
平成29年度 第２回北海道地方独立行政法人評価委員会公立大学部会 議事録 

 

 

１ 開催日時 

  平成29年８月2２日（火） 9：30～10：30 

 

２ 開催場所 

  道庁本庁舎２階総務部会議室 

 

３ 出席者 

 【出席委員】 

  谷山 弘行 部会長 （学校法人酪農学園 酪農学園大学 理事長） 

  庄司 正史 委 員 （公認会計士） 

  田中 繁道 委 員 （医療法人渓仁会 理事長） 

  古谷 雅代 委 員 （株式会社エクサネットHAL 代表取締役会長） 

 

 【欠席委員】 

  鈴木 将史 委 員 （国立大学法人 小樽商科大学 教育担当副学長） 

 

４ 配付資料 

資料１－１ 平成28年度財務諸表の概要 

資料１－２ 平成28年度利益処分に係る知事の承認（経営努力認定）の概要（案） 

資料１－３ 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表及び利益処分に係る知事の承認に 

関する評価委員会意見について（案） 

資料２－１ 平成28年度業務実績評価に係る論点整理（案） 

資料２－２ 平成28年度業務実績報告書に係る項目別確認表（案） 

資料２－３ 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果の概要（案） 

資料２－４ 平成28年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果（案） 

資料３   地方独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知事の認可に関する評価委員会意見 

について（案） 

資料４   北海道公立大学法人札幌医科大学第３期中期目標等（H31～36）策定方針（案） 

資料５   平成29年度北海道地方独立行政法人評価委員会審議スケジュール 

参考資料  北海道公立大学法人札幌医科大学年度評価実施要領 

 

5 開催概要 

  

【事務局】  

○ ただいまから「平成２９年度第２回北海道地方独立行政法人評価委員会公立大学部会」を開催します。議事 

に入る前に、本日の部会の進行につきまして、お手元の次第に沿って、ご説明いたします。 

○ 最初に（１）といたしまして「平成２８年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表及び利益処分の承 

認に係る意見について」でございます。    

○ 続きまして、（２）といたしまして「平成２８年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評 

価結果について」、続きまして（３）といたしまして「地方独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知

事の認可に関する評価委員会意見について」、最後に（４）といたしまして「北海道公立大学法人札幌医科大

学第３期中期目標等（H３１～３６）策定方針（案）について」ということでご審議頂きます。 

○ それでは早速議事の方に入りたいと思いますけれども、これからの進行につきましては、谷山部会長にお願 

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。        

    

 

 



【谷山部会長】 

○ それでは、早速議事に入ります。本日は、それぞれの議事ごとに事務局から説明を受け、委員の皆様からの 

ご意見等をいただきながら、審議を行っていきたいと考えております。 

○ なお、本日の審議の結果は、公立大学部会の決定事項として、２９日に開催される評価委員会で審議及び報 

告することといたしますので、よろしくお願いいたします。  

○ それでは、最初の議事でございますが、「平成２８年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表及び利 

益処分の承認に係る意見」について、事務局からご説明をお願いいたします。  

 

議事（１） 平成２８年度北海道公立大学法人札幌医科大学の財務諸表及び利益処分の承認に係る意見について 

 

【事務局】  

○ それでは資料１－１から１－３について説明させていただきます。 

○ まず、財務諸表についてですが、資料１－１「平成２８年度財務諸表の概要」をご覧ください。この資料 

は、法人から提出のありました財務諸表のポイントをまとめたものです。単位は百万円で、括弧書きの数字は 

平成２７年度の金額となっております。当時の平成２８年度の運営状況を明らかにしている損益計算書でご説 

明したいと思います。資料の右側の②でございますが、初めに表の右側の経常収益をご覧下さい。３２５億

５，０００万円で前年度と比較して２，５００万円減少しております。主な理由としては、病院収益が増加し

たものの、運営費交付金や補助金収益が減少したことなどによるものでございます。  

〇 次に経常費用をご覧ください。３２４億２，６００万円ということで前年度と比較して５，５００万円減少

しております。主な理由といたしましては、医薬材料費を含む診療経費が増加したものの、退職者が少なかっ

たことによる人件費の減少や経費の削減によるものでございます。経常収益から経常費用を差し引いた経常利

益につきましては、１億２，４００万円となっております。また、経常利益と臨時収益の合計額から臨時損

益、損失１億１，９００万円を差し引いた当期純利益が８００万円ということになっております。平成２８年

度は目的積立金の取崩しがございませんでしたので、当期総利益も同額の８００万円となります。これらの財

務諸表につきましては、法人の監事及び会計監査人による監査を受けており、法人の財政状況などを適正に表

示しているとの報告を受けております。次に、利益処分についてです。資料の１－２「平成２８年度利益処分

に係る知事の承認（経営努力認定）の概要（案）をご覧ください。法人における利益及び損失の処理につきま

しては、地方独立行政法人法 第４０条第１項の規定にありますとおり、損益計算書において利益を生じたと

きは、前年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、積立金として積み立てることとされており

ます。  

○ ただし、法第４０条第３項の規定において、知事の承認が必要となりますけども、その残余の額の全部また 

は一部を、中期計画で定める剰余金の使途に充てることができるとなっておりまして、札医大の中期計画で 

は、「全学的観点に立ち、教育・研究・診療の質の向上、社会貢献及び組織運営の改善に充てることができ 

る」となっておりまして、今回の当期総利益８００万につきましては、この目的に充てるための目的積立金 

として積み立てるために知事の承認を得ようとするものでありまして、知事の承認に当たりましては、あら 

かじめ評価委員会の意見を聴くこととされています。資料の下段の平成２８年度利益処分（案）にありますと

おり、経営処分に当たっては、経営努力認定基準をもとに財政部門との協議を行ったもので、金額は平成２８

年度当初予算と決算との比較ということになっております。内訳にありますとおり、医薬材料費の増加がある

ため、利益の圧縮が１億３，７００万円、経費の節減に伴う利益として２億７，８００万円、また人件費の節

減により２億４，４００万円、その他収入の増などによる利益として１，０００万円、減価償却費等による利

益の圧縮が３億８，７００万円となっておりまして、差し引き８００万円で、これを法人の経営努力として承

認したいと考えております。     

○ 次に財務諸表及び利益処分に係る知事の承認に関する評価委員会意見ということで、資料の１－３をご覧く 

ださい。平成２８年度の財務諸表及び利益処分に係る知事の承認に関しましては、当部会でこれからご審議

していただきますけれども、内容などの確認を行った結果、事務局案としては「特に意見なし」ということ

で、評価委員会に報告したいと考えておりますので、ご審議のほど、よろしくお願いします。  

  

【谷山部会長】  

〇 ただいま事務局からご説明がありましたが、質問、意見等についてあればいただきたいと思いますが。よろ

しいでしょうか。 



〇 それでは、札幌医科大学の財務諸表及び利益処分の承認に係る評価委員会としての意見につきましては、案

のとおりとし、評価委員会での報告事項といたします。 

〇 それでは、次の議事である、「平成２８年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果」 

について、事務局からご説明をお願いいたします。  

 

議事（２） 平成２８年度北海道公立大学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果について 

 

【事務局】             

〇 それでは資料２－１から２－４についてご説明いたします。 

〇 まず資料２－１をご覧ください。この資料は、業務実績評価に係る論点整理案ということで、７月２７日に

行われました札幌医大とのヒアリングと公立大学部会の業務実績報告書に対する意見交換での意見を踏まえ、

整理したところでございます。   

〇 １の（１）の評価についてですが、全体評価としては１０３項目のうち、下の①のＢ評価の１項目以外の１

０２項目をＡ評価としておりますので、「概ね順調に進んでいる」ものと認められるとしております。そのＢ

評価の項目についてですが、計画 No７８、資料２－２では５６ページになりますけれども、当初の自己評価

では倫理研修を実施し、法人職員としての倫理保持の徹底や、HP に掲載した職員の遵守すべきルールやモラ

ル等の冊子の周知などにより、職員の法令遵守への意識向上を図ったということでＡ評価としておりますけど

も、平成２８年度に実施した保健医療学部の入試合否判定ミスや、セキュリティ講習会を実施したにも関わら

ずウィルス対策ソフトの有効期限切れに気付かず、臨床医学部の医学講座でパソコンのウィルス感染が発生し

たことに対する委員の皆様からのご意見を踏まえまして、他に及ぼす影響が重大であることを鑑みれば、意識

向上の取組が不十分であったと考えられるため、B評価としております。裏のページの②のその他評価に係る

意見といたしましては、評価委員の皆様から多くのご意見をいただいた中の主なものとして、３つの項目を記

載しております。  

〇 まずは、業務実績報告書の記載内容につきましては、以前に比べ記載内容が分かりやすくなっているが、計

画から改善まで一連の流れが明確になるようにとのご意見や、札医大として何に力を入れているのか見えるよ

うにとのご意見、また、地域医療を担う人材育成につきましては、道内受験者確保のための取組を高く評価す

るとのご意見、国家試験合格率に関する教育につきましては、中期計画の目標値を全ての職種において達成す

ることを期待するとのご意見をいただいております。２の「指摘事項」についてですけれども、これも委員の

皆様からのご意見を踏まえまして、目的達成の目安となる数値の設定に加え、計画から改善までの一連の流れ、

つまり、ＰＤＣＡサイクルを明確にし、客観的に分かる評価となるよう検討が必要であるとしております。 

〇 次に、資料の２－２をご覧ください。これにつきましては、法人から報告のあった業務実績報告書に対し、 

評価委員会による項目別に評価した項目別確認表となっておりまして、表紙の裏には項目別の法人の評価と

評価委員による評価結果一覧、それと１ページ以降につきましては、右側に評価委員会検討結果が網羅され

た確認評価結果を記載しております。先ほどご説明いたしました５６ページのＢ評価の項目についての評価

委員会検討結果については、「B」としております。  

〇 次に業務実績に関する評価委員会の評価結果（案）についてです。資料２－３が評価結果の概要、資料２－ 

４が評価結果（案）となっております。札医大、議会及び知事への報告する資料となります、資料２－４の評

価結果（案）で主立ったところをご説明したいと思います。資料の内容は、冒頭で評価の方法や基準など評価

についての基本的な考え方、また１ページ以降は目次にありますとおり、全体評価、項目別評価、項目別評価

（総括表）という構成になっております。  

〇 １ページ目の全体評価についてですが、（１）総括として、１０３項目のうち１０２項目がＡ評価、９９％

ということで、「概ね順調に進んでいる」ものと認められると評価し、以下①から⑤までの主な取組について

記載しています。  

〇 ①の教育につきましては、医学部の一般入試における「北海道医療枠」の選抜方法を変更し、「北海道医療

枠」の定員を柔軟に対応可能としたほか、高校訪問などの積極的な入試広報活動により道内出身者の合格率の

向上に取り組んだこと、②の研究につきましては、脳梗塞及び脊髄損傷再生医療の取組、特に脊髄損傷に関し

ては、薬事承認審査における「先駆け審査指定制度」に指定され、早期実用化に向けて取り組んでいること、

③の附属病院につきましては、がん診療連携拠点病院としての取組や地域中核病院へのがん、肝疾患、エイズ

等の専門医療に関する支援、また、肝疾患医療に関しましては、B型肝炎の再活性化を予期し、防止するため

に、電子カルテ上に防止システムを導入し、医療安全の強化に取り組んだこと、④の社会貢献につきましては、



地域の医療機関の医師派遣と原子力災害時の対応力を高めるために道主催の北海道原子力防災訓練に参加した

こと、⑤の財務につきましては、道からの運営費交付金の縮減について、中期目標の目標値を達成するなど、

経費削減に努めたことなどについて記載しております。   

〇 （２）の「改善すべき指摘事項」としましては、資料２－１に記載の指摘事項と同じ内容を記載しておりま

す。３ページ目の２の項目別評価につきましては、第１「大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成す

るための措置」から８ページ目にあります第５「その他業務運営に関する重要目標を達成するための措置」ま

で中期目標で確定された項目ごとに区分しまして、それぞれの項目においての年度計画での主な取組と評価を

記載したものとなっております。  

〇 主な部分をご説明いたしますと、第１「大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するための措置」

につきましては、全体の年度計画の取組が７５項目ありまして、その全てがA評価であるため、「順調に進ん

でいる」と評価しております。個別の項目につきましては、教育・研究・附属病院・社会貢献の４項目の主な

取組と評価を記載しております。「１ 教育に関する目標を達成するための措置」については、年度計画の項

目が２９項目ありまして、その全てがＡ評価であるため、「順調に進んでいる」と評価しておりまして、主な

取組と評価につきましては、「北海道医療枠」の選抜方法の変更、アドミッションセンターの組織体制強化と

積極的な入試広報活動の取組、国家試験合格率の３つを取り上げております。５ページ目の「２ 業務運営の

改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」につきましては、全体の年度計画の取組が７項目ありま

して、そのうち１項目がＢ評価であるため、Ａ評価以上の割合が９割未満と言うことで、「やや遅れている」

との評価としております。個別の項目につきましては、運営と組織及び業務の２項目の主な取組と評価の記載

をしております。ここでは「１ 運営に関する目標を達成するための措置」で３項目ありますが、そのうちの

法令遵守に関する項目でＢ評価となりましたので、「やや遅れている」との評価となっています。  

〇 次に６ページ目の「３ 財務内容の改善に関する目標を達成するための措置」につきましては、全体で７項

目あり、全てがＡ評価です。個別の項目は財務、外部研究資金、経費の効率的執行、資産の運用管理の４項目

の主な取組と評価の記載をしております。８ページ目の「５ その他業務運営に関する重要目標を達成するた

めの措置」につきましては、全体で１０項目ありまして、全てがＡ評価で、個別の項目では、施設整備の整備、

活用・安全管理の項目の取組と評価を記載しております。次に９ページ以降の項目別評価（総括表）につきま

しては、総括表として中期目標の項目ごとに札幌医科大学の主な取組内容と評価を記載するとともに、評価委

員会の評価も併せて記載した内容となっております。  

〇 説明は以上です。  

 

【谷山部会長】  

〇 どうもありがとうございました。これについて何か質問ありませんか。なければ平成２８年度北海道公立大

学法人札幌医科大学の業務実績に関する評価結果につきまして、案のとおりとし、評価委員会での報告事項と

いたします。それでは、次の議事である「地方独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知事の認可に関

する評価委員会意見について」、事務局からご説明願います。 

 

 議事（３） 地方独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知事の認可に関する評価委員会意見について 

 

【事務局】   

〇 それでは、不要財産の納付に係る知事の認可に関する評価委員会意見についてです。  

〇 資料３をご覧ください。趣旨につきましては、「１ 財産の概要」の中に記載されている教育北棟やＲＩセ

ンターなどの建物については、道からの出資財産となっておりますが、札幌医科大学施設整備構想に基づく改

築により、平成３０年度から解体するため、法人の保有財産としては不要となります。資料の一番下の点線で

囲んだ部分ですが、地方独立行政法人法第４２条２の規定で、法人は出資等に係る不要財産については、遅滞

なく、設立団体の長の認可を受けて納付するもの規定されておりまして、また、同条第５項では、設立団体の

長は規定による認可をしようとするときは、あらかじめ評価委員会の意見を聴くとともに、議会の議決を経な

ければならないとなっておりますことから、今回、ご審議いただくものでございます。   

〇 不要財産の概要につきましては、平面図も添付しております。平面図では（１）の施設整備前のＨ３０に解

体と記載している部分がありますが、資料３－１にありますとおり、教育北棟、ＲＩセンター及びがん研究所、

教育南棟、井戸上屋、ＲＩ焼却炉、ＲＩ貯留槽渡り廊下で、建物全体の面積が７，１４７.６４㎡の施設を平成

１９年４月の法人設立にあたり、北海道から札医大へ出資しております。 



〇 「３ 納付手続の流れ」ですが、法人から不要財産として道に不要財産処分の認可申請がされており、本日

の部会でご審議いただきまして、２９日の評価委員会で決定し、その後１２月の第４回定例道議会で議決を経

て、道が認可の上、平成３０年１月から３月までに総務省への申請と定款変更を行いまして、３０年４月に道

に納付をする予定となっています。その後、解体工事を開始することとなります。 

〇 「４ 公立大学部会の意見」といたしまして、事務局案として記載しておりますが、ご審議していただきた

いと思います。    

  

【谷山部会長】  

〇 ありがとうございます。  

〇 それでは札幌医科大学の不要財産の納付と言うことですが、何か質問等はございますか。なければ、「地方

独立行政法人法に基づく不要財産の納付に係る知事の認可に関する評価委員会意見について」は案のとおりと

し、評価委員会での審議事項といたします。  

〇 それでは次の議事である「北海道公立大学法人札幌医科大学第３期中期目標等策定方針（案）」について、

事務局から説明願います。 

 

 議事（４） 北海道公立大学法人札幌医科大学第３期中期目標等（H３１～３６）策定方針（案） 

 

【事務局】 

〇 議事４「北海道公立大学法人札幌医科大学第３期中期目標等（H３１～３６）策定方針（案）」でございま

す。 

〇 資料４「第３期中期目標等（Ｈ３１～３６）策定方針（案）」をご覧ください。これは第３期中期目標等の

検討を進めることを決定し、かつ策定にあたっての留意事項というのを定めるものでございますけれども、地

方独立行政法人法第３１条、中期目標の期間の終了時の検討に基づきまして、本日の評価委員会公立大学部会

に諮り意見を聴取した上で最終決定をいたしまして、札医大に通知するものとなっております。両面コピー１

枚で裏表２ページの資料となっておりますが、１ページ目の内容についてでございます。現中期目標期間にお

ける札医大の取組の成果や課題、新たな中期目標を策定するにあたって留意しなければならない事項等を記載

しております。現在の第２期目標に関しましては、札医大の取組によりまして、目標・計画の達成に向けて「概

ね順調に進んでいる」ことから、道といたしまして、第２期中期目標期間終了後も、札幌医科大学において、

公立大学法人による運営を継続することを認め、第３期の中期目標の検討を進めることにするという内容にな

っているところでございます。  

〇 裏面２ページ目の内容についてでございますが、一つ目といたしまして中期目標と計画の策定方法でござい

ますけれども、中期目標の明確化や検討の視点、それから中期計画と策定にあたっての留意点などを示したも

のとなっています。これまでの本評価委員会公立大学部会からいただきましたご意見や指摘事項、社会情勢の

変化等を踏まえ、札医大の求められている事項等を整理し、まとめたものでございます。 

〇 四角の２つ目でございますが、これは財務関係でございます。これは第３期目における、道が札医大の財政

支援を検討するに当たり、留意点を整理したものでございまして、引き続き厳しい道の財政状況を踏まえなが

ら札医大にあっては、業務改革や財政基盤の強化を図ったことが前提となりますけども、札医大を取り巻く環

境も非常に厳しいということもございまして、法人の実態も踏まえた財政支援について検討する必要があると

いうことを明記しております。  

〇 ４番目の下段でございますけれども、今後の主なスケジュールとなっております。 

〇 説明は以上でございます。  

 

【谷山部会長】  

〇 ありがとうございます。札医大の第３期中期目標等（H３１～３６）策定方針（案）でございますが、委員の

皆様のこれまでにいただいた意見が反映されているかと考えますが、何かご質問等ございますか。  

〇 それでは、「北海道公立大学法人札幌医科大学中第３期目標等（H３１～３６）策定方針（案）について」

は案のとおりとし、評価委員会での報告事項といたします。 

〇 議事全体を通して何かございますか。 

〇 なければ、「その他」として事務局から説明がありますので、お願いします。 

 



 議事（５） その他 

 

【事務局】  

〇 それでは資料５をご覧ください。  

〇 本日の部会で決定しました評価結果につきましては、試験研究部会の評価結果などと併せまして、8月2 

９日開催予定の、第２回評価委員会で報告いたします。  

〇 評価結果につきましては、評価委員会での報告の後、札幌医科大学に通知するとともに、９月に開催の第３

回定例道議会に報告することとなっております。8月2９日の第２回評価委員会につきましては、午前１０時

半から今日と同じ、北海道庁本庁舎２階総務部会議室で開催予定となっておりますので、よろしくお願いしま

す。 

〇 説明は以上でございます。  

 

【谷山部会長】  

〇 全て議事が終わりましたけども、何かご意見等ございませんか。なければ本日の議事については全て終了

いたしましたので、進行を事務局にお返しします。  

 

【事務局】 

〇 ありがとうございました。 

〇 それでは本日予定の議事が全て終わりましたので、閉会にあたりまして、大学法人室長成田より一言ご挨拶

を申し上げます。 

 

【成田室長】  

〇 谷山部会長はじめ、委員の皆様には長時間にわたり、ご審議いただき、平成2８年度札幌医科大学の業務実

績に係る評価等多くの案件を取りまとめていただきました。大変、ありがとうございます。 

〇 今回の評価の作業については、指摘事項にもまとめていただきましたが、計画から改善までの一連の流れが

分かりづらい面が見受けられ、委員の皆様には、大変、ご苦労いただいたのではないかと感じております。 

〇 評価結果については、来週２９日の親委員会に報告の後、大学に通知するとともに、知事及び道議会に報告

することとなります。委員の皆様には、道行政の発展、札幌医科大学の発展のため、今後ともご指導賜ります

よう、お願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。  

 

【事務局】  

〇 それでは、以上をもちまして、平成２９年度第２回公立大学部会を終了させていただきます。 

〇 本日はお忙しい中、また天気の悪い中、ご足労いただきまして誠にありがとうございました。 

 


