収入金が不良債権になっていないかということで、注目してしまうんですけれども、ここでこう

いう注意書きの記載があると、どうしても不良債権が 11 億円残っているのではないかという印象

を与えてしまいます。修正できないということであれば、仕方ありませんが。 

（金森委員長） 

 ５千万円は不良債権ですか。11 億円のうち 10 億５千万円は回収されているわけですね。 

（山本課長） 

 不納欠損とまではいきませんが、長期未収入金となっております。 

（栗原委員） 

 この注意書きの書き方では、どうしても 11 億円がそのまま焦げついているように読んでしまい

ます。 

（金森委員長） 

 こういうご意見がでていることをお伝えいただければ。 

（山本課長） 

 公表はこれからになるわけですけれども、変えられるかどうかという問題もありますが、そう

いった誤解を招かないような工夫や次年度以降の取扱いなど、委員のご意見を説明させていただ

いて、対応をお願いしてまいりたいと考えております。 

（金森委員長） 

 ご注意はお伝えいただくということで、他にご意見ございませんでしょうか。それでは、市長

に財務諸表の承認についての委員会の意見を述べないといけないわけですが、「意見なし」という

ことでよろしいでしょうか。それでは、そういう取扱いとさせていただきます。 

 では次は剰余金の承認の関係ですけれども、ご説明お願いします。 

 

議題３ 平成１８年度剰余金繰越の承認にかかる意見について 

 

（山本課長） 

 47 ページからのご説明ですが、この資料３につきましては、平成 18 年度第２回委員会と前回

７月 18 日の委員会でもご説明させていただきましたが、参考としてご確認いただければと思いま
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す。ポイントとしましては、48 ページの四角囲みにございますように、「計画通りに事業を実施

すれば収支は均衡する」という性質でして、「法人が行うべき事業を行ったうえでの剰余金は原則

として経営努力認定」することとなっております。 

 資料３－２でございますが、剰余金の内容等につきましてご説明させていただいております。

１つ目が剰余金の位置付けでありますが、公立大学法人の主たる事業は教育、研究及び診療であ

り、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ます。そして、剰余

金につきましては、損益計算において収益から費用を差し引いた差額でございますが、法人の創

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。そういうことで公立大学法人における剰余金の位置付けは、株主に対する利益配分に充てる

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

とされております。 

 剰余金繰越の承認手続きでございますが、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。 

 剰余金の概況でありますが、49 ページに書いているのは、先ほど損益計算書の中で説明させて

いただいた内容と同じでありまして、当期総利益としては 25 億 8,000 万円生じております。法人

からはその全額を承認してほしいという申請が出ております。その主な内容ですけれども、50 ペ

ージにございますように、法人移行時限りの剰余金が 15 億 4,500 万円となっておりまして、法人

に承継した未収附属病院収入 10 億 4,900 万円、法人に承継した棚卸資産４億 9,600 万円でござい

ます。 

 それから会計上の利益ですが、公立大学法人における会計ルールによるものとして、附属病院

収入などで固定資産を購入した場合、初年度は収益に対して費用計上が小さいことにより、現金

の裏付けのない、会計上の利益が生じまして、これが２億 6,100 万でございます。 

 それから経営努力による利益が７億 7,400 万円でございます。これにつきましては、決算報告

書から数字をあげておりまして、経営努力による利益の内訳としまして、プラス要因、マイナス

要因とまとめさせていただいております。51 ページの③でございますが、プラス要因－マイナス

要因で 10 億 6,600 万円が黒字というような形になっております。大きなものとしましては、附属

病院の差引、人件費の節減というようなものがあります。また、寄附金等の次年度繰越もござい

まして、現金の裏付けのある利益としましては、７億 7,400 万円となっております。 

 これを受けまして、剰余金繰越の承認について（案）を 53 ページにつけさせていただいており

ます。当期総利益総額としましては、25 億 7,982 万 7,516 円で、法人からは 54 ページにありま

すが、申請が出されております。 

 承認にあたっての事務局としての確認事項といたしましては、四角囲みにこの間の議論経過を

記載しておりまして、18 年度の第２回委員会の議事要旨でございますが、国立大学では学生数が

定員を満たしているかどうかが行うべき事業を行っているかどうかの判断基準になります。「経営

努力のポイントとして、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」、それから、２点目は「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のはやり過ぎであり、全体と
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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」。こういったご意見を受けま

して、我々事務局としまして確認を行っております。１点目については、大学全体の学生収容定

員充足率は 106.6％ということを確認いたしております。２点目については、委員会の議論とし

ても平成 18 年度における中期計画の進行状況としては、「全体的に順調に進んでいる」と考えて

いるところです。 

これらによりまして、事務局としては、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、「法人からの申請どおり全額承認すべき」と考えております。説明は以上で

あります。 

（金森委員長） 

 最後の議題となりましたが、剰余金約 26 億円を市長が承認するにあたり、本委員会の意見を述

べるということになっております。 

 分かりにくいのですが、現金の裏付けのあるもの 7 億円と臨時の利益とは、区別しないという

ことでよろしいわけですね。 

（吉川委員） 

 損益計算書上の総利益ですね。分かりやすいですけれども、国立大学はキャッシュの裏付けの

あるもの、最近はフリーキャッシュと言われてて、計算も非常にややこしいです。損益計算書で

利益がこれだけであるということで、算出しますけれども、それとはまた別の計算をしないとい

けないことになっております。例えば損益計算書で全体の利益が６億円あっても、実際キャッシ

ュが１億円しかないないという計算結果になると、１億円しか剰余金として認めてもらえないと

いうことになっております。 

（金森委員長） 

 残りの部分は帳面上の利益ということですね。 

（吉川委員） 

 そうです。しかし、法人は勝手に使ってはいけないんです。中期計画が終わった時点で国に返

すのではないでしょうか。国がどうするつもりかは分かりませんが、損益計算書上の利益はどん

どん積みあがっていってますね。 

（金森委員長） 

 かなり難しい問題ですけれども、ここでは全部を法人に任せるというものになっております。 

（吉川委員） 

 国立大学では会計検査院がありまして、また別の基準で監査等あるわけですけれども、市の場

合は市の監査部局が監査するというものはありませんか。法人に任されているわけですか。 

（京極経営企画監） 

 必要と認めれば、監査の対象にはなりますけれども、今のところ行う予定は聞いておりません。 

（柄池課長） 

 法人化いたしましたので、そこまで市の監査が入るというのは、決まっておりません。 

（金森委員長） 

 国立大学の非常にややこしい状況を聞いておりましたので、気になっておりましたけれども、

ここでは全体的に経営努力を認めて、剰余金を全額承認するという形になっておりますね。内訳

をどうするかというのは難しい問題ですが、この中のある部分を経営努力によるものではないと
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認定すると、どうなるわけですか。 

（吉村部長） 

 49 ページに記載しておりますが、２番目の承認手続きの下段、「なお、」以下の文章ですが、承

認した以外の部分は、積立金として整理しまして、市に返してもらうことになっております。53

ページの承認の案の下に書いておりますように、法人移行時限りの剰余金というのは、法人に承

継させたものですから、法人が使うもので、それを返せというのは、なかなか論理的に難しいと

いうことと、減価償却費相当分の会計上の利益というのも、返してもらうというのは実際上難し

いと考えております。国立大学は厳密に経営努力の部分のみを見ておられると承知しております

けれども、他の公立大学の制度等の関係もございますが、全体を承認しているという事例も参考

にして、今回こういう案をお示ししたということでございます。 

（金森委員長） 

 結論に文句を言うつもりではなくて、何のためにこれをやるのかということがよく分からなか

ったものですから。決算報告とあまり変わらないものですね。 

 減価償却費相当の利益というのは、現金の裏付けがないわけですね。今後は減価償却費をどう

されるわけですか。本当は減価償却費というのは積み立てておくものですよね。 

（山本課長） 

 民間の企業でしたら、そういった部分を積み立てておいて、次の固定資産を買うお金に充てて

いくということになりますが、大学法人について申しますと、買った固定資産で収益をあげると

いうことがないという前提ですので、積み立てて次の固定資産を買うという想定はされてません。 

（金森委員長） 

 建物は市が建ててくれるという前提ですか。 

（山本課長） 

 現実にそうなるかどうかは分かりませんが、会計の考え方はそういう形になっております。他

の公立大学の例も見ておりますと、同じような考え方で処理されております。 

（細見委員） 

 現金ベースで７億円ほどあるわけですが、これがいわゆるフリーキャッシュと言われているも

のですか。このお金の扱いはどうなるわけですか。次の年に使えるようになるわけですか。 

（金森委員長） 

 承認されれば使えることになります。会計制度の難しいところがありますね。 

（吉川委員） 

 大丈夫なのかなという一抹の不安はありますね。後からやっぱり返せと言われても対応できま

せんからね。 

（金森委員長） 

 民間の会社と違う取扱いですから、難しいですね。 

 それでは、剰余金繰越の承認について、この案でご承認いただければと思いますが、委員会と

して「意見なし」ということでよろしいですか。それでは、そういう取扱いとさせていただきま

す。 

（上野谷委員） 

 直接議題に関わらない話ですけれども、法人に移行する前にきれいな校舎を建てておいてあげ
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ればよかったですね。あの古さでは自浄努力もままならないでしょうし。36 年前の家政学部のお

手洗いがそのまま現在でも使われているというのは、簡易にはしてありますけれども、バリアフ

リーどうこうというレベルの問題ではないですね。本当に建物の関係はいろんな問題があります

ね。それが市民の皆さんにどれだけ分かっていただけるかというのがこれからの経営努力と教

育・研究に対する努力にかかってきますね。 

（京極経営企画監） 

 理学部の施設につきましては、市の方でもいろいろと工夫しながら計画・調査など行っている

ところでして、我々も認識はしております。耐震の問題もありまして、耐震の調査は終わってま

すが、必要なものはやらないといけないわけですから。 

（上野谷委員） 

 ソフトも大事ですけれども、一定程度のハードは必要ですから。 

（京極経営企画監） 

 大学とも話をしながら進めておりまして、あまりその部分はお金がないからとも言えませんか

ら。 

（上野谷委員） 

 研究費もそうですけれども、学生の良好な教育環境というハードも大事ですからね。 

（金森委員長） 

 他に何かご意見等ございませんでしょうか。 

（細見委員） 

 評価結果案の中で、誤字とかがありまして、10 ページの全体的評価の２行目で、「次のような

特筆すべき取組みを行われた」とありますが、「取組みが」ではないでしょうか。 

（上野谷委員） 

 そうですね。そこは「取組みが」でしょうね。 

（細見委員） 

それから、「措置」についてはもう少し考えていただくということでよろしいですね。 

（金森委員長） 

 先ほど議論しましたが、標題といいますか、項目につきましては中期計画に対応させるために

そのままで、文章の中で使われているものは、「取組み」というようにいたします。 

（細見委員） 

 それと、評価の中身で例えば 13 ページの四角の枠の中、評価の文章の最後に「総合的に勘案し、」

となっておりますが、「総合的に勘案すると、」ではないでしょうか。 

（金森委員長） 

 「勘案すると、」では口調が厳しくなるような感じもしますし、勘案しなければ順調に進んでい

ないのかと、変な見方をされても困りますので。 

（細見委員） 

 評価の文章は１つの文章で長くて読みにくいので、例えば、「項目の大半に取り組んでいる。ま

た、」といったん区切った方が分かりやすくていいと思います。 

（金森委員長） 

 その辺はまた調整いたします。 
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（細見委員） 

 委員長にお任せします。 

（吉川委員） 

 前回よりもかなり簡潔になりましたよね。 

（金森委員長） 

 最後に事務局の方から何かございますでしょうか。 

（吉村部長） 

 経営企画監からご挨拶させていただきます。 

（京極経営企画監） 

 最後でございますが、評価を実質的には今日で仕上げていただいて、お忙しい中、多大なご尽

力を賜りまして、ありがとうございました。 

 本日ご審議いただきました評価につきましては、最終調整を行いまして、その後、９月末頃を

予定に、金森委員長から市長への評価結果報告、そして法人への通知という形で行ってまいりた

いと考えております。 

 それから財務諸表と剰余金の繰越につきましては、本日、市長あて提出という形で、委員会の

ご意見を踏まえて、市の方で処置してまいります。 

 また、上野谷先生からもいろいろとお話いただきました、大学と市との関係ですけれども、先

日、市長と学長をトップとする新時代パートナーシップ協議会を設置いたしました。これによっ

て、相互の連携をより緊密にしてまいりまして、それぞれの課題、特に大学の改革、経営改善、

また施設の整備など、こういった場を通じて意思疎通を図りながら進めてまいりたいと考えてお

ります。今後も本委員会でのご議論も踏まえて、大学への支援に努めてまいりたいと考えており

ます。 

 この間の委員の皆様方のご尽力に、厚くお礼申しあげますとともに、引き続きのご指導、ご協

力をお願い申しあげまして、閉会にあたりましてのご挨拶とさせていただきます。どうもありが

とうございました。 

（金森委員長） 

 それではどうもご苦労様でした。 


