
平成２９年度 第４回大阪市公立大学法人評価委員会 

 

○委員会の概要 

日 時：平成29年９月４日（月）午後１時30分～午後２時55分 

場 所：大阪市役所 屋上（Ｐ１）階 会議室  

出席者： 

【委 員】馬場委員長職務代理者、桑原委員、竹村委員、田辺委員、眞下委員、

宮本委員 

【大 学】赤井大学戦略室長兼法人運営本部事務部長、柴山戦略拠点担当課長、

緒方財務課長、浅井庶務課長、大槻経営企画課長 

平井医事運営課長兼情報システム課長ほか 

【大阪市】小西大学支援担当部長、森山大学支援担当課長 

牛尾大学支援担当課長代理 ほか 

 

 

（小西大学支援担当部長）  

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29年度第４回大阪市公立大学法人評価委員会を開催いたした

いと存じます。 

 本日でございますが、楠本委員長がご欠席のため、職務代理者として馬場委員

に委員長職務をお願いいたしたいと思います。それでは早速でございますが、馬

場委員、議事進行をよろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 どうぞよろしくお願いいたします。本日の評価委員会でご議論いただく議題は、

ここの次第にもございますように、４つとなっております。 

 １番目は、平成28年度業務実績評価に関する評価結果についてでございます。

これに関しましては、本日確定させていただきたいと考えております。２番目は、

平成28年度財務諸表の市長承認に対する意見具申について、３番目は、平成28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ございます。そして、４番

目が、第二期中期目標期間における業務実績の評価方法等についてです。これら
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についてご議論いただきたいと考えております。 

 それでは、最初の議題に入らせていただきます。 

 平成28年度業務実績の評価結果（案）につきましては、前回杉本キャンパスに

お伺いしまして理事長以下、理事の方々と意見交換させていただきました。その

内容を踏まえまして、事前に委員の皆様方にもご意見をお聞きしながら事務局で

評価結果をまとめさせていただいております。 

 本日の評価委員会で評価結果を基本的に確定いたしまして、修正が少しであれ

ば、私と事務局で調整させていただきたいと思っております。その後、速やかに

事務局を通じて法人に通知いたしまして、市長への報告を行わせていただきたい

と思います。 

 それでは資料１－１「平成２８年度業務実績に関する評価結果（案）」につい

て、事務局から説明をお願いしたいと思います。 

（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。前回、８月21日の評

価委員会の後、当評価委員会でのご審議を踏まえまして評価結果（案）を修正い

たしまして、事務局から委員の皆様へ送付させていただいたところでございます。 

 その案に対しまして、短い期間で大変恐縮でございましたが、委員の皆様から

改めていただきましたご意見を反映させ、再度修正を加えさせていただきました。

それがお手元にございます資料１－１でございます。先日、送付いたしましたも

のから、ご意見を踏まえまして加筆修正した箇所に網掛けをしております。本日

は修正した箇所を順にご説明させていただきたいと存じます。 

 まず、８ページ目でございますけれども、項目別評価の大項目、「１ 教育研

究等の質の向上を達成するための措置」のうち、「（４）国際化に関する措置」

の項でございます。真ん中やや下になりますが、留学生の教育支援に関して、前

回の評価委員会で留学生の教育支援の効果向上を目指した観点からご意見をいた

だきました。その内容につきまして、記載の文章を追加させていただいておりま

す。 

 続いて９ページの「（５）附属病院に関する措置」の項になります。病院経営

の改善に関しまして、前回の評価委員会で管理会計システムを導入してさらなる

効果発揮を求めた観点からご意見をいただきました。そちらにつきまして、記載



－3－ 

の文章を追加しております。 

 続きまして10ページ目、大項目で申しますと「３ 財務内容の改善に関する措

置」の項になります。外部資金の獲得と支援体制にかかわりまして、複数の委員

の先生方からいただきましたご意見、ご指摘をまとめて記載してございます。研

究系外部資金の重要性、そのためのＵＲＡ活動の重要性を踏まえて、市大法人の

これまでの取組について一定のご評価をいただきながら、外部資金の獲得につな

がる今後さらなる取組の必要性、それから取り組んでいくに当たりましての留意

点につきまして、ご意見を頂戴いたしました。それらを取りまとめまして、記載

の文章を追加させていただいております。 

 その次は11ページになります。大項目で申します「４ 自己点検及び評価並び

に情報公開等に関する措置」の項でございます。コンプライアンスの徹底にかか

わりましてご意見をいただいております。獲得しました外部資金の執行管理に当

たっての留意点についてへのご意見でございます。記載の文章を追加させていた

だきました。このほか資料レイアウトに関するご意見や誤字脱字のご指摘もいた

だいておりますので、適宜資料修正を加えさせていただきました。一つ一つの説

明につきましては、省略させていただきます。 

 続きまして、資料１－２、「平成28年度業務実績に関する評価結果概要

（案）」につきましてご説明申し上げます。こちらは今ご覧いただきました資料

１－１の評価結果（案）の内容につきまして、概要として１枚に取りまとめさせ

ていただいたものでございます。 

 上の段の左側、「評価にあたって」といたしまして評価にあたりましての基本

的な考え方。資料１－１の評価結果書でいきますと１ページ目の上のほうになり

ますが、そちらについてまとめて記載しております。それから右側、「評価の流

れ」といたしまして地方独立行政法人法に則った評価のフローを記載しておりま

す。 

 下の段には評価結果の概要を記載しております。左側の項目別評価では５つの

大項目それぞれにつきまして、資料１－１の評価結果（案）から主な取組事項、

主な意見・指摘事項についてまとめて記載しております。主な取組事項が◯、主

な意見・指摘事項が※をつけて記載してございます。資料１－１の評価結果

（案）でいきますと、６ページから11ページに記載しております内容をこちらに



－4－ 

まとめてございます。また、それぞれの項目につきまして、その評価につきまし

てＡ評価、Ｂ評価について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右側に移りまして、全体的評価をまとめております。こ

ちらは資料１－１の評価結果書でいきますと、３ページから５ページの内容につ

いてまとめてございます。項目別評価を受けまして、全体として順調に進捗して

いると記載させていただいております。 

 その下の文章は、評価結果の全体的評価のうち、重点的取組事項について、そ

れから重点的取組事項以外の主要な取組について、また、主な指摘事項等から評

価結果を抜粋して記載させていただいております。 

 説明は以上になります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。今、事務局からご説明いただきましたけれども、まず

評価結果の案について、いろいろなご指摘について具体的に検討していただいて

ご意見をいただいたと思います。これについて、ご指摘された方も含めて、意

見・指摘事項について何か補足等ございましたら、お願いしたいと思います。 

 何人かの意見を事務局で取りまとめていただいたものもございますし、これに

ついては当該の委員の方に一応確認もさせていただいていると伺っております。 

何かございましたらお願いいたします。 

（田辺委員） 

 ９ページに「病院経営の改善」ということで、前回杉本キャンパスでお尋ねし

たことについてご記載くださっているのですが、私の意図といたしましては分析

していただきたいのではなくて、情報の活用や対策をタイムリーに講じてくださ

いということですので、「分析の実施について」のところに、例えば「分析の実

施及び情報の活用」であるとか、「その分析の結果を生かした取組」であるとか、

何か加えていただけたらと思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。今のご意見もある意味当然のご意見ですので、修正

をお願いできますか。よろしくお願いします。 

 そのほか、何かございませんか。特に11ページのコンプライアンスのところは、

外部資金というのは契約に基づいての場合が非常に多いので、適正に使われてい
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るということも重要なことなのですね。やっぱり契約は契約できっちりと遵守さ

れているかどうかという点も、おそらくこれからは必要になってくると思います。

そういう意味では公正な管理という中にはそういうものも含めていただいて。 

（竹村委員） 

 そうですね。この記載は外部資金についての情報公開に重きを置くのか、それ

とも資金の執行のほうに重きを置くのかというので解釈が若干違ってくるのでは

ないかと思います。外部資金を獲得されていることについて、今後外部からチェ

ックをされるということもあるでしょうから、コンプライアンス上の問題と外部

資金の獲得と執行の問題とどちらに書くのがよいのかという問題もあると思いま

す。私として獲得だけではなく執行に注意をして、その後の姿勢についても取組

を強化していただきたいという趣旨でお話をしたつもりです。あとは３のところ

に書くのがよいのか、４のところに書くのがよいのか。 

（馬場委員長職務代理者） 

そういうことですか。３といいますのはどこになりますか。 

（竹村委員） 

 ３の外部資金のところです。財務内容の改善に関する措置の外部資金獲得と資

金体制の意見とするべきなのか、情報公開としてコンプライアンスの徹底に置く

のかということですけども。事務局がこちらに置かれた理由は。 

（森山大学支援担当課長） 

 もともと大項目の４は確かに情報公開を前面には出しているものの、情報公開

も含め、広くコンプライアンスの確保に関することが記載されております。外部

資金というキーワードでは確かに研究にも関連いたしますけれども、３に記載し

ますと研究成果を出すことに着目した項目になりますので、むしろ竹村委員がお

っしゃたように、情報公開だけにとどまらず全般的なコンプライアンスの徹底と

いう観点から４に記載するのがふさわしい項目ではないかと考えまして、こちら

に記載させていただいております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 今のご説明でよろしいでしょうか。では記載箇所としてはこちらということで

決めさせていただきます。外部資金については、今おっしゃったように契約があ

ると公開できない部分もおそらく出てきます。公開する場合には、契約した相手
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の了解をとる必要が当然出てきます。特に共同研究などは、国の場合は別ですけ

れども、民間資金が入った場合には勝手に公開すると逆に契約違反で訴えられる

こともありますので、その辺も含めてこれからはコンプライアンスの必要性が増

してくると思いますのでその点もご留意を。公正という意味がすなわち公開では

ないと思います。何かよい言葉があればよいのですが。一番簡単な言葉で言うと、

適切な管理ということになると思いますが、少しぼんやりし過ぎるかもしれませ

ん。この記載について、言葉だけこちらで検討させていただいてよろしいでしょ

うか。よろしくお願いいたします。 

 10ページの記載については、おそらく何人かの意見をまとめていただいたと思

いますので、これで差し支えなければ終わらせていただきたいと思います。ご意

見、ご指摘いただいたものについては、補足なども含めてこれでよろしいでしょ

うか。そうしましたら、この件に関しましては先ほど指摘いただいた細かい点に

ついては、いったん事務局と私にご一任いただいて確定させていただきたいと思

います。ありがとうございました。 

 それと、今回初めて出てきた資料ですが、資料１－２で資料１－１の内容をま

とめていただいております。少しご覧になっていただきまして、何かご意見ござ

いましたらお願いしたいと思います。全体をまとめたもので特段何かをつけ加え

たり、変えたりということはないと思いますので、ご一読いただいて何かござい

ましたら、メールなどでご意見いただければこちらで処理をして確定させていた

だくという取扱いでよろしいでしょうか。では、そういう形にさせていただきた

いと思います。ありがとうございました。 

 議題１については以上でございますが、一部修正を加えました後事務局を通じ

て市長に報告させていただくということにいたします。ありがとうございました。 

 それでは、２つ目の議題に入らせていただきます。平成28年度の財務諸表につ

きましては、８月21日の評価委員会で説明がございました。平成28年度の財務諸

表、そして平成28年度剰余金繰越の２点について市長の承認が必要ですけれども、

その承認に当たりまして評価委員会から意見を述べることになっております。そ

の意見を参考にしていただいて、市長のほうで承認するかどうかを決めていただ

くという手続になっております。 

 まず、この財務指標に関しまして事務局から説明をお願いいたします。 
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（森山大学支援担当課長） 

 それでは、平成28年度財務諸表の市長承認に対する意見具申につきまして、お

手元の資料に沿ってご説明申し上げます。なお、参考といたしまして、別冊１と

して平成28年度財務諸表をお配りさせていただいておりますので、適宜ご参照い

ただければと存じます。 

 それでは、資料２－１「平成28年度財務諸表の概要について」をご覧いただけ

ますでしょうか。「１公立大学法人の財務諸表」と題しまして記載してございま

す。公立大学法人には市民その他の利害関係者に対して、財務・財政状態や運営

状況に関する説明責任を果たして、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法令で義務づ

けられております。公立大学法人は事業年度の終了後３カ月以内に財務諸表を設

立団体の長に提出することが規定されておりまして、本年６月29日付で大阪市長

あて提出を受けております。それを受けまして、市長は当評価委員会のご意見を

伺った上で、財務諸表の承認を行うこととされております。 

 なお、財務諸表の提出にあたりまして、監事の監査と会計監査人の監査を受け

ることが義務づけられております。平成28年度の財務諸表の提出に際しましても

監査を受けておりまして、会計監査人並びに監事の監査報告書の意見部分を抜粋

のうえ、資料に記載しております。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のご意見を監事、会計監査人双方から受けているとのことで

ございます。財務諸表の具体的な内容につきましては、前回８月21日の評価委員

会におきまして、参考資料としてお配りいたしました平成28年度財務報告書によ

りご説明させていただきましたので、本日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。財務諸表の承認にあたり、事務局におきまして合規性の順守と表示内容の適

正性の観点から確認を行いました。なお、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おりますため、主要な計数等についての確認と

させていただいております。 

 まず、提出期限と必要書類の確認につきましては、必要書類の全てが期限内に

提出されておりますので、問題はございませんでした。 

 次に、会計監査人及び監事の監査報告書におきまして、財務諸表の承認に当た
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り考慮すべき意見がなかったかどうかについて確認をいたしましたところ、考慮

すべき意見は特にございませんでした。 

 以上によりまして、合規性の順守と表示内容の適正性について、事務局として

確認を行いました結果、平成28年度財務諸表につきましては問題がないものと考

えております。 

 続きまして、大阪市立大学の財務状況をご説明させていただくに当たり、参考

といたしまして他大学の財務諸表との比較表を作成いたしました。そちらが資料

２－３でございます。大阪市立大学が法人化を実施いたしました平成18年度以降

11年間の推移と、他の公立大学や日本の基幹大学と言われております国立大学グ

ループの数値、入手可能な最新の数値でございますが、平成27年度平均を記載し

ております。この指標は文部科学省において国立大学法人の財務分析を行う上で

用いられております指標を参考にしております。 

 なお、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数値も

お示ししております。ほかの公立大学との比較に当たりましては、附属病院を有

する総合大学としての比較対象として、※１の名古屋市立大学をご参照いただけ

るかと存じます。また、セグメント別で比較する対象といたしまして、大学セグ

メントにつきましては、※２の首都大学東京、附属病院セグメントにつきまして

は、※３の横浜市立大学がご参照いただけるものと存じます。法人全体につきま

しては、※４の国立大学グループ平均もご参考にしていただけるかと存じます。

一番右端の欄には、大阪府立大学につきましても、セグメント別で記載させてい

ただいております。 

 大阪市立大学のセグメント別の特徴といたしましては、運営費交付金比率につ

いて診療収益を有する附属病院セグメントが大学セグメントに比べて低くなって

おります。その運営費交付金比率でございますけれども、平成28年度では23.8％

となっております。これは法人化以降運営費交付金が減少しております一方で、

受託研究費など外部資金の獲得に取り組んできた結果、財源の多様性が向上して

いるものと考えております。 

 次に、受託研究などの収益比率を示す外部資金比率についてでございますが、

こちらは大学セグメントのほうが高くなっております。外部資金の獲得につきま

しては、前年度までに引き続き進めておりますけれども、28年度は大型の受託事
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業が終了になったこともございまして、大学セグメントにおいてわずかながら減

少となっております。 

 続きまして、全業務費に占める主要な経費の割合でございますけれども、人件

費、一般管理費につきましては、多額の診療経費を必要とする附属病院セグメン

トが大学セグメントに比べて相対的に低くなっております。流動比率につきまし

ては、昨年度から下回ってはおりますものの、他の公立大学よりも良好な状態に

あると言えると存じます。一番下の経常利益比率につきましては、27年度の

0.2％から28年度は0.6％に改善しております。これは大学セグメントにおいて、

27年度のマイナス0.5％から28年度は1.4％に改善したことによるものでございま

す。以上が、法人全体に関しての説明でございます。 

 続きまして、セグメント別で申し上げますと、大学セグメントに関しましては、

人件費の業務費に占める比率につきましては、27年度66.7％から28年度67.9％に

増加しております。これは退職手当の減などがございます一方、27年度10月から

標準報酬制へ移行したことに伴います共済負担金が増加したことなどによるもの

でございます。 

 また、教育経費比率におきましては、他大学と比べますと低めとなっておりま

す。これは教育関連施設の減価償却費が少ないことも一因ではございますものの、

同じ公立大学で医学部を有する名古屋市立大学と比較していただきますと、同程

度となってございます。 

 それから、外部資金比率に関しまして、昨年度と比べますと若干減少はしてお

りますものの、これは先ほども申し上げました大口の受託研究が終了したことに

伴って受託研究等収益がわずかながら減少したことによるものではございますけ

れども、件数自体は増加しておりますため総じて微減となったところでございま

す。今後、活発な教育研究活動のためにも、国の資金獲得でありますとか、産学

官連携の活発化に向けて引き続き一層の取組を進めていただきたいと考えており

ます。 

 続きまして、附属病院セグメントに関してでございますが、こちらは診療経費

比率が前年度から増加いたしまして、27年度の62.6％から28年度は64.3％と1.7

ポイントの増加となっております。これは附属病院収益が3.7億円増加した一方

で、診療材料費の増加に加えて減価償却費が増加したことによりまして、診療経
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費が7.8億円増加したことによるものでございます。 

 なお、こちらの資料の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27年度決算のデータでございますため、附属病院の28年度の指標とは単純に

は比較できないところではございますけれども、引き続き国公立大学附属病院の

経営状況について、その動向を注視していく必要があると認識してございます。 

 また、附属病院におきましては、今後も過去の設備投資に伴う減価償却費の負

担継続が見込まれますことから、さらに収益性を向上させまして安定的な病院運

営に努めながら、高度先進医療の提供や、医療人の育成を初めとする地域医療へ

の貢献にも尽力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。ご審議、どうぞよろしく

お願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。これ財務諸表に関することですので、田辺先生から

何かございましたらお願いできますか。 

（田辺委員） 

 事務局から詳しくご説明いただいているところですけれども、私からも少し意

見を述べさせていただきたいと思います。 

 大学、附属病院ともにプラスということで、これまでお聞きしてきました法人

の努力の成果が数字にあらわれているものと認識しております。特に附属病院で

は診療報酬の改定がマイナス要素とお聞きしておりますけれども、利益を計上さ

れており、病床利用率も高く、平均在院日数の短縮であるとか、手術件数の増加

であるとか、具体的に努められたものがあらわれていると思います。 

 また、業務実績評価では、MedCity21の健康診断受診者数の目標を満たすとい

うところで、唯一項目別評価が２となっておりますけれども、MedCity21につい

ても収支が年々改善してきているとお伺いしておりまして、収支が合うようにな

る日も近いのではないかと思いますので、すごく努力されていると思います。 

 また、参考資料２－２に予算との比較がございますが、教育研究経費が予算と

比較しますと８億円の減という２割近い減少した点が数字的には気になりました

のでご説明を求めさせていただきました。こちらにつきましては、市からの施設

費収益を財源にした施設整備が実施されなかったことが１点ありまして、そのほ
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かには計上区分の変更であるとか、授業料の一部を財源とした固定資産の取得で

あるとか、会計上での処理の仕方によって差が生じたものということであります

ので、特段教育研究活動が予定外にできなかったものではないということで、実

施された結果を反映した数値であると考えております。 

 また、先ほどもご説明がありましたが、教育経費比率がほかの大学よりも低い

傾向が続いているという点については、附属病院がある場合には低くなるという

のも一因ですけれども、ほかに教育研究支援経費の区分について大学間で若干差

があるということも要因だとはお聞きしていますけれども、大きな要因としてご

説明を受けたのが、他大学と比べて施設整備が遅れているため、これに伴う減価

償却費や修繕費の計上が少ないこととお聞きしましたので、施設整備が遅れてい

ることが競争力の低下につながらないのかというのは懸念もございますが、計上

されている数字としては実体を反映していると認識いたしました。 

 そのほかは、ご説明がありましたとおりで、これまでお聞きしてきました法人

の取組と整合していると思いますし、財政状態についても特に問題はないと考え

ます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 施設整備というのは、病院ではなくて大学の施設整備ですか。施設整備が遅れ

ているというのは。 

（森山大学支援担当課長） 

 遅れているといいますか、またキャンパスプランに合わせまして、今後も順次

やっていきたいと思っておりますが、病院だけではなく大学全般のことです。 

（馬場委員長職務代理者） 

 施設整備が遅れると、色々なところにボディブローのように効いてくる可能性

がありますので、あまり短期的な節約をすると後で痛い目にあうという可能性は

あります。それと少し変な質問ですが、病院に対する運営費交付金については、

基本的には交付額をゼロにするのが、どこの病院でも目標ということなのでしょ

うか。つまり、病院会計で自立するということは、すなわち運営交付金をゼロに

するということなのか。ただ、公立の病院ですから、そこへ全く支援しないとい

うのも変な話かなと思って質問いたしました。何か目標のようなものは特にない

のですか。 
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（西浦大学支援担当課長代理） 

 すみません、大学支援担当課長代理の西浦と申します。病院セグメントについ

てですが、基本的に病院会計というのは、病院の中での収益で賄っております。

運営費交付金で交付しておりますのは、いわゆる政策医療といわれます高度医療

であるとか先進医療であるとか、そういった収支が均衡しないところに対しての

交付金になっております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。何となく私のイメージでは、赤字を補填しているのか

なと思ったものですから、今のような質問をさせていただいたのですが了解いた

しました。そのほかこの財務関係についてのご意見ございますか。感想でも結構

ですが、私の先ほどの質問も感想に近いのですけれども。 

（宮本委員） 

 単純な質問なのですけれども、上の運営費交付金比率と外部資金比率とを足し

ますと、大学の場合は28年度の場合は55.1％と10.4％で65.5％ですよね。残りの

35％ぐらいは、これは授業料ということですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 お見込みのとおりでございます。 

（宮本委員） 

 そうですか。時系列的にいうと授業料比率というのはどうなっているのでしょ

うか。 

（森山大学支援担当課長） 

 年次を追ってということでございますか。昨年度までと比べましてということ

でございますね。 

（宮本委員） 

 例えば最初の18年度と比べるとどのくらい変わったのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

 今すぐで申しますと、手元に参考資料３の８ページに円グラフがございまして、

28年度の分は右側のグラフを見ていただきますと、運営費交付金収益、それから

学生納付金の収益、受託研究の収益ということで、収益別に円グラフがございま

す。また、上の表に目を移していただきますと、総収益の表の経常収益の２つ目
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に学生納付金の収益がございます。 

 昨年度と比較いたしますとほぼ横ばい、若干プラスという状況でございますが、

委員ご指摘の18年度との比較が手元にはございません。 

（宮本委員） 

 今すぐでなくてもいいのですが、傾向的には増えているのでしょうか。大体同

じような感じなのでしょうか。 

（緒方財務課長） 

 割合は出していないのですが、金額ベースでいきますと52億円から50億円とい

うような形で、微減傾向にあると認識しております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 トータルでいけば運営交付金は当面減ってきているということですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね、平成18年の独法化のときに比べますと交付金は減ってきておりま

す。 

（馬場委員長職務代理者） 

 10％くらいは減っているのですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 20％ほど。 

（馬場委員長職務代理者） 

 20％くらい減ってきている。ということはそれに見合うだけの外部資金比率が

なければいけないということですね。 

（宮本委員） 

 感じとしては学生が増えているのではないかと思えますね。 

（馬場委員長職務代理者） 

 パーセンテージとしても増えている。金額はあまり変わってないけれども、パ

ーセンテージとしては増えていっているという認識で間違いないですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そういう意味では独法化のときに比べまして、法人のほうで受託研究も含めた

外部資金の獲得に随分と尽力いただいて、項目的にはシフトするよう努めていた

だいていると認識しております。 
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（馬場委員長職務代理者） 

 ここ５、６年で入学定員が変わったという話は聞いておりませんので、授業料

が変わらない限り納付金は上がらないですよね。 

（宮本委員） 

 国立大学の学生納付金の割合はどんな感じですか。 

（馬場委員長職務代理者） 

 すみません、ちょっとパーセンテージまでは覚えていないです。 

（宮本委員） 

 これも傾向的には減っているのでしょうか。 

（馬場委員長職務代理者） 

 はい、もちろん減っています。そのほかよろしいでしょうか。ありがとうござ

いました。そうしましたら、財務指標につきましては評価委員の委員会の総意と

して承認させていただくということで始末をつけさせていただきます。ありがと

うございました。 

 それでは、３番目の議題に移らせていただきます。平成28年度の剰余金の繰越

について事務局から説明をお願いします。 

（森山大学支援担当課長） 

それでは議題３「平成28年度剰余金繰越の市長承認に対する具申について」を

お手元の資料に沿ってご説明申し上げます。 

 資料は３－１「平成28年度剰余金繰越の承認について（案）」をご覧いただけ

ますでしょうか。こちらに記載した内容を含めてお示しするものといたしまして、

その次に資料３-２「平成28年度剰余金繰越の承認の考え方について（案）」を

作成しております。 

 まずこちらでご説明をさせていただきますと、冒頭に記載しております地方独

立行政法人におきます剰余金の位置づけについてご説明申し上げます。法人が効

果的かつ効率的に事業を実施して、収益増や費用節減などの創意工夫、努力によ

って剰余金が生じました場合には、これを積み立てて中期計画に定められました

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おります。

このように、剰余金につきましては法人運営上の経営努力に対するインセンティ

ブを付与するためのものと考えております。 
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 次に、平成28年度の剰余金の概況についてでございますが、左上の表をごらん

ください。表の２段目にございます、経常利益③は経常収益②の541億1,000万円

から経常費用①の538億1,000万円を差し引いた３億円となっております。臨時損

失④、臨時利益⑤につきましては、平成28年度についてはいずれも発生しており

ません。それから、目的積立金取崩⑨は、ネットワークシステムの再構築や

MedCity21の運営などに充てるため、目的積立金を活用した１億8,000万円でござ

います。当期総利益の⑩は収益合計⑧の541億1,000万円から費用合計⑦の538億

1,000万円を差し引いたものに、目的積立金取崩⑨の１億8,000万円を加えた４億

8,000万円となります。 

 この４億8,000万円万円に対します法人の利益処分案につきましては、目的積

立金に４億8,000万円万円全額の繰越となっております。これまで会計処理上の

利益であって現金の裏付けのないものにつきましては、これを積立金として利益

処分し、残りの現金の裏付けのある利益を目的積立金として毎年度繰越申請を行

っておりましたけれども、本年度は現金の裏付けのないものがマイナスの３億

7,000万円となっておりますことから、当期総利益の４億8,000万円を全額目的積

立金とする申請となっております。 

 この当期総利益の４億8,000万円につきまして先ほど申し上げました経営努力

に対するインセンティブといたしまして、地方独立行政法人法第40条第３項に基

づきまして、法人より中期計画で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。これにつきまして、市長が承認するにあたって問題はな

いかどうか、地方独立行政法人法第40条第５項により、評価委員会の意見を聴く

ことが必要と定められております。 

 これまで当委員会におきまして、ご承認いただく際の考え方につきまして、左

下に記載しております。 

 まず、経営努力認定の考え方でございますけれども、（１）といたしまして、

運営費交付金、それから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にする。それから

（２）といたしまして、中期計画の記載内容に照らして、本来行う業務を効率的

に行ったことにより費用が減少した場合には、その結果発生した利益については

原則として経営努力によるものとすると。最後に（３）といたしまして、その他



－16－ 

法人が行うべき事業を行ったことを立証した場合については、原則として経営努

力として認定する。この以上３点が当委員会におきます承認の考え方とされてき

ております。 

 続きまして、大学において実施いたします教育・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いたしまして、運営費交付金の会計処理の考え方

がございます。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まして

は、一般に進行度の客観的な測定が困難でございます。このため、中期計画、そ

れからこれを具現化、具体化します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て運営費交付金と授業料債務を収益化することを

原則といたしております。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すため、費用の削減や収益の増加が

あれば、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

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。 

 これらの点を踏まえまして、当委員会では中期計画に記載されております行う

べき事業を行ったこと。つまり、業務実績評価におきまし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扱いとさせ

ていただき、発生した剰余金は原則として全額を繰越すことを承認するものとし

ていただいております。 

 そこで、今年度申請のございました剰余金４億8,000万円の生じた要因でござ

いますけれども、平成28年度につきましては、現金の裏付けのない会計上の利益、

これがマイナスであったことから、現金の裏付けのある利益の４億8,000万円に

ついて、経営努力認定の考え方に即して損益計算書の予算・決算比較を用いて整

理してまいりたいと存じます。 

 まず、自己収入の増要因といたしまして、附属病院収益の増、５億2,800万円

が上げられます。これは、診療単価の増によるものでございます。次に、受託研

究費の増、１億5,300万円を上げております。これは、受託研究費等の獲得に努

めたことにより増加したものでございます。それに加えて寄附金の獲得に努めた
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ことによります寄附金収益の増、１億3,000万円を上げております。 

 次に、費用の増減要因でございます。費用の減といたしまして、人件費、それ

から経常経費の減として、２億3,700万円を上げております。これは法人全体と

して人件費、経常経費の削減に努めたことによるものでございます。一方、費用

の増要因といたしましては、診療経費の増、５億6,700万円を上げております。

これは高額な薬品や診療材料の使用が増加したことによるものでございます。 

 なお、予算・決算の比較、それから前年度との決算比較につきましては、参考

資料の２－１、それから参考資料２－２をつけておりますので、ご参照いただけ

ればと存じます。 

 続きまして、剰余金が経営努力によるものと認定するに当たっての事務局確認

事項、行うべき事業を行っているかどうかについての確認ポイント、右側から２

つ目の白抜きの表でございますが、こちらに記載しております２点について、事

務局で確認を行った結果につきましてご報告いたします。 

 １点目の学生定員の充足率につきましては、大学全体で見た場合、定員充足率

は103.1％であることを確認いたしました。それから、２つ目、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、この間の当委員会での議論経過を

鑑みまして、平成28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ると存じます。 

 以上によりまして、行うべき事業を行い、その結果発生した剰余金であること

が認められるといたしまして、事務局といたしましては法人の申請どおり４億

8,165万2,110円の全額につきまして経営努力によるものと認定し、目的積立金へ

の繰越につきまして承認しても問題ないと考えてございます。 

 説明につきましては、以上でございます。ご審議、どうぞよろしくお願いいた

します。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。ただいま、繰越の承認についてご説明いただきまし

たけれども、先ほども説明がありましたが、理事長から市長に対して中期計画に

定める使途のために積立金の繰越を認めてもらうよう申請するとなっておりまし

て、このときに市長が承認するに当たって評価委員会の意見を求めるという手順

になっております。繰返しになりますけれども、簡単に説明させていただきます。 
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 それでは、何かご意見、ご質問等ございますか。初めて聞くと分かりにくい点

もあると思いますが、何かございますか。 

 単純に見てみますと、目的積立金を取り崩した分が1.8億円。目的積立金にま

たそれが移っているように見えるのですけれども、例えば予定していなかったも

のに対して積立金を取り崩して使ったと理解すればよいのですか。利益があるに

もかかわらず積立金を取り崩して、取り崩したものがそのままに積立金になって

いるように、図だけから見ると見てしまいますが。 

（森山大学支援担当課長） 

 もともと目的積立金につきましては、第二期中期計画を定める際にこういう計

画でという一定の計画を立ててございます。その計画に即しまして、順次取り崩

しを行っておるものでございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 もともと取り崩してやりますという計画になっていたわけですね。分かりまし

た。そのほかございますか。それでしたら、非常に単純な質問なのですけれども、

入学定員が103.1％というのをわざわざ取り上げているのは、これは定員を超え

て取ったから、言い方は悪いですが収入が増えますよね。それは、やってはいけ

ないこととは言いませんけれども、予定外に増えたという理解なのでしょうか。 

（森山大学支援担当課長） 

こちらで入学定員の充足率についてお示ししておりますのは、大学が行うべき

教育を行ったかどうかの指標として用いております。ですから、仮に経費が減し

たとしても、単に受入れ学生数が減ったことによって、使うお金が減ったために

経費が浮きましたということではありませんということになります。定員充足率

というのは一つの目安になりますので、行うべき教育をきっちり行っているとい

う指標としてこちらに挙げさせていただいております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そうすると定員を割って取ったときはどういうことが起こるのですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 今まで市立大学法人においては定員を割ったことがございませんけれども、仮

に割ることになりますと、本来計画で予定しておった教育が適切に行われている

かどうかというご判断を伺ってまいらなければならないと存じます。 
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（馬場委員長職務代理者） 

 これは下の中期計画の進行状況もそうですが、あくまでも評価委員会で判断す

る項目として挙げられたという理解でよろしいでしょうか。 

 はい、ありがとうございます。 

（眞下委員） 

 参考程度によろしいでしょうか。直接関係ない話かもしれませんけれども、附

属病院の収益の増加、５億2,800万円。診療経費の増加、５億6,700万円。どうし

ても診療実績を上げるとこういったことが起こることがあって、経費がかさんで

しまうということが起こり得ると思うのですが、こういった結果について昨年度

はなかったように思うのですけれども、これは28年度になって起こってきたので

しょうか。おそらく高度な医療をやられたらこういった結果になってきたと思い

ますが、傾向としてはいかがでしょうか。 

（西浦大学支援担当課長代理） 

 手元に昨年度の正確なデータがないのですが、28年度の診療報酬改定に伴って

こういう動きになってきたので、昨年度はここまでの収益と費用の落差はなかっ

たかという認識でございます。 

（眞下委員） 

 そうですよね。はい、ありがとうございました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そのほかよろしいでしょうか。よろしければこの３番目の議題はこれで終わら

せていただきたいと思います。評価委員会の総意としては承認について異存はご

ざいませんという結論で終わらせていただきます。 

 議題２、３につきまして、異論はない旨の確認をさせていただきましたけれど

も、市長に対する意見書の案文を資料３－３として事務局で作成していただいた

ものをお示ししております。これを市長に提出するということになりますので、

ご確認だけお願いいたします。 

 それでは、最後の議題に入らせていただきます。 

 最後の議題は、「第二期中期目標期間における業務実績の評価方法等につい

て」ということでございます。平成29年度が最終年度になりますので、来年度は

毎年実施しております年度評価に加えまして、この６年間の第二期中期目標期間
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全体についての業務実績についても評価を行う必要がございます。そのために法

人からどういった業務実績報告書を出していただくかということ、来年度の評価

スケジュールも含めまして、まず事務局からその案について資料の説明をお願い

いたします。 

（森山大学支援担当課長） 

 それでは、第二期中期目標期間中の業務実績の評価の方法等につきまして、資

料に即してご説明申し上げます。資料は４－１、４－２、４－３となります。 

 まず、資料４－１をご覧いただけますでしょうか。地方独立行政法人法では、

毎年度実施していただいております業務実績評価に加えまして、中期目標の期間

におきます業務実績評価を実施することとなっております。市大法人につきまし

ては、今年度末で第二期中期目標期間が終了いたしますので、来年度は平成29年

度計画に対する業務実績評価と、それから第二期中期目標に係る業務実績評価、

この二つを実施する必要がございます。 

 実際の評価につきましては、この資料４－１の「１．評価の考え方について」

にございますように、各年度終了時に行っていただいております毎年度の評価の

方針、指標をベースにしながら、第二期中期目標期間の終了後に行う評価である

という観点から、一部修正を加えまして実施していただいてはどうかと考えてお

ります。 

 具体的には「２．評価の実施方法について」に記載しております。こちらにつ

きましては、後ほどご説明申し上げたいと存じます。 

 先の「３．評価のスケジュールについて」でございますけれども、来年度評価

スケジュール予定案をこちらに簡単に記載しております。来年度は平成29年度評

価と第二期中期目標終了時の評価を並行して実施していただくことになります。

法人への意見聴取を含めまして、９月ごろには評価結果を確定していただきたい

と考えております。 

 続きまして、資料４－２をご覧いただけますでしょうか。こちらの資料は来年

度実施していただきます中期目標に係る業務実績評価の実施要領となっておりま

す。先ほど申し上げましたとおり、基本的には毎年度実施していただいておりま

す業務実績評価の考え方や手法を踏襲する形を考えておりますけれども、一部新

しい手法を加えておりますので、その部分についてご説明させていただきます。 
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 各年度終了時の業務実績評価におきましては、項目別評価といたしまして小項

目の評価と、それから大項目の評価を実施していただいているところでございま

すけれども、中期目標期間における業務実績評価におきましては、あわせて中項

目評価を実施していただいてはいかがかと考えております。年度終了時の評価に

おきましては、90項目ございます小項目ごとの評価をまず行っていただいて、そ

の小項目を大きくくくりました５つの大項目ごとの評価を合わせて行っていただ

いております。 

 一方、中期目標期間における業務実績評価におきましては、６年間にわたる取

組を一括して評価対象としていただくことから、広範囲にわたります。円滑かつ

細やかに評価を実施していただくという趣旨から、小項目と大項目の５評価の間

に中項目の評価を取り入れていただいてはどうかと考えております。 

 新たに設ける中項目は、第二期中期目標の構成に沿いまして、別紙にございま

すとおり、案といたしまして30項目で考えております。内容に応じて区分してい

るため、中項目ごとに該当する小項目の数にはばらつきはございますけれども、

最も大きいものでも11項目となります。 

 それぞれの中項目ごとに、資料４－２に戻っていただきまして、１枚目の裏、

上のほうにございますように、小項目の評価や記載事項をもとに、小項目と同様

の４段階評価でご評価いただきます。大項目評価につきましては、この中項目の

評価の結果をベースにしながら、同じページの下のウにございますように、中項

目の評価数を目安にしながら、５段階で実施していただくという案を考えており

ます。 

 続きまして、資料４－３をご覧いただけますでしょうか。こちらの資料は業務

実績報告書の作成要領となっておりまして、当委員会のご承認を得られましたら

法人は本要領に沿ってこの業務実績報告書を作成していくこととなります。 

 １枚目の表、「２様式」のところにございますように、報告書の様式につきま

しては、左側に中期計画６カ年の実績と法人の自己評価とその判断根拠。それか

ら右側に年度の実績と法人の自己評価及びその根拠を記載することとしておりま

す。 

 なお、左側の中期計画６カ年の自己評価欄には、平成24年度から平成27年度と

して各年度に既に確定しました評価と、それから今年度実施していただきました
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平成28年度の評価をそれぞれ併記することといたしております。 

 次に、「３記述方法」の「（２）業務実績報告書の概要」でございますけれど

も、先にご説明いたしました中項目30項目ごとに、小項目ごとの自己評価を踏ま

えまして、市大法人自らが考えます特筆事項、また未達の項目がございましたら

中期目標の達成に向けて改善を要する事項を文章で記述してもらうこととしてお

ります。附属の資料などその他の項目につきましては、各年度終了時の業務実績

評価の取扱を準拠することとしております。 

 以上の内容につきまして、本日ご審議いただきまして、各委員にご確認をいた

だいた上でその結果を法人に知らせてまいりたいと考えております。 

 資料の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございました。確認だけなのですが、平成29年度は中項目はないの

ですね。年度評価は今までと同じで小項目と大項目。６年間の中期計画全体の評

価については、新たに中項目を加えてその作業が入ってくるという認識でよろし

いですか。 

（森山大学支援担当課長） 

 はい、そのとおりでございます。 

（馬場委員長職務代理者） 

 一回の説明ではなかなか分かりにくいというころもあると思いますが、ご質問

がございましたらお願いいたします。私の理解では年度評価については今までど

おりのルールに従ってやっていくと。６年間にわたる中期計画の評価については、

今までどうしますという取決めはなかったので、それを新たに今回ここで意見を

出していただき確定させたうえで、新たな方法を法人へ示すということになると

思いますが。評価については、法人の負担が非常に大きいことになりますので、

その辺については何か配慮はございますか。 

（森山大学支援担当課長） 

 今、馬場委員長代理からおっしゃっていただきましたように、あくまでも年度

評価についてはこれまでどおりで、それをベースにいたしまして中項目として中

間の評価を挟むという点については先ほど申しましたように新しい点ではござい

ますが、基本的には年度評価の小項目、あるいは大項目といったものがベースに
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なっておりますので、やらなければならない自己評価、それから当評価委員会で

の評価につきまして、ご懸念いただいております負担につきましては最低限で抑

えられると思っていります。 

（馬場委員長代職務代理者） 

 例年と同じで自己評価が上がってくるわけですね。中項目についても法人で自

己評価はこうですというのと、それに合わせての理由がついて上がってくるとい

う理解ですね。 

（森山大学支援担当課長） 

 そうですね。まず、小項目につきまして、一つ一つの細かい項目について法人

によります４段階の自己評価が上がってまいります。それを踏まえたうえで評価

委員会でまず小項目一つ一つについて法人の自己評価が妥当かどうかという検討

を行っていただきます。 

 中項目につきましては、そういう意味では法人では４段階評価をそのままお伝

えするわけではございませんけれども、中項目の評価をいただくに当たりまして、

中項目ごとのくくりで特筆する事項やポイントがございましたら、法人に記載し

ていただくことを考えております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 すみません、私の理解が悪いのかもしれなませんが、中項目については自己評

価はしてこないということですかね。こちらで評価をするという形になるわけで

すね。 

（宮本委員） 

 一つ意見ですけれども、評価結果の概要（案）を作っていただきまして、この

中にそれぞれ意見や指摘事項がついているところがあります。例えば教育につい

ては、大学院教育共通科目の充実に向けて取組まれたいなどです。こういうのを

こちらの委員会で出していると思いますが、それがどうなったのかということを

我々は知りたいと思います。その後この中期計画の間にどういうふうに改善して

取り組まれたのかということが大事ではないかと思います。過去の分についてそ

れぞれの小項目について個別に評価をする必要はないと思います。ですから、そ

ういう意味では私どもが指摘したことについてどうなっているかということを知

りたいと思うのですが、それは反映されることになるのでしょうか。 
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（森山大学支援担当課長） 

 一つ一つにつきまして小項目単位で評価することもあるとは思いますけれども、

90項目全てを均等にご審議いただくのではなくて、宮本委員のご指摘のとおり、

当評価委員会でのご審議に当たっての軽重があろうかと思います。ポイント、項

目数も多数ございますので、ポイントを押さえた形で６年の間にこういう経過で

ご指摘もいただいた。それに対してはこう対応してきた、あるいはこんな改善が

なされてきたという点についてお示しするように事務局として資料を考えてまい

りたいと思います。 

（馬場委員長職務代理者） 

 ありがとうございます。そのほか何か留意すべきこと等ございますでしょうか。 

 来年度は年度の評価に加えて、その中期目標期間の評価がありますので、委員

会も負担が大きくなってくるとは思いますので、今何かご意見がありましたらで

きるだけ言っておくと減るかもしれません。 

 やはり６年間たっていますので、その間で情勢の変化等もあります。例えば合

併です。これはもうどう見ても非常に大きな変化だろうと思いますので、そうい

う変化もございますし、大学に対する社会の評価の基準も多少変わってきている

と思います。そういったものに対応するために、柔軟性を持たせる意味で中項目

というものを作って、90項目あるものをできるだけ分割して、これからの評価に

対して対応できるようなものを作ったほうがよいと私は認識しております。 

 ちょっと大変な作業になるかもしれませんけれども、そういった柔軟性を持た

せるのが、やはりよいだろうという委員会の意見についてはよろしいでしょうか。

作業が増えますのけれどもよろしくお願いします。 

 では、中項目を設けるということについては、評価委員会としても異論はござ

いませんという形にさせていただきます。これはいつまでに確定させなければい

けませんか。まだ意見も言える状況なのか、スケジュールを教えてください。 

（森山大学支援担当課長） 

 来年度、実際に評価を行っていただきますのは、年度評価行っていただいてい

るこの時期にはなりますけれども、法人のほうの自己評価につきましてはもう年

度後半から実際の作業に取りかかってまいります。ですから、資料でいきますと

４－３の業務実績報告書の作成要領につきましては、恐れ入りますが本日ご確認
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いただければと存じます。 

 この自己評価につきましては、当然評価全般のあり方を踏まえたものになりま

すので、評価のあり方全般につきましてもご確認いただきたいとは存じますもの

の、最初に申し上げたように実際ご評価いただきますのは来年度になってからに

なります。今日のところは一旦のご確認をいただいたということで法人の事務は

スタートさせていただきまして、もし今後こうしたほうがより適切に評価できる

というご意見がございましたら、今年度後半に中期計画のご審議の委員会の開催

を予定しておりますので、その場で合わせてご意見をいただくということも可能

かとは存じております。 

（馬場委員長職務代理者） 

 そうしましたら、本日は中項目を新たに設けて新しい形式で法人に示して、そ

こからまた委員会で意見をもらうという形でよろしいですか。当委員会としては、

中項目を新たに設けた新しい方式で法人に対して案を事務局から示していただく

というところまでを決めさせていただければよろしいですか。 

 この形で法人へ通知させていただくというところで案を出させていただくとい

うことでご了解いただけますでしょうか。 

 そうしましたら、最後の議題についても原案のような方向で進めていただくと

いうことを承認させていただきます。 

 これで最後ですけれども、事務局から何かご連絡等ございますでしょうか。 

（小西大学支援担当部長） 

 少しお時間いただきまして一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日も長い

時間にわたりましてご審議いただきまして、本当にありがとうございました。本

年度につきましては、事務局からご説明したとおり、今年度で第二期中期目標期

間が終了し、来年度から第三期中期目標期間に入るということもございまして、

例年お願いしております前年度の業務実績評価に関するご審議、本日ご審議いた

だきました財務諸表、あとは剰余金の繰越承認に関するご審議。それ以外に第三

期の中期目標についてのご審議と合わせまして第二期中期目標期間が終了すると

いうことに伴いますご審議。さらに加えまして、大阪市が大阪府で進めておりま

す大学統合に向けての法人統合に関するご審議。大きくこの５点にわたりまして、

本日は今年度の第４回の評価委員会ということですが、事実上は前年度末の３月
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末にも開催させていただきまして、それも合わせますともう５回も審議をいただ

いております。この間委員の先生方には非常にお力添えをいただきまして、今日

の時点で今年度ご審議いただくことにつきましては概ね結論に至ったということ

になっております。この間の先生方のご尽力に対しまして、改めてお礼を申し上

げたいと思っております。 

 本日ご審議いただきました前年度の業務実績評価につきましては、最初に少し

ご意見をいただきました部分も含めまして馬場委員と私ども事務局で最終の詰め

を行わせていただいたものを市長に報告し、それを市長から議会に報告という流

れになってまいります。 

 それと、ご意見をいただきました第三期中期目標と法人の合併協議に関する件

につきましても、間もなく始まりますけれども次の９月の議会に諮ってまいると

いう流れになります。 

 第三期の中期目標につきましては、議会で議決されましたら、それを市長から

法人に指示するという形になってまいります。指示を受けた法人がそれをもとに

第三期の中期計画をつくってまいります。恐らく時期的には来年の年明けごろに

なろうかと思いますけれども、中期計画の案ができましたら、またこの評価委員

会でご意見をいただくということで、またご協力いただかなければならないのは

非常に心苦しいところではございますけれども、市大法人、市立大学が今後ます

ます発展していく、円滑な大学運営をしていくという点におきまして、先生方の、

大所高所からの率直なご意見をいただきながら、私どもも法人とともにより良い

大学になるように努めてまいりたいと考えてございます。 

お願いばかりになってしまいますけれども、 引き続きご協力いただきますこ

とをお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、この間のお礼とご挨

拶とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 

（馬場委員長職務代理者） 

 どうもありがとうございます。それでは、本日の委員会はこれで終了とさせて

いただきます。次回は年明けということですね。どうもありがとうございました。 

 


