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平成３０年度第１回宮崎県地方独立行政法人評価委員会

議事要旨

１ 開催日時 平成３０年７月９日（月）１３：３０～１５：４５

２ 場 所 県企業局庁舎１階 県電ホール

３ 出席委員 宮崎大学理事兼副学長 伊達 紫

宮崎県医師会長 河野 雅行

宮崎県看護協会長 中武 郁子

公認会計士 髙妻 和寛

公立大学法人大分県立看護科学大学理事長兼学長 村嶋 幸代

４ 審議概要

議事（１）公立大学法人宮崎県立看護大学の平成２９年度業務実績報告について

（業務実績報告書の大項目第１まで）

看護大学から資料の説明を行い、委員質疑を行った。主な質疑は以下のとおり。

【委員】 大学の設置目的の１つである「②地域保健医療への貢献」に関して、

卒業生が県内に残るような施策を考えていただきたいが、平成２９年

度の状況はどうだったか。

【看護大学】 資料３－２の６ページに記載しており、昨年度の県内就職率は４割程

度となっている。

【委員】 もう少し県内に残るような方策を考えていただきたい。４割で是とす

るか非とするか、評価は分かれると思うが、せめて半分以上は残って

ほしい。

【看護大学】 県立大学ということで、５０％以上という目標を設定しているが、過

去の状況を見ると、４０％台が続いている。

県内の専門学校等では学生のほとんどが県内出身者で県内就職率６～

７割。当大学の入学生は県内６割、県外４割。県外出身者はほとんど

が地元に戻るか、関東、関西に就職するため、県内出身者６割で勝負

することとなる。６割のうち県内に就職する学生は７割程度で、これ

は専門学校等と遜色のない数字になっている。

県内就職率を高めるため、まずは県内出身入学者を増やす入口対策と

して、県内推薦入試枠を増やし、県内出身学生の割合を高めるよう取

り組んでいる。卒業生が県内により多く残ってくれるようにするため
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の出口対策も、きめ細やかに様々な対策を行っているが、一定数の学

生は都市圏に流出してしまう。

学生アンケートでは、就職先を決定する際の要因として「給与」「処

遇」が圧倒的に多くなっており、東京辺りの病院は初任給３０万だが、

県内では高くても２０万で差が大きい。また、学生の６割くらいが奨

学金をもらっており、返還のために給与が高いという条件を求めてお

り、ミスマッチをおこしている。

県立病院バスツアーへの参加促進などの取組を行っているが、マッチ

ングしていない状況があるので、採用する側の県内医療機関とも学生

が就職先決定で重視するポイント等ついて情報共有し、取組を深めて

いきたい。

【委員】 県内出身者は６～７割が残るということなので、もう少し入口を広げ

てみてはどうか。

【看護大学】 現在、入学生の試験区分毎など細かく分析し、学力に影響のない範囲

で少しずつ増やしていくということで取り組んでいる。

【委員】 難しいことではあるが、そのように取り組んでいってほしい。

【委員】 県立看護大を卒業して、県立病院に就職する割合はどの程度か。

【看護大学】 人数的には１０名前後である。

【委員】 他県のある民間病院で、ある学校の卒業生の多くがその病院に就職す

るというところがある。その病院では多くの先輩看護師や看護部長等

がその学校出身となっており、屋根瓦方式で、新規採用者を手厚くフ

ォローできている。最近は就職しても早期退職するという問題が言わ

れているが、病院と学校の上層部がうまくつながり、現場の教育方法

等を共有し、卒業したての看護師等だけでは解決できないことを組織

として解決する仕組みをうまく機能させているところもある。県立看

護大と県立病院においてそういう風土ができることも大事かなと、参

考になればと思う。

【委員】 公立大学ということで、県内就職率や入口での県内推薦枠を増やすこ

とを言われているが、大学であるので、公正に入試をして実力がある

学生をとって育てるのは何よりも大事である。

地方は人口減少で悩んでいるが、２０歳代女性にいかに県内にとどま

ってもらうかはダイレクトに人口減少に響くので、そういう意味では

宮崎県として、どのように若い女性を県内に残していくかという総合
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戦略を考えるべきである。その中に県立看護大の就職問題が位置づけ

られると考える。

看護大の就職を考えるときに、資料３－２の６ページにあるように大

体４割が県内就職であるが、多くは大きな公的医療機関である。学生

はどうしても大病院への就職希望が多くなるので、県立病院などがど

れくらい採用のキャパがあるか。

成績が良くて公務員志向が強い一定層は、県立病院や宮大病院に就職

していくと思う。公的な病院なので、病院の看護師養成の在り方をど

う考えるかということと密接に結びついてくる。例えば、県立病院で

一定期間働いたら、県内の中小病院に就職していくルートが考えられ

ていれば、県立病院の採用数が増え、県内就職が増えていく。

県立看護大学の県内就職は、大学だけで考えるのではなく、県の福祉

保健の人材育成、看護協会や医師会も一緒になって総合戦略を考える

必要がある。キャパや充足率について具体的な数字をあげて、みんな

で話し合って戦略を立てていくことが大事だと思う。

【委員】 県立病院のキャパなど、大学や県において見える化していこうといっ

った工夫はされているか。

【看護大学】 県立病院の師長と大学の就職委員会のメンバーで意見交換できるよう

な機会を作れるように取り組みはじめており、看護協会との意見交換

も行っている。採用数等についてもテーマに入れて今後意見交換でき

るようにしていきたい。

【委員】 そのネットワークに学生も参加させ、学生の意見も反映させながらで

きるようにすればいいと思う。

【委員】 大学の就職説明会にはいろんな病院が集まって説明している。最初か

ら大病院しか考えていない学生が多いが、学生は実習で親近感を持つ

という一つのきっかけがある。病院の規模にもよるが、学生の実習を

受けるために自分達も勉強するというところからスタートしないとい

けない。県内どこの病院も人が足りておらず産休・育休の補充もまま

ならない状況、県全体で仕組みがつくれていくといいと思う。

【委員】 入口、出口対策の外側になっている県外出身者の県内就職状況を参考

に教えていただきたい。県外出身学生に宮崎の良さを知ってもらうこ

とで県内就職につながるように、県全体としての魅力づくりに取り組

んでもいいと思う。

【看護大学】 県外出身者で県内就職をしたのはＨ２９は１人、Ｈ２８、Ｈ２７はそ
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れぞれ５人、Ｈ２６は１人となっており、年によってばらつきはある

が、１０人を超えることは中々ない。

【委員】 ８ページの学生の確保②のＡ評価について、実施状況の欄に「分析の

結果を合否判定基準及び入試募集人員の見直しに反映させた」とある

が、具体的に教えてほしい。

【看護大学】 入試時の筆記試験及び面接試験の成績と入学後の成績について、入学

者の入試区分ごとにどのような傾向があるのか等、様々な分析を行っ

た。結果として、入試区分によりそれほど差はないのが見えてきたた

め、今回、推薦枠を５名増やした。

【委員】 貸与型の奨学金でなく、給付型の奨学金を受けている学生はいるのか。

また、今後県において給付型の奨学金を制度として設けていくという

考えはあるか。

【看護大学】 県では、小規模な病院に就職した場合などに、返還が免除される奨学

金を設けている。看護大では大病院志向が高いので、その奨学金を受

ける学生は少ない。また、民間病院が出している奨学金もあるが、実

際にそれを借りている学生もほとんどいない。大学では情報を集めて、

学生に紹介する取組も必要ではないかと検討をしている。

議事（１）公立大学法人宮崎県立看護大学の平成２９年度業務実績報告について

（業務実績報告書の大項目第２から第５及び財務諸表等）

看護大から資料を説明し質疑を行った。主な質疑は以下のとおり。

【委員】 資料５の決算報告書の「授業料及び入学検定料収入」について、予算

に対して約３６０万マイナスとなっている減少要因として授業料の減

等が記載されている。学生数は定員を超えているので、授業料は満額

以上入ると考えられるが、どのように予算計上したのか教えていただ

きたい。また、貸倒引当金について、決算書では未収入金の約５千円

等も含めて債権がほとんどない。財務諸表のＰ７に計上基準の記載が

あるが、実際の引当金残高はなかったのか。なお、財務内容の業務実

績で「授業料の滞納防止に努めた」とある。授業料の滞納は、貸倒引

当金の対象になると思うが、滞納はなかったということか。

【看護大学】 債務に学生納付金があるが、29年度を含めた過去の状況を見ると年度

を超えての滞納が発生したことはなく、引当金は計上していない。口

座振替の導入で早めの滞納把握につながり、滞納者には早めに督促し
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分納等により年度内に納付が完了している。授業料については、定員

プラス若干名で積算しているが、大学院の定員割れ等の理由でトータ

ルではマイナスになっている。

【委員】 今のマイナスについては、評価では大項目第３のどこかに反映されて

いるか。

【看護大学】 決算の結果であり、授業料等の自己収入を適切に管理するという意味

では、第３の小項目１の②に記載のとおり、口座振替の導入を適切に

行って滞納防止に努めたということになる。

【委員】 滞納防止に努めたからＢ評価であるが、元々の大学院生の数が少ない

ことで収入減になったことは、評価にはどう反映されるのか。

【看護大学】 評価では大項目第１の学生の確保に関係する部分かと思う。予算措置

上、定員を割った数字での収入計上はしづらいので、目標として定員

を達成するということで、定員により収入を計上している。

【委員】 資料４の「学生の事務局対応満足度」が目標の８０％に対して、実績

が５８．３％となっているが、評価ではどこに反映されているか。

【看護大学】 資料４が１対１で評価に対応している形ではないため、具体的にどこ

とはいえないが、大学の健全性を示す指標の一つとして数値目標に組

み込んだ。

【委員】 項目の作り方でどれにも反映されないのとのことだが、目標８０％に

対して５８．３％でしかなかったのは、目標を達成できていないので

あればどこかの評価がＣになるのではないか。

【看護大学】 学生満足度については改善を図りたいと考えている。回答の中で上位

２つは５８．３％であるが、対応が普通という評価は３２．６％ある

ため、合計すると約９割になる。よりよいサービスが提供できるよう、

待ち時間の短縮に向け、時期によって窓口対応の人数を増やしたり、

事務局職員を対象とした接遇研修等に取り組んでいく。

【委員】 Ｐ２２の②で、「事務局組織を見直し、体制を整備した」とあるが、

今のような説明をもう少し具体的に記載してもらうといいと思う。こ

の辺の項目がＢでなくＣなのかもしれない。

【委員】 せっかく数値目標を示した資料があるので、いずれかの項目に落とし
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込む形で評価を示してもらえると検証しやすくなる。落とし込むのが

難しい場合は別立てで示す形でもいいと思う。

Ｐ２５の「資産の適正管理及び有効活用」に関する部分について、講

義室等を公共機関が利用する場合には、無償で貸し出ししているのか。

【看護大学】 有償で貸し出している。利用していただくことで地域貢献にもつなが

るので、低廉な価格設定にしている。講堂は１時間１，７００円、体

育館は１時間５００円等に設定している。

【委員】 エネルギー消費量について、計画に基づいて実施していると思うが、

６年間ないしは中間評価でＰＤＣＡをまわさないといけない項目もあ

ると思う。例えばＬＥＤにしたことで、昨年度比どれくらいの成果が

出た等も「実施状況及び判断理由」に落とし込んでもらえるといいと

思う。

【看護大学】 電気代や水道代の前年度比についてはグラフ化しており、ＬＥＤ化等

により節約に努めている。一方、図書館の開館時間延長や学生の国家

試験対策での教室の冷房使用などにより相殺されている部分もあり、

節約効果がどの程度かまでは見えていない状況もある。

【委員】 節約を踏まえながらも、投資なのか無駄なのかを判断することが必要。

６年たった時に投資ではなく無駄だったという場合もあり得る。経理

的に短いスパンで見れる部分もあると思うので参考にしてほしい。

【看護大学】 工夫して取り組んでいきたい。

【委員】 財務関係等落とし込める所は落とし込んで、評価がどうなのか再考し

ていただくことも必要と感じている。Ｃ評価の部分については、前年

度より投稿数が減ったわけではないので辛めの評価と感じた。

【委員】 紀要はもちろん大事だが、それだけで評価しているのが釈然としない。

Ｃ評価はどう考えればいいのかと思う。

【看護大学】 紀要の件数がここ１０年くらい減ってきていることから、法人化に伴

い、紀要の件数を一挙に増やそうという方向が示され、それに対して

評価をした。窓口が増えたこともあり発表件数は全体としては増えて

いて、看護研究・研修センターの事業報告書にも掲載している。全体

として原著論文の数が少ないため、その受け皿として研究紀要を設定

しているが、原著論文が増えてきていない。紀要がそのものが必要な

のかという状況が続いており、改善されなかったためＣ評価となった。
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【委員】 Ｐ２の学生数、定員４００人に対して４１７人在籍しているが、留年

の状況は。また、博士前期が定員２４人に対して１２人しか在籍して

いない。研究者や学び直しだけだとこのような数字になってしまうと

思うが、例えば、保健師の修士などの実践者養成を入れると充足率は

上がると思う。実践者養成を含めた修士課程の在り方について、今後、

ご検討いただきたい。

【看護大学】 学部の学生数は、留年ではなく、定員１００名に対して１０２～３名

が毎年入学していること等により４学年で４１７名となっている。

【委員】 教育の質が担保されることが重要で、それを念頭に置いて入試選抜し

ていただきたい。大学院についても、先ほどの意見を参考に何らかの

工夫をして定員の充足を図っていただきたい。

【委員】 目標に県内就職率を掲げ、取り組んでいただきたいと思う。

【看護大学】 Ｐ１４の⑤の部分に記載のとおり、中期計画において県内就職を促進

するために様々なことに取り組むこととしている。「県内就職率５０

％以上」は、県の中期目標で示されているため、あえてこちらでは記

載していない。

【委員】 「県内就職率５０％以上」に近づいているかを実施状況及び判断理由

で見える化していただいて、現在はどの段階にいるかを皆で共有でき

ればと思う。

議事（２）業務実績評価に関する今後のスケジュール等について

事務局から資料を説明し、事務局の説明のとおりのスケジュールとすることを決定。


