
山形県立米沢女子短期大学 基準10 

基準10 財務 

 

（１）観点ごとの分析 

 

観点 10－１－①： 短期大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また，

債務が過大ではないか。 

 

【観点に係る状況】 本学は，山形県が設置する公立短期大学であり，県の一般会計の予算により運営がなさ

れている。設置については，「山形県立大学条例」に定められており，資産関係については「議会の議決に付す

べき契約並びに財産の取得，管理及び処分に関する条例」に定められている。 

教育研究活動を安定して遂行するため，昭和47 年米沢市通町に校舎を新築移転後，昭和58 年 11 月にＢ号館

（5,709㎡）を増築，平成6年11月にＣ号館（3,133㎡）を増築し，順次施設の整備に努めている。 

また，それらの条例に基づいて，組織等については「山形県行政組織」第 3 章 第 4 節 第 2 款米沢女子短期

大学（別添資料３－１－①－１「山形県行政組織規則」）に，資産関係については「山形県公有財産規則」に基

づき公有財産台帳（別添資料10－１－①－１「財産調書」）に記載されている。 

 

【分析結果とその根拠理由】 県立の短期大学であるため，県から教育研究活動が安定して遂行できる予算措

置がなされている。また，県全体の中で財政運営がなされているため，本学としての個別の債務は有しない。 

 

観点 10－１－②： 短期大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続的に

確保されているか。 

 

【観点に係る状況】 本学の予算については，毎年度，議案及び予算説明書の山形県一般会計予算 第10款教

育費 第６項 第２目 短期大学費に計上される。（別添資料 10－１－②－１「平成 19 年度の議案及び予算説明

書（関係部分抜粋）」） 

最近5か年の予算措置の状況は，資料10－１－Ａのとおりである。 

 

 資料10－１－Ａ                  山形県短期大学費（当初予算ベース）         （単位：千円） 

 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 

短期大学費 698,580 706,885 729,382 697,908 713,717

 

【分析結果とその根拠理由】 資料 10－１－Ａに示すように，短期大学費は毎年度安定的に予算措置がなさ

れており，短期大学の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続的に確保されて

いる。 

なお，短期大学分の地方交付税基準財政需要額の教育費にかかわる単位費用については，全国公立短期大学

協会を通じて，維持・充実に関して文部科学省に要請し，毎年度分については，全国公立短期大学協会通常総会

で確認している。 
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観点 10－２－①： 短期大学の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画等が

策定され，関係者に明示されているか。 

 

【観点に係る状況】 年間の歳入歳出予算については，県立大学であるため議会の議決を経て執行しており，

法令に基づき告示により住民に周知されている。 

また，本学の主な経常的収入は，授業料，入学料，入学考査手数料，学寮費等であり，最近 5 か年の収入状

況は，資料10－２－Ａのとおりである。なお，支出については観点10－２－②で述べる。 

      

  資料10－２－Ａ             収入（当初予算ベース）          （単位：千円） 

 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 

授 業 料 244,140 265,200 243,750 232,449 233,587

入 学 料 72,940 72,940 63,700 60,200 60,200

入学考査手数料 11,448 12,600 12,600 10,800 10,800

学 寮 費 10,478 10,656 10,656 10,656 10,656

そ の 他 11,879 13,134 4,198 3,742 3,398

収 入 合 計 350,885 374,530 334,904 317,847 318,641

 

授業料・入学料については，「国立大学等の授業料標準額単価」と同じ額。額については，山形県立大学の

授業料徴収条例に定めている。授業料等については，県公報で告示すると共に，「大学案内」，「募集要項」，

本学ホームページ等で明示している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 歳入歳出予算は議会の議決を経て執行され，その予算内容や授業料・入学料に

ついては，県公報で告示するとともに本学ホームページ等で住民に周知されていることから，短期大学の目的を

達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画等が策定され，関係者に明示されているとい

える。 

なお，資料10－２－Ａに示すとおり，授業料については定員割れもないことから安定的に推移している。 

 

観点10－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

  

【観点に係る状況】 本学の年度ごとの予算額については観点 10－１－②に，収入については観点 10－２－

①に示したとおりである。 

本学の年間予算額と本学のその年の収入の差については，毎年度県の一般財源で措置されている。 

 最近５か年の一般財源措置額は，資料10－２－Ｂのとおりである。 
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資料10－２－Ｂ                     一般財源（当初予算ベース）           （単位：千円） 

 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 

短期大学費 698,580 706,885 729,382 697,908 713,717

収 入 額 350,885 374,530 334,904 317,847 318,641

一般 財源 347,695 332,355 394,478 380,061 395,076

 

【分析結果とその根拠理由】 資料 10－２－Ｂに示すように，観点 10－１－②で述べた短期大学費総額と観

点 10－２－①で述べた収入額との差は，毎年度一般財源で予算措置がなされており，収支均衡・過大な支出超

過とはなっていない。 

 

観点 10－２－③： 短期大学の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を含む。）に対

し，適切な資源配分がなされているか。 

 

【観点に係る状況】 教育研究活動費は，短期大学費総額から，教職員の給料・職員手当等を除いた物件費等

が，本学の1年間の管理・運営，研究活動に充てられる経費となる。最近5か年の本学の物件費等の総額と管理

費，教務費，学術研究費，学寮費，図書館費，充実推進費ごとの内訳は，資料10－２－Ｃのとおりである。 

 

資料10－２－Ｃ                物件費等（当初予算ベース）             （単位：千円） 

 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 

短期大学費 698,580 706,885 729,382 697,908 713,717

給料・職員手当 

共 済 費  等 
513,662 500,423 516,601 490,046 505,734

（給与費等を除く） 

物 件 費 等 
184,918 206,462 212,781 207,862 207,983

管 理 費 70,174 95,297 92,243 87,279 91,312

教 務 費 67,570 69,996 71,515 71,998 68,256

学術研究費 12,361 12,481 12,918 17,626 17,871

学 寮 費 19,473 19,497 15,369 15,556 15,595

図 書 館費 6,023 6,305 7,613 6,337 6,788

充実推進費 9,317 2,886 6,124 9,066 8,161
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管理費は，光熱水費・施設の維持管理や修繕に要する経費が主で，教務費は各学科の授業，入試，学内ＬＡ

Ｎに関する経費・教育用の備品購入費が主なものであり，学術研究費は，旅費・消耗品費・備品購入費等教員の

研究活動に要する経費が主なものである。 

上表のとおり，年度により事業内容が異なるため若干の増減はあるが，安定的に経費が確保されている。 

予算の要望から配分までの流れについては，前年度の夏頃までに出された各委員会及び学科からの備品・臨

時的経費等についての要望と，庁舎修繕，各種印刷，特別な行事や事業等事務局で積算したものとを合わせ，本

学全体の要望を取りまとめ，事務局長・学長のヒアリングを経て，10月中旬に県に見積書を提出する。 

本学の主管課である文化環境部学術振興課が財政課と折衝し，予算が内示され，県議会の審議を経て３月下

旬予算が成立する。 

決定された本学予算は，4 月の最初の教授会において，別添資料 10－２－③－１（平成 19 年度予算内訳（対

18 年度予算額対比））に示す一覧表を資料として提示して，総務委員長から大学全体の予算概要の説明がなさ

れる。その後，総務委員会から各学科の活動経費や教育研究予算配分の基本的な考え方と旅費・需要費等の配分

案が示され，教授会での審議を経て，各学科，各教員に配分される。 

研究活動への経費は教育・研究活動費を中心に計上されており，最近５か年の総額と経費ごとの主な内訳は

資料10－２－Ｄのとおりである。 

 

  資料10－２－Ｄ            学術研究費等（当初予算ベース）        （単位：千円） 

 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 

学 術 研 究 費 12,361 12,481 12,918 17,626 17,871

旅   費 4,140 3,251 2,868 4,228 4,390

需  用  費 6,538 6,800 6,352 8,046 8,319

報  償  費 226 280 280 311 70

役 務 費等 127 119 121 155 142

主 

な 
経 
費 

の 

内 

訳 

備品購入費 1,330 2,031 3,297 4,886 4,950

 

主な経費については各学科を通じて各教員の教育・研究活動に必要な経費を配分している。ちなみに 19 年度

は旅費については一人当たり 85,000 円，需用費については教員一人当たり 143,000 円，備品費については，要

望のあった備品について必要性・緊急性を考慮し予算の範囲で順次購入している。 

  

施設・設備の整備については修繕費，工事請負費に計上されており，最近 5 か年の状況は資料 10－２－Ｅの

とおりである。 

 

 

 

 

- 53 - 



山形県立米沢女子短期大学 基準10 

資料10－２－Ｅ            工事費等（当初予算ベース）         （単位：千円） 

 平成19年度 平成18年度 平成17年度 平成16年度 平成15年度 

修 繕 費 3,225 4,007 4,007 2,875 2,900

工事請負費 0 0 13,600 0 5,700

工事費等合計 3,225 4,007 17,607 2,875 8,600

 

14 年度はバリアフリー化改修工事（C 号館エレベータ設置，自動ドア）や図書館ブックディテクションシス

テムの設置工事，17・15年度は校舎や学寮の屋上防水工事等を行っている。 

老朽化している施設もあるため，大型の工事・修理については緊急性を勘案して計画的に行っている。 

なお，耐震化にあたっては18年度にＡ号館及び体育館の耐震診断を実施し，19年度は学寮の耐震診断を実施

予定で計画的に対応することとしている。また，当初予算計上された以外で急な支出の必要性が生じた場合は，

学術振興課と速やかに相談のうえ，その案件により補正予算や予算の流用等で対応している。 

 

【分析結果とその根拠理由】 予算編成時において，各委員会及び学科から備品や臨時的経費等の予算要望を

受けて見積書を作成していること，また，予算成立後，教授会において各学科の活動経費や教育研究予算配分の

基本的な考え方を審議したうえで配分されることから，短期大学の目的を達成するため，教育研究活動（必要な

施設・設備の整備を含む）に対し，適切な資源配分がなされていると考える。 

 

観点10－３－①： 短期大学を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

   

【観点に係る状況】 設置者である山形県の年度ごとの予算，決算，コスト計算書（出納局試算），バランス

シート等山形県の財政状況は広報誌やＨＰ等で県民に公表される。 

 

【分析結果とその根拠理由】 山形県の方針として「県民への説明責任」を基本理念の一つとしており，予算

編成や財政状況が適正な形で詳細に公表されている。 

 

観点10－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

【観点に係る状況】 本学に対しては，地方自治法199条に基づく県の監査委員による監査と，本県財務規則

第281条及び第288条に基づく県の出納局による会計検査を定期的に受けている。毎年それぞれ定められた書式

により監査調書，決算調書を作成し県に提出している。 

監査については，監査委員による本監査と監査委員事務局による予備監査が毎年度実施されている。財務事

務が適正に執行されているか，事務事業が効率的，合理的に行われているか等の監査を受けている。 

監査結果の報告については，必要に応じて監査意見を付した報告がなされ，その結果は年度内に山形県公報

で公表されている。 

なお，平成16年度には県の委託を受けた包括外部監査人による包括外部監査を受けている。 
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【分析結果とその根拠理由】 財務に対して，会計監査等が適正に行われていると考える。 

なお，監査，会計検査とも特に問題となる指摘は受けていないが，より一層の効率性と適正な処理を心がけ

る必要がある。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

 

【優れた点】 山形県財政が厳しい中で，本学としては過去 5 年間ほぼ一定額の予算が確保されるとともに，

予算編成や執行にあたっては，総務委員会が中心的な役割を果たしながら，教授会の審議を通じて予算・決算が

全教員に公開され，事務局と連携のうえ効率的な予算運用がなされている。 

 

【改善を要する点】 山形県においては社会保障関係費の増嵩や公債費の高止まりなどに伴い財政硬直化が進

むとともに，「三位一体の改革」による地方交付税の大幅な減額等により，非常に厳しい財政運営が強いられて

いる。県は持続可能な財政運営を目指し財政の自由度を回復していくため，予算編成方針等で一層の財政健全化

に務めているところであり，本学としても，より効率的かつ重点的に予算運用に努める必要がある。 

ただ，学生の学習意欲を高めるためには，学習環境の整備充実が重要であり，施設設備の整備や図書の購入

などは今後とも計画的に進める必要がある。 

  

（３）基準10の自己評価の概要 

県立の短期大学であるため，大学施設の管理運営や教育研究活動が遂行できる予算が安定的に確保されてお

り，過大な支出超過とはなっていない。また，教育研究活動に対する適切な資源配分については，総務委員会

が中心になり事務局との連携のもと適切な配分・執行がなされている。 

さらに，財務に対する会計監査等は適切に行われており，問題となる指摘も受けていない。以上，財務に関す

る基準を満たしているといえる。 
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