
 - 1 - 

平成２７年度第１回青森市地方独立行政法人評価委員会 会議概要 

 

 

■ 開催日時  平成２７年６月１６日（火） １１：００～１２：００ 

■ 開催場所  本庁第２庁舎２階「庁議室」 

■ 会議次第  １ 開会 

        ２ 組織会について 

        ３ 議事 

（１） 財務諸表等、事業年度評価及び第１期中期目標期間評価に関す

る実施スケジュールについて 

（２） 公立大学法人青森公立大学の平成２６年度財務諸表等につい

て 

（３） 積立金の第２期中期目標期間における業務への充当について 

（４） 公立大学法人青森公立大学の役員報酬等の支給基準について 

        ４ 閉会 

■ 出席委員  井畑明男委員、内村隆志委員、馬場忠彦委員、山口智之委員、 

若井敬一郎委員 

■ 市出席者  相馬市民政策部理事、佐々木市民政策部参事、福島政策推進課副参事他 

■ 大学出席者 福士理事長、香取学長、山科事務局長、若佐谷事務局次長、 

伊藤事務局副参事、柴田事務局副参事、田中事務局主幹他 

■ 議事要旨 

《１ 開会》 

○司会：定刻となりましたので、ただ今から平成２７年度第１回青森市地方独立行政法

人評価委員会を開会します。 

本日は、全委員が御出席をいただいておりますので、青森市地方独立行政法人評

価委員会条例第５条第２項の規定により、会議が成立しておりますことを御報告し

ます。 

また、委員会の会議の公開・非公開については、法人ヒアリングを行う予定の第

２回の委員会を除き、原則、公開とすることを、平成２２年度第１回の当委員会に

おいて決定しておりますので、本日の会議は、原則、公開となりますことを、御了

承いただきたいと存じます。また、後日市のホームページにおいて会議概要を公表

することとしておりますので、重ねて、お願いいたします。 

議事に入らさていただく前に、委員を御紹介させていただきたいと思います。前

回の委員会後、新たに当委員会の委員に御就任いただきました方がいらっしゃいま

すので、御紹介をいたします。 

青森商工会議所会頭の若井委員でございます。 
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前委員の林様から、任期の平成２７年３月３１日付けで退任の申出がありました

が、引き続き、青森商工会議所を代表して若井様から、委員就任を快諾していただ

きました。 

他の委員の皆様は、再任ではございますが、本年第１回の委員会となりますので、

改めて御紹介させていただきます。 

株式会社青森銀行顧問（前一般社団法人青森県経営者協会会長）井畑委員です。 

日本労働組合総連合会青森県連合会会長 内村委員です。 

公立大学法人青森県立保健大学事務局長 馬場委員です。 

日本銀行青森支店長 山口委員です。 

続きまして、市側出席者を紹介します。 

市民政策部理事 相馬です。 

市民政策部参事 佐々木です。 

政策推進課副参事 福島です。 

本日、欠席となりましたが、市民政策部部長 福井です。 

次に、公立大学法人青森公立大学側の出席者を紹介します。 

福士理事長です。 

香取学長です。 

山科事務局長です。 

若佐谷事務局次長です。 

伊藤事務局副参事です。 

柴田事務局副参事です。 

田中事務局主幹です。 

和田事務局主査です。 

 

《２ 組織会について》 

それでは、本日の審議の前に、委員会の組織会を行いたいと思います。 

委員会条例第４条第１項の規定により、委員長は委員の方々の互選により定める

こととされております。委員の皆様方、適任と考えられる方がおられましたら御推

薦いただきたいと思います。 

 

〇委員：委員長ですが、商工会議所の会頭でもあり、若井委員が適任だと思います。 

 

〇司会：若井委員への御推薦がございました。皆様、いかがでございますでしょうか。 

 

〇委員：（異議なし） 
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〇司会：それでは、互選の結果、若井委員に本委員会の委員長をお願いします。早速ですが、

若井委員長に議事の進行をお願いしたいと思いますので、議長席への御移動をお願いし

ます。 

 

〇司会：続きまして、委員長から委員長の職務代理者の指名に入りたいと思います。 

委員会条例第４条第３項の規定により、委員長があらかじめ指名する委員がその職務 

を代理することとなっておりますので、委員長から、職務代理者の指名をお願いしたいと

思います。 

 

〇委員長：それでは、職務代理者については内村委員になっていただきたいと存じます。 

 

〇委員：わかりました。 

 

〇委員長：どうぞ、よろしくお願いします。 

 

〇司会：それでは、若井委員長、議事の進行をお願いします。 

 

《３ 議事》 

○委員長：青森公立大学の運営に係る非常に重要な案件でございます。皆様の御協力を

いただきながら、よりよい方向に提案をまとめていきたいと思いますので、よろし

くお願い致します。 

それでは、早速、議事に入りたいと思います。最初の議題は、「本委員会の運営に

関するスケジュール」となります。事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局：はい、委員長。 

資料１の「委員会のスケジュール案」につきまして御説明します。 

本日の第１回評価委員会におきましては、去る６月９日に公立大学から提出され

ました「平成２６年度財務諸表等」について、地方独立行政法人法、以下「法」と

いいますが、この規定により、委員の皆様には財務諸表と剰余金の取扱について御

審議いただき、御意見を伺いたいと思います。 

また、昨年度は、第１期中期目標期間の最終年度となっていることから、平成２

５年度末時点まで積み立てられていた積立金で残余となっているものと、御承認を

いただいた場合ですが、平成２６年度単年度分の剰余金の合算額について、第２期

中期目標期間へ繰越することについて委員の皆様から御意見をいただきたいと存じ

ます。 

次に、７月２日に行われる第２回評価委員会についてですが、公立大学から提出
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されました、「平成２６年度業務実績報告書」及び「第１期中期目標期間業務実績報

告書」について、法の規定により、評価委員会が中期目標の実施状況の調査及び分

析をし、平成２６年度における業務実績について総合的な評定を行うとともに、第

１期中期目標期間における業務実績についても同様に総合的な評価を行うこととし

ております。公立大学から提出された資料をもとにヒアリングを実施し、評価委員

会として調査・分析を行うこととしておりますので、よろしくお願いします。 

なお、参考としてお手元の資料２、３には第２回委員会で使用する資料を配付し

ております。 

次に、７月２８日に行われる第３回評価委員会では、委員の方からいただきまし

た御意見に基づいて作成することとしている「平成２６年度業務実績評価書（案）」

及び「第１期中期目標期間業務実績評価書（案）」について御審議いただき、業務実

績評価書の内容を決定していただくこととしております。 

なお、実績評価書の最終版につきましては、８月４日までに委員の皆様に送付す

ることとし、併せて、８月８日までに法人へ通知、市長へ報告、市のホームページ

で公表することとしております。 

以上が、今後のスケジュールとなります。説明は、以上となります。 

 

〇委員長：ありがとうございました。ただいまの説明について、委員の皆様から御意見・

御質問はありませんか。 

御質問等はなしとします。 

 

〇委員長：それでは、次は、「公立大学法人青森公立大学の平成２６年度財務諸表等につ

いて」及び「積立金の第２期中期目標期間における業務への充当について」は関連

がありますので、併せて審議いたします。 

まずは、青森公立大学から議事(2)の「公立大学法人青森公立大学の平成２６年度

財務諸表等について」を説明していただき、そのあと、事務局から大学からの説明

を踏まえた「財務諸表、利益処分の承認」及び議事(3)の「積立金の第２期中期目標

期間における業務への充当」に係る承認の説明をお願いします。 

 

〇大学：それでは、平成２６年度財務諸表等について御説明いたします。 

財務諸表の御説明の前に、御報告すべき事項が２点ございます。資料４の５ペー

ジを御覧ください。 

はじめに、「図書評価額の修正について」御説明いたします。 

貸借対照表の有形固定資産に記載されております『図書』の評価額ですが、昨年

度との比較で16億 6,400 万円の減となっております。これにつきましては、平成２

４年３月に発覚しました「不明寄贈図書･未整理図書問題」による調査を実施してい
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る過程で、平成２５年７月、図書システムに登録されている寄贈図書１冊の評価額

が「538,976,288 円」と記載された図書が確認されましたことから、他にも誤登録が

ないか速やかに調査を行うこととしました。しかしながら、当時は不明寄贈図書等

の調査過程であり、問題を早急に解決する必要があったことや、図書の蔵書数が約

18 万冊あり、かなりの時間を要することが予想されたことから、まずは不明寄贈図

書等の調査を優先しながら、平成２５年１２月末までに１冊10万円以上の図書につ

いて調査をした結果、誤登録図書は全部で19冊となりました。このうち、特に高額

な図書は「538,976,288 円」と登録されたものが３冊、「19,980,330 円」と登録され

たものが１冊の計４冊が確認されました。 

引き続き、10 万円未満の図書についても平成２７年３月末まで調査を行うととも

に、財務諸表と図書システムの評価額の確認の調査を行った結果、新たに誤登録図

書は確認されませんでしたが、「雑誌」が法人化以前から図書に含まれていたこと、

また、法人化以降の寄贈図書が資産登録されていないことが判明いたしました。内

訳は８ページを御覧いただきたいと思います。 

したがいまして、最終的な誤登録図書は19冊で、当該図書に係る評価額について

は16億 3,974 万 3,954円に対し、正しい評価額は23万 1,700 円となり、「雑誌」の

減額修正等と合わせ合計で16億 7,408万 8,648円を図書資産から減額修正する必要

があることが判明したものであります。 

高額図書の誤登録が判明した時点以降においては、本学と業務支援契約を締結し

ている有限責任監査法人トーマツに対し、当該事実について相談し、全資産の調査

終了後に財務諸表へ表記する必要があることや財務諸表への具体的な表示方法につ

いても確認しております。 

なお、本学は地方独立行政法人法第35条の規定により、監査法人による監査の必

要はありませんが、日常の伝票処理や決算に向けた期末処理等の財務業務に係る課

題への対応のほか、他の業務遂行上の課題等にも対応していただくため、監査法人

と業務支援契約を締結しております。 

調査結果とその原因についてですが、平成２１年４月に公立大学法人青森公立大

学として地方独立行政法人となった際、当時の設置者でありました青森地域広域事

務組合と財産譲与契約を締結し、図書一式、購入金額 2,510,758,489 円、この譲与

を受けたところですが、譲与を受けた図書の中に誤登録の図書が含まれていたもの

であります。そのうち特に高額な「538,976,288 円」という図書が３冊同額で登録さ

れておりましたが、これは、法人化以前の平成１０年に図書システムを新システム

に全面移行した際、システム変更時の障害により誤って登録され、その誤ったまま

現在に至ったものと推測されます。そのほか、入力ミスによるものと推測される図

書等、計19冊が誤登録されたまま、本法人に引き継がれたものと考えられます。ま

た、法人化以前の移行準備期間にチェックをする必要はあったものと考えますが、
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１年足らずの極めて短い準備期間という時間的制約も、その遠因となったと考えま

す。 

今回の調査において確認されました19冊の誤登録図書を含む図書評価額の減額修

正については、その金額が約16億円となり、非常に大きな金額ではありますが、新

たな費用負担や過去の利益に影響を及ぼすものではございません。このことについ

て若干御説明いたしますが、地方独立行政法人は、公共的な性格を有し利益の獲得

を目的として設立されるものではないことから、「損益均衡」という企業会計には無

い独特の仕組みによる「地方独立行政法人会計基準」に則って会計処理を行ってお

ります。具体的に例示しますと、市から譲与を受け引き継いだ際、「借方」に計上し

た資産に対し、「貸方」には資産見返物品受贈額という勘定科目により同額の仕訳を

行っております。また、評価損を計上する際には「借方」に固定資産評価損と資産

見返物品受贈額を、「貸方」には減額する資産と見返物品受贈額戻入を計上いたしま

す。このように、「独立行政法人会計基準」では損益の均衡を図る独特の仕組みとな

っており、今回の評価額の修正につきましても、10～11 ページに記載のとおり、こ

のルールに則ってそれぞれの区分に計上しております。したがいまして、今回の会

計処理により新たな費用負担や納税義務が生じるものではなく、過去の利益にも影

響が及ぶものではございません。公立大学法人は税制上、消費税及び固定資産税の

み課税対象となっております。 

参考までに申し上げますと、図書については只今申しあげた会計基準により、

「個々により使用の実態が大きく異なること及び比較的少額かつ大量にあることか

ら、使用期間中における減価償却は行わないこととする」と規定されております。 

この度の図書評価額の修正に係る事案につきましては、大学にとりまして実質的

な損害を与えるものではありませんでしたが、このようなミスが生じていたこと、

またそれを今日に至るまで長年気づかなかったことは、十分反省するものでありま

す。 

このことを踏まえ、図書館におきましては、極端な金額を入力した際にシステム

上でエラー表示がされる仕組みを取り入れているほか、複数の職員で伝票の金額等

に誤りがないかチェックしております。また、決算時には、図書システム上の評価

増加額と財務諸表上の評価増加額が一致しているかどうか、図書館・情報チームと

財務管理チームにより確認しております。図書館以外の事務局におきましても、今

後の事務遂行に当たっては、無理のない作業スケジュールの設定や複数の職員によ

る確認を厳守して参りたいと考えております。 

次に、９ページを御覧ください。 

本学の敷地内にあります調整池についてであります。これは下流域の地域防災上

の構築物であり、国際芸術センター青森の建設時に大規模な改修を行い、市の港湾

河川課で維持管理を行ってきた経緯があります。 
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平成２１年度に本学が法人化した際、青森市から大学に関連する土地及び建物に

ついて出資を受けるとともに、構築物を含む物品等の譲渡契約を締結し、その契約

書の中に調整池も含まれておりましたが、大雨災害などが発生したときに調整池を

管理できる技術者が大学にはいないこと、また、調整池の維持管理には相応の経費

を要するものの運営費交付金の積算に含めていないこと、更に、地域への災害防災

対策は市が担うべきものとの考えから、青森市の財産として管理してもらうよう当

時の企画調整課と協議を行ってきており、資産登録を行わず懸案事項となっており

ました。 

しかしながら、いつ大規模災害が発生するかわからない中、当該調整池が大学の

敷地内に存在する以上このまま放置する訳にもいかないため、技術者が在籍する市

の港湾河川課と直接協議を行い、維持管理に関して大学は調整池の周辺の草刈りを

行い、港湾河川課は災害時の緊急対応等を行うこととし、平成２５年度大学の当初

予算に調整池管理用人夫の賃金を予算計上したところであります。 

このように、大学と市との間で調整池の維持管理に関して協議が整いましたこと

から、このまま、資産登録をせずに財務諸表に計上しないことは会計処理上不適切

なものとなりますので、第１期中期計画の最終年度の決算において、資産登録及び

減価償却を行うものであります。 

ただいま御説明いたしました「図書」及び「調整池」に関しましては、去る５月

２９日及び６月２日に実施した監事による監査においても御説明したほか、６月９

日に開催されました理事会においても御説明し平成２６年度の決算として御議決い

ただいております。 

それでは改めまして、公立大学法人青森公立大学の平成２６年度財務諸表等につ

いて御説明いたします。資料５にも「平成２６年度財務諸表」を添付しております

が、御説明は資料４の概要版でいたします。まずは１ページを御覧ください。 

平成２６年度は、本法人の第６期事業年度の決算となります。 

財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益の処分

に関する書類（案）、行政サービス実施コスト計算書及び附属明細書で構成しており

ます。 

はじめに、（１）貸借対照表の主な項目について、御説明いたします。 

表の左が資産の部、右が負債・純資産の部で、これまで同様に昨年度との比較で

作成しております。 

表の左側の資産の部の固定資産を御覧ください。 

固定資産には、土地、建物、構築物、図書等がございますが、固定資産合計額は、

69億 8,300万円、前年度と比較して14億 9,100 万円の減となっております。主な増

減要因は、先ほど御説明いたしました図書と調整池に係る調整のほか、平成２６年

度中の固定資産の減価償却費によるものです。 
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次に流動資産を御覧ください。 

現金及び預金の残高ですが、３月３１日時点での現金残高は1万 9,600 円、また、

預金残高は 5 億 5,923 万 9,919 円となっております。未収入金等を含めた流動資産

の合計額は5億 7,300 万円、前年度と比較して300万円の減となっております。 

その結果、資産の合計は 75 億 5,600 万円となり、前年度比 14 億 9,400 万円の減

となっております。 

次に、右側の負債の部を御覧ください。 

固定負債の資産見返負債については、償却資産を取得した場合に計上される負債

になりますが、先ほど御説明いたしました図書と調整池の調整分が計上されており

ます。固定負債の合計額は、12億 5,400 万円、前年度と比較して14億 3,700万円の

減となっております。 

次に、流動負債を御覧ください。 

運営費交付金債務につきましては、通常、精算により市へ返還する分、平成２６

年度は、8,586 万 1,851 円となります。これが計上されますが、地方独立行政法人会

計基準及び同注解第 79 の 3 において、「運営費交付金債務は、次の中期目標の期間

に繰り越すことはできず、中期目標の期間の最後の事業年度の期末処理において、

これを全額収益に振り替えなければならない」と規定されており、平成２６年度は

第１期中期目標期間の最終年度に当たりますことから、運営費交付金債務には計上

せず、利益剰余金の中に計上しております。したがいまして流動負債の合計額は、2

億 7,700 万円、前年度と比較して1億 2,200 万円の減となっております。 

その結果、負債の合計は 15 億 3,100 万円となり、前年度と比較して 15 億 5,900

万円の減となっております。 

次に、純資産の部を御覧ください。 

資本金については、設立団体の出資金である土地及び建物の合計額で、変更はあ

りません。利益剰余金については、平成２１～２５年度に積み立てた目的積立金 1

億 9,800 万円と、先ほど御説明しました平成２６年度の運営費交付金精算分 8,600

万円を含む当期総利益1億1,200万円の合計金額3億1,000万円となっております。 

その結果、純資産合計が60億 2,500 万円、前年度と比較して6,500 万円の増とな

っており、負債・純資産の合計は 75 億 5,600 万円となり、前年度比 14 億 9,400 万

円の減となっております。 

次に、２ページを御覧ください。（２）損益計算書の主なものについて、御説明い

たします。 

表の左側が支出に当たる経常費用、右側が収入に当たる経常収益であります。 

はじめに、経常費用の主な項目について、御説明いたします。 

経常費用の業務費の中の教育経費については、前年度に実施した講義室等の照明

のＬＥＤ化が終了したこと等により、前年度と比較して 300 万円の減となっており
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ます。 

教育研究支援経費については、物産展や講演会等の地域連携事業の実施に伴う経

費の増等により、前年度と比較して900万円の増となっております。 

教員及び職員人件費については、採用者の若返りや退職者の勤続年数減に伴う退

職金の減により、前年度と比較してそれぞれ600万円、300万円の減となっておりま

す。 

一般管理費については、国際交流ハウスの雪害復旧工事による修繕費の増等によ

り、前年度と比較して2,500 万円の増となっております。 

その結果、経常費用の総額は13億 2,900 万円となり、前年度と比較して2,000 万

円の増となっております。 

次に、臨時損失ですが、災害損失としての国際交流ハウスの修繕費のほか、先ほ

ど御説明しました図書の評価額の修正及び調整池の過年度の減価償却を計上し、合

計17億 2,100 万円となっております。 

次に、右側の経常収益の主な項目について、御説明いたします。 

運営費交付金収益については、人件費等の減により、前年度と比較して 1,000 万

円の減となっております。 

検定料収益については、一般選抜志願者の減等により、前年度と比較して 1,100

万円の減となっております。 

雑益については、職員宿舎の貸付料の見直しや国際交流ハウスの損害保険金収入

による増等により、前年度と比較して2,000 万円の増となっております。 

その結果、経常収益の総額は、13 億 5,600 万円となり、前年度と比較して 1,600

万円の減となっております。 

次に、臨時利益ですが、損害保険金収入、図書評価額の修正及び調整池の過年度

の減価償却に係る資産戻入のほか、平成26年度分の運営費交付金の精算分、つまり

返還分を計上し、合計18億 600万円となっております。 

経常収益と臨時利益の総額から、経常費用と臨時損失の総額を差し引いた当期総

利益は 1 億 1,200 万円となっておりますが、この中に運営費交付金の返還分が含ま

れているため、実質的な平成２６年度の当期総利益は2,600 万円となります。 

次に、（３）のキャッシュ・フロー計算書については、資金の収支状況を、業務活

動、投資活動、財務活動の３つの活動区分に表示したものであります。決算におけ

る資金期末残高は5億 5,900 万円となっております。 

これは、貸借対照表の現金及び預金の金額と一致しております。 

次に、（４）の利益の処分に関する書類(案)については、当期総利益である1億1,200

万円及び平成２１～２５年度までの積立金1億9,800円を合わせた積立金3億1,000

万円について、青森市に対して第１期中期目標期間の「教育研究の質の向上及び学

生生活の充実を図るための積立金」として期末処理を行い、第２期中期目標期間へ
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の繰越しの承認申請を行っております。 

本法人では、毎年度の当期総利益について、設立団体である青森市の「公立大学

法人青森公立大学の利益処分承認の考え方と承認基準」に基づき承認を受け、目的

積立金として積み立ててきたところであります。取り崩しにより翌年度に使うこと

も可能ではありましたが、本法人としては、経営的リスクに備えること、いわゆる

財政的な緊急対応等や、いわゆる 2018 年問題、これは、大学受験適齢期である 18

歳人口が急速に減少するといわれる2018 年問題をさしております。このように、大

学を取り巻く社会経済状況の変化に的確に対応するため、中・長期的な観点から戦

略的な大学運営を行う必要があることなどの理由から、単年度で使用することなく

積み立てて参りました。 

目的積立金の活用につきましては、教育研究の質の向上及び学生生活の充実を図

るため、一つに、学内情報システム関係経費、二つに、学生のための就学環境関係

経費、三つに、国際交流関係経費、四つに、人事交流関係経費、五つに、地域貢献

関係経費に充てることとし、平成２６年６月２７日に開催した理事会におきまして

決定しております。 

次に、（５）の行政サービス実施コスト計算書については、法人の業務運営に関し

て、住民等の負担に帰せられるコストを計算したものであります。 

平成２６年度決算における行政サービス実施コストは、23 億 800 万円となってお

りますが、図書と調整池に係る調整が無かった場合の通常ベースにおける行政サー

ビス実施コストは6億 590万円となり、平成25年度と比較して109万円の増となり

ます。 

次に、３ページと４ページに、各財務諸表の相互関連図を記載しております。３

ページは平成２６年度、４ページは平成２５年度の相互関連図を記載しております

ので御参考にしていただければと思います。説明は、割愛させていただきます。 

次に、平成２６年度決算報告書について、御説明いたします。資料６の決算報告

書を御覧ください。 

予算の区分に従って、損益計算書に基づく決算報告書を作成しております。 

収入の決算額の合計が15億 2,223万 8,293 円、支出の決算額の合計が14億 9,536

万 7,418 円となり、収入と支出の差額が2,687 万 875 円となっております。 

各区分の予算額と決算額の主な差異については、注書きの 1～14 まで記載してお

りますので、御覧になっていただければと思います。 

次に、資料７の平成２６年度監査結果報告書について御説明いたします。 

去る５月２９日及び６月２日に役員である今監事と若山監事に業務監査及び会計

監査を実施していただいた結果、監査結果報告書のとおり、特段の指摘事項はござ

いませんでしたので、御報告申し上げます。 

財務諸表等の説明は以上でございますが、今回の図書に関する問題についての対
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応について、御説明をいたします。６月９日の理事会で、平成２６年度の決算の議

決を承認いただいたとき、その時に今回のことを詳細に説明し、また事前に２名の

監事にも御説明をし、了解をいただきました。当日、監査報告で正式に決算状況の

正しさ、不正行為等がなかったことの認知をいただいております。また、６月１０

日には設置者である市長へ報告し、担当部にも事務的な報告を済ませております。

６月１１日付で、理事長としてのお詫びと関連資料のすべてをホームページへ掲載

いたしました。６月１５日、チームリーダー以上の職員を集めて、理事長から今後

の業務について注意と訓示を行いました。 

理事長以下の責任の取り方について、御報告申し上げます。今回の原因は、過去

の事務的ミスであり、本来、当時の担当者を厳重に処分するべきものであります。

しかし、既に発生から１７年が経過し、当時の職員も退職したりと、現在、不在で

ございます。また、実損や不正はないと思われることから、現在の懲戒基準に照ら

しても、現在の職員の処分は不当と考えます。また、トップである理事長の責任と

して、過去のミスであれ、組織のミスであることは間違いないことから、我関せず

ということにはなりません。その責任の取り方としては、過去の誤りを正し、心か

らお詫び申し上げ、再発の防止に努めることだと考えます。以上でございます。 

 

〇事務局：引き続きまして、事務局より資料８について、御説明申し上げます。資料８

を御覧ください。 

資料８の「財務諸表の承認及び利益処分の承認に係る確認」につきまして御説明

いたします。 

議事の「平成２６年度財務諸表について」及び「平成２６年度剰余金の翌事業年

度充当について」は、それぞれ法第３４条、第４０条の規定により、市長の承認を

受けることになっており、市長が承認しようとするときは、あらかじめ、評価委員

会の意見を聴かなければならないとされております。 

このことから、今回、財務諸表について、委員の皆様の意見をお伺いするもので

あります。 

評価委員会事務局といたしましては、市長が財務諸表の承認及び利益処分の承認

をするにあたり、財務諸表は、住民その他の利害関係者の判断を誤らせることのな

いよう財政状況及び運営状況を適切に示す必要あることから、事前に「合規性の遵

守」と「表示内容の適正性」の観点から確認を行ったところであり、これと併せ、

評価委員会からの意見を聴取いたしまして、特段、承認しない旨の意見がない場合

におきましては、市長がこれを承認しようとするものであります。 

次に「２ 確認内容」につきまして、御説明申し上げます。 

「（１）合規性の遵守」につきましては、①の「提出期限」から③の「監事の監査

証明」を確認いたしました。特に、③につきましては、先程、大学から説明があり
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ましたが、「監査結果報告書」におきましては、「考慮すべき特段の意見」はありま

せんでした。 

「（２）表示内容の適正性」につきましては、①の「記載すべき事項について」明

らかな遺漏はないかから、次ページになりますが、⑥の「利益処分の承認を受けよ

うとする額は適正か」までの６項目について確認しましたが、特段の意見がなかっ

たものであります。特に、④になりますが、「行うべき事業を行っているか」につき

ましては、市と大学において、国立大学法人の利益処分の基準に準じて、定員の充

足率を定めておりますが、９０％を下回った場合は行うべき業務を行わなかったも

のとみなされますが、９０％を超えておりますので、本来の業務が行われたものと

みなすことができるものと考えるところでございます。また、その他の事項につい

ても、特段の意見はありませんでした。 

「３ 確認結果及びコメント」になりますが、「（１）財務諸表の承認」につきま

しては、「法人会計基準」に照らし、金額についての重要性の認められる齟齬等はな

く、市長による財務諸表の承認に当たって、事務局といたしまして特段のコメント

はなかったものであります。「（２）利益処分の承認」につきましては、市の承認基

準と照らし、利益処分の承認を受けようとする額に不適正はなく、市長による利益

処分の承認に当たっても、事務局といたしまして、同様に、特段のコメントはなか

ったものであります。説明は以上となります。 

 

 〇事務局：続きまして、議題③、「積立金の第２期中期目標期間における業務への充当に

ついて」、資料９と資料１０を用いて御説明申し上げます。 

    まず、資料９を御覧ください。 

    「積立金処分の概要」の「１ 趣旨」では、法や法施行細則に基づき、中期目標

期間の最後の事業年度において、現事業年度の損失をうめ、なお残余があるときは、

積立金として整理することとなっております。 

この積立金を、第２期中期目標期間における業務の財源に充てようとするときは、

市に申請書を提出し、その承認を受けなければならないこととなっています。 

市長は承認にあたり、あらかじめ、評価委員会の意見を聴くこととされているこ

とから、積立金の処分について御意見をいただきたいと思います。 

次の２につきましては、「手続きに係るイメージ図」となっております。【参考】

以下の部分につきましては、関連する法律などを記載しております。 

次に、資料１０を御覧ください。 

次に、第１期中期目標期間終了時の積立金の繰越承認について御説明します。 

ただいま御説明しましたとおり、第１期中期目標期間終了時の積立金の処分につ

いては、評価委員会の御意見を踏まえ、市長が承認することとなります。 

まず、公立大学から申請のありました繰越承認額について御説明いたします。 
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「１ 基礎事項」の（２）にありますとおり、平成２６年度期首の目的積立金残

高は約１億３５６７万円であり、これに（３）にあります平成２５年度決算に伴う

目的積立金約６２５３万円を加えた結果、平成２６年度期末の目的積立金残高は、

約１億９８１９万円となっております。 

これに平成２６年度当期純利益を加えた、約３億１０３８万円のうち、「２ 積立

金の繰越に係る法人からの承認申請額」は２億２４５２万２７４３円について、第

２期中期計画で定めた「教育研究の質の向上及び学生生活の充実を図るため」に充

てるため、公立大学から繰越承認申請がありました。 

次に、「３ 繰越承認の考え方」を御覧ください。 

積立金のうち、①の「第１期中期目標期間において経営努力分として承認された

目的積立金の残額」及び②の「平成２６年度財務諸表の当期未処分利益のうち、経

営努力として認められる額」につきましては、法人の経営努力の結果であると考え

られることから、繰越承認したいと考えております。 

具体的には、１ページ「４ 平成２６年度の経営努力認定について（１）経営努

力認定の考え方」を御覧ください。 

経営努力により生じたと認められる利益につきましては、会計基準第７２関係に

より次の３つとされています。 

「ア」として、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

益以外の収益である自己収入から生じた利益であること 

「イ」として、運営費交付金に基づく収益において、業務を効率的に行い、費用

が減少した結果、生じた利益であること 

「ウ」として、その他法人において経営努力を立証した場合となっております。 

これらを踏まえまして、２ページ（２）本法人における経営努力認定等の取扱い

について説明をいたします。 

平成２６年度未処分利益のうち、まず、「ア」として、自己収入から生じた利益は、

経営努力によるものと認定します。 

次に、「イ」として、運営費交付金収益から生じた利益は、原則として、経営努力

によるものと認定します。 

〇印になりますが、ただし、学生収容定員の合計の充足率が９０％を下回った場

合は、本来行われるべき業務が行われなかったものとみなし、定員を下回った分の

学生分の教育経費相当額につきましては、経営努力外として取扱ますが、平成２６

年度の学生収容定員の充足率は、（３）の表にあるとおり、１０９．６％で９０％を

満たしているため、運営費交付金収益から生じた利益は経営努力によるものと認定

します。 

このほか、平成２６年度未処分利益に含まれるものとして、運営費交付金の精算

額がありますが、中期目標期間最終年度では、会計基準７９の３に基づき、期末処
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理において、これを全額収益に振り替えることとしておりますが、これは市に返還

することと整理しているため、経営努力認定から除きます。 

よって、経営努力と認められる額は、運営費交付金の精算額を除いた２６３２万

９７３７円となります。 

なお、この利益の主な発生要因は、予算と比較した場合、収入につきましては、

授業料、入学料及び入学検定料収入の自己収入が約１００万円増、受託研究等収入

が約２００万円増となったこと。 

支出については、人件費が約２２００万円増となったものの、教育経費、教育研

究費等が約４５００万円減、施設整備費が約１２００万円減となったこと等が挙げ

られ、利益の発生要因が自己収入増や経費節減等、経営努力の結果ということが言

えると考えられます。 

以上により、「５ 積立金の繰越承認について」は、①から②を合計した２億２４

５２万２７４３円、法人から申請のあった額と同額を承認したいと考えております。 

以上、御説明申し上げましたが、御審議のほど、よろしくお願いします。 

 

 〇委員長：はい、ありがとうございました。ただいまの説明について、委員の皆様から

御意見はございませんでしょうか。 

    はい、どうぞ。 

 

 〇委員：図書の件なんですが、１０万円以上のものについて全部チェックをかけたと説

明がありましたが、１０万円未満のものはやらない、再精査しないということでし

ょうか。 

 

 〇大学：１０万円以上のものを最初にやって、１０万円未満のものをそのあとに行いま

した。全部、調査をいたしました。 

 

 〇委員：わかりました。 

 

 〇委員長：今の新しいチェックシステムであれば、今後は、エラーはすぐ出るようにな

るということですか。 

 

 〇大学：今のチェックシステムにおいては、全てエラーが出るようになっております。

もしよろしければ、当時の１０年のシステムのことや、どのようなチェックを行う

システムかを学長の方から御説明いたします。 

 

 〇大学：当時のシステムがどうなっているか詳細には、知る由もないのですが、推定で
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すが、空白で入力がなされていないもの、これを普通は文字コードで「202020」と

ＧＩＳコードでなってはいるのですが、１６進数の表示で、それを過って新システ

ムが数値であると誤解してしまって、読み込みますと５億３千いくつとぴったりと

した数値になりますので、多分ですね、スペースであったものを数字項目として新

システムが読み込んだために発生したエラーだと考えております。通常、システム

設定をする際に、そのようなことはしないわけですが、数字項目かそうではないの

かは、コンピュータが自動判定しますが。 

それから、今やっているチェックとして、リミットチェックというものがあって、

１０万円以上であればおかしいと、またマイナスの数字が入っているとおかしいだ

とかのチェックを本来は、システムが行うわけで、銀行のシステムもみんなそうな

っているものだと思うのですが、平成１０年当時は、そのようなシステムになされ

ていなかったと思われます。以上です。 

 

 〇委員長：今の委員から発言は、意見というより確認ということですね。 

 

 〇委員：はい。確認です。 

 

 〇委員長：あと、ほかにありませんか。はい、どうぞ。 

 

 〇委員：最後の経営努力のところで、収入が、入学料や入学検定料収入が約１００万円

増なり、支出においては、人件費が約２２００万円増えたものの、その他のところ

で圧縮があって、４５００万円となり、１２００万円の減となったような説明があ

った訳ですが、これは、平成２６年度の財務諸表とリンクした話ではないというこ

とでしょうか。例えば、先程の財務諸表の２ページのところの損益計算書を単純に

平成２６年度と平成２５年度の比較ということではないと思うのですが、平成２５

年度と平成２６年度を比較した場合、先程の大学からの説明では、人件費は減った

という説明でしたが、人件費が２２００万円増えたというのは、どこかをみれば、

わかるところがあるのでしょうか。 

 

 〇事務局：資料６においてですね、決算報告書がありましてですね、その決算報告書か

ら数字は抜いております。 

    資料６の１ページを御覧になっていただいて、上段に収入、下段に支出がありま

して、予算額に対して決算額があります。人件費につきましては、予算額に対しま

して、２２００万円増となっております。 

 

 〇大学：補足で説明いたします。人件費等につきまして、財務諸表と決算報告書では時
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期に誤差が生じる項目がいくつかございます。その中で、退職金につきましては、

いわゆる退職された方が、在職年数が少なかった方の退職された年度の平成２６年

度に退職された方がいらっしゃいますので、その方の調整分として、財務諸表上の

決算のズレが生じてしまっております。ちなみに、予算の方には、退職金というの

は積算対象としておりませんので、その分についてもズレが生じております。定年

退職の方については、予め予算計上は出来ますが、その他、他大学へ移られる方が

いらっしゃいますので、その分は計上しておりません。 

 

 〇委員：要するに退職金は、財務諸表上表面には出てこないということでしょうか。 

 

〇大学：中途の場合はですね。 

 

〇委員長：中途の場合には、予算には盛っていないという意味ですよね。 

 

〇大学：はい。 

 

〇委員：この中身とは、直接当たらないかもしれませんが、中途退職の先生が予定より

多く出たというか、そういう事案が平成２６年度は多かったということになるので

しょうか。定年退職とは別にして。役員の給与について、後程、案件としてかかる

ようですが、教員の給与について、いわゆる一般的な給与の総合的な見直しの関係

なども適用となっているんですよね。土着の先生であれば、青森が低いんだから、

民間が低いんだから、物価が低いから、給与を下げられるという理屈は捉えてもら

えるかもしれませんけども、本拠地が都会とかにあって、そういう取扱をされて、

他に求められる先生であれば、ポンポンと引き抜かれてしまうのかという可能性も

出てくるのかなと、金目の話とは別として、教員の確保ということで、給与制度と

絡めたときに、懸案というか、これから心配される案件が出てこなければいいなと

思いもあるのですが、敬遠されるという状況は出てきてはないですか。 

 

 〇大学：教員の確保に関しましては、私が理事長に就任となった時に、各教員から批判

され、懸案とされたのが、一番若手の教員の方から、任期制というものがあって、

４年で評価して悪かった方はやめてもらうということがあったのですが、それに対

して非常に懸念がありまして、今回制度改正を行いまして、基本的に全ての方を６

５歳定年制にするということにいたしました。その結果、若手の方を中心にテンシ

ョンが上がったと、そういったように教員からは不安を抱えた方もいらっしゃいま

したが、これからはそういうことがないと確信をしております。 
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 〇委員：総合的に見直しの関係では、任期制を廃止されたことを含めて、特段、都会と

比べては差がつくということで、動きがでてくるような特徴的な動きは今のところ

ないわけですね。 

 

 〇大学：今のところは、そういった動きはございません。 

 

 〇委員長：今のは御意見ではなくて、質問ですよね。 

 

 〇委員：はい。 

 

 〇委員長：では、今の平成２６年度の「財務諸表」及び「積立金の第２期中期目標期間

における業務への充当」について、市が承認しようとすることに対しては、委員会

として、これに関して意見がないということでよろしかったでしょうか。 

 

 〇委員：（異議なし） 

 

 〇委員長：それでは、最後の議題は、「公立大学法人青森公立大学の役員報酬等の支給基

準について」であります。 

    これについて、説明をお願いします。 

 

 〇大学：続きまして、公立大学法人青森公立大学の役員報酬等の支給基準の変更内容に

ついて、御説明いたします。 

まずもって、この度の役員報酬等の支給基準の変更に関する届出が、私共の認識

不足により、５月中旬となったことについて皆様へお詫びし、今後は速やかに事務

処理を行うことを、まずは御報告いたします。 

それでは、資料11「公立大学法人青森公立大学 役員に対する報酬等の支給基準

の変更について」を御覧ください。 

今回の改正趣旨としては、「２ 役員に対する報酬等の支給基準の変更趣旨」にあ

るとおり、本学の業績並びに現下の経済情勢及び青森市特別職報酬額等の改定によ

る支給額の状況を踏まえ、理事長及び副理事長の報酬額等について以下のとおり見

直しを行ったものであります。 

「３ 改正内容」の第１点目の 「(1)報酬額の見直しについて」御説明申し上げ

ます。 

地方独立行政法人の役員の報酬等は、地方独立行政法人法第５６条第１項の規定

により準用する同法第４８条第１項の規定により、その役員の業績が考慮され、ま

た、同条第３項の規定により、国及び地方公共団体の職員の給与等の事情を考慮し
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なければならないとされております。 

本学では、理事長の額については、青森市特別職・公営企業管理者の給料額を基

本とし、また全国の大学長の報酬の根拠として広く使われている人事院の指定職俸

給表を参考としながら、副理事長については、理事長の給料額の改定率を参考にし、

報酬額等を定めてきたものであります。 

昨年度、市では、青森市特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、特別職の職員の報

酬等の額を改定することとし、平成２６年第４回定例会において関係条例が可決さ

れ、その後、平成２７年１月から公営企業管理者の給料額は「635,000 円」となっ

たものであります。 

本学では、基本としていた公営企業管理者の給料額が変更されたことを受け、ま

た、資料１１の１３ページ目にあるとおり、支給ベースで比較した場合において、

公立大学法人の経営の最高責任者である理事長又は学長の報酬水準が、８６校中７

０位に位置することを参考とし、更には本学の業績並びに現下の経済情勢等を踏ま

え、支給額を「635,000 円」と見直すこととし、去る平成２７年３月２５日に開催

された第５回青森公立大学理事会において理事長の規程上の報酬額「834,000 円」

を「846,700 円」へ改正する規程を議決したものであります。 

なお、実際の支給額については、役員報酬規程の額である「846,700 円」に自主

削減分として、規程の額に１００分の２５を乗じて得た額を減じているものであり、

支給額では変更前の「625,500 円」から「9,500 円」の増、率にして、約「１．５％」

の改定率となったものであります。 

副理事長の支給額についても、理事長の改定率を参考に「１．５％」の改定を行

ったものであり、結果、「830,000 円」を「842,500 円」へ見直しを行ったものであ

ります。 

この改定時期としては、市の状況を考慮し、平成２７年１月からとしました。 

次に第２点目の「(2)期末手当の支給率の見直しについて」御説明します。 

先に御説明したとおり、理事長の期末手当の支給率の参考としていた、青森市特

別職の支給率については、市では、平成２６年度青森県人事委員会勧告等を受け、

平成２６年第４回定例会において関係条例が可決され、期末手当の支給率が「２．

８５月」から「２．９５月」へ改定され、平成２６年４月１日から適用されたもの

であります。 

本学では、先の報酬額と同様に、青森市特別職の期末手当の支給率が変更された

ことを受け、また青森県人事委員会勧告等の内容を踏まえ、期末手当の支給率を「２．

９５月」と見直すこととし、平成２６年１２月２６日の第４回青森公立大学理事会

において、役員の期末手当の支給率について「２．８５月」を「２．９５月」に改

正する規程を議決したものです。 

この改定時期も、市の状況を考慮し、平成２６年４月１日から適用いたしました。 
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役員報酬等の支給基準の変更についての説明は以上であります。 

  

 〇委員長：はい、ありがとうございました。 

    ただいまの説明について、委員の皆様から御意見はありますか。 

    はい、どうぞ。 

 

 〇委員：３の（１）の最後のところなんですが、「副理事長報酬額についても、理事長の

改定率に合わせて、「830,000 円」を「842,500 円」」と改定とあるのですが、これは

改定を行いつつ、最後に１００分の２５を乗じた額を減じた６０数万円になるとい

う取扱になるということなのでしょうか。 

 

 〇大学：はい、委員長。 

 

 〇委員長：どうぞ。 

 

 〇大学：学長の給与はそのままです。理事長だけが削減ということです。 

 

 〇委員：副理事長というのは、誰のことでしょうか。 

 

 〇大学：副理事長は、学長のことです。 

 

 〇委員：学長については、減じていないということですね。 

    １００分の２５を減じるという根拠は、どういう議論ということだったでしょう

か。 

 

 〇大学：はい、委員長。 

 

 〇委員長：どうぞ。 

 

 〇大学：元々、理事長の額が、６０数万円ということで公営企業管理者の額に準じてや

ってきた訳ですけど、当時から学長の額が高い額になっておりまして、法人化した

時にそのままシフトした状況でありまして、全国の状況を調査して、調べた結果、

理事長の給与は基本的に学長よりは高いというのが一般的なものですから、その時

点で、学長より若干高めに設定しましたうえで、削減率で実質の支給額を規定しよ

ういうことになった訳です。その結果、逆算して２５％を減じるということになっ

ております。 
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 〇委員：帳尻合わせなのか、なんなのかよくわからないですけども、そういうかんじな

んですね。わかりました。 

 

 〇委員長：はい。よろしいでしょうか。 

 

 〇委員：はい。 

 

 〇委員長：それでは、公立大学法人青森公立大学の役員報酬基準については、原案を適

当と認めることとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 〇委員：はい。 

 

 〇委員長：ありがとうございました。本日の審議、お疲れ様でございました。 

    先程、大学から報告がありましたが、図書の評価額について誤りがあったという

ことがありましたけども、特別、法人化前の事務処理に端を発した事案とはいえ、

また香取学長から、このパターンではないかという御説明はありましたけども、本

来あってはならないことでございます。私も説明は受けましたけど、なんでこのよ

うなことになるのかと理解できませんでした。これに伴って、大学において、大分、

チェック体制が進んでいようですが、更には、市側のチェック体制の在り方など、

今一度再確認を行っていただいて、今後、このような事案が発生しないように、適

切な業務の遂行をしていただければと思っております。 

    これで、必要な審議は全て終了いたしましたので、第 1 回の評価委員会の審議を

終わりたいと思います。 

    よろしいでしょうか。 

 

 〇委員：はい。ありがとうございました。 

 

 〇司会：若井委員長、長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

    事務局から申し上げます。 

    このほか、今年度の評価委員会の開催予定につきましては、７月に２回予定して

おりますが、これについて、また後日、御連絡させていただきたいと思います。 

    事務局からは以上でございます。本日は、長時間にわたり、誠にありがとうござ

いました。 


