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平成 31 年度 
公立大学法人青森公立大学予算（案）の概要 

 

※（ ）の金額は対前年比、  は新規・拡充、【目的】は目的積立金活用事業 

 

 

 

Ⅰ 予算規模 

1,392,517 千円（△81,581 千円、△5.5％）※H30：1,474,098 千円  
 

 

 

 

Ⅱ 収  入 
 

１ 運営交付金収入 444,586 千円（△31,715 千円）※H30：476,301 千円  
 

（１）運営費交付金 424,835 千円（△11,650 千円）※H30：436,485 千円 

・光熱水費、租税公課費等を除く事業費、管理運営費及び人件費について、前年

度基準額に対して効率化係数１％を乗じた額を削減して計上（第２期中期計画

策定時算定額） 

 

（２）特別運営費交付金 19,751 千円（△20,065 千円）※H30：39,816 千円 

 

①退職手当費用 19,200 千円（△17,700 千円）※H30：36,900 千円 

・教員退職手当（定年退職者 1 名）：19,200 千円 

 

②臨時費用 551 千円（△2,365 千円）※H30：2,916 千円 

・高圧変圧器ＰＣＢ分析業務委託：551 千円 

 

 

 

２ 学生納付金収入 820,889 千円（+2,046 千円）※H30：818,843 千円  
 

◆学部生納付者数：1,276 人（うちＨ31.4 月新入生 326 人） 

◆大学院生納付者数：9 人（うちＨ31.4 月新入生 4 人） 

 

（１）授業料収入 728,014 千円（+6 千円）※H30：728,008 千円 

 

①学部授業料収入 722,742 千円（+513 千円）※H30：722,229 千円   

・学部生：683,680 千円 （うち減免額 8,000 千円：支出「奨学費」に計上） 

・科目等履修生：782 千円 ・実習演習費：38,280 千円 

 

②大学院授業料収入 5,272 千円（△507 千円）※H30：5,779 千円   

・大学院生：4,822 千円（うち減免額 804 千円：同上） ・実習演習費：450 千円 
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（２）入学料収入 79,454 千円（+1,433 千円）※H30：78,021 千円 

 

①学部入学料収入 79,235 千円（+1,370 千円）※H30：77,865 千円   

②大学院入学料収入 219 千円（+63 千円）※H30：156 千円   

 

 

（３）入学検定料収入 13,421 千円（+607 千円）※H30：12,814 千円 

 

①学部入学料収入 13,361 千円（+637 千円）※H30：12,724 千円   

②大学院入学料収入 60 千円（△30 千円）※H30：90 千円   

 

 

 

 

３ 受託研究等収入 200 千円（+200 千円）※H30： 0 千円  
 

（１）受託研究収入 200 千円（+200 千円）※H30：00 千円 

・地域連携センター受託研究収入 200 千円 

情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー 

 

 

 

 

４ 補助金等収入 3,000 千円（0 千円）※H30：3,000 千円  
 

（１）国庫補助金収入 3,000 千円（0 千円）※H30：3,000 千円 

・アーティスト・イン・レジデンス活動支援事業補助金 3,000 千円 

 

 

 

 

５ 施設費収入 36,888 千円（△23,551 千円）※H30：60,439 千円  
 

（１）市施設整備費補助金収入 36,888 千円（△23,551 千円）※H30：60,439 千円 

・高圧器中開閉器更新工事：1,142 千円 

・交流ホール照明設備更新工事：4,367 千円 

・エレベーター更新工事：31,379 千円 

 

 

 

 

６ 財務収入 6 千円（△6 千円）※H30：12 千円  
 

（１）受取利息 6 千円（△6 千円）※H30：12 千円 
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７ 雑収入 35,996 千円（△3,554 千円）※H30：39,550 千円  
 

（１）貸付料・使用料等収入 24,996 千円（△457 千円）※H30：25,453 千円 

 

①財産貸付料収入 2,356 千円（△104 千円）※H30：2,460 千円   

・土地貸付料：13 千円 ・建物等貸付料：2,343 千円 

 

②施設使用料収入 9,363 千円（+529 千円）※H30：8,834 千円   

・大学施設：458 千円   ・国際芸術センター青森：356 千円 

・交流施設：8,549 千円 

 

③教員住宅入居料収入 13,277 千円（△882 千円）※H30：14,159 千円   

※教員 32 人分 

 

 

（２）助成金等収入 7,491 千円（△2,344 千円）※H30：9,835 千円 

 

①科学研究費補助金等間接経費収入 882 千円（+882 千円）※H30： 0 千円   

②学術文化振興財団助成金収入 6,509 千円（△2,826 千円）※H30：9,335 千円   

③その他助成金収入 100 千円（△400 千円）※H30：500 千円   

 

 

 

（３）手数料等収入 133 千円（△14 千円）※H30：147 千円 

 

 

 

（４）大学入試センター試験実施料収入 3,376 千円（△739 千円）※H30：4,115 千円 

 

 

 

 

 

８ 目的積立金取崩収入 50,952 千円（△25,001 千円）※H30：75,953 千円  
 

（１）第Ⅰ期目的積立金取崩収入 44,269 千円（△10,496 千円）※H30：54,765 千円 

 

・情報システム関連経費（勤怠管理システム導入等）：11,038 千円 

・芸術実技実習経費：135 千円 

・就職活動支援強化経費：4,942 千円 

・学生修学環境改善経費（講義室等エアコン設置・トイレ洋式化等）：21,155 千円 

・海外留学学生派遣経費（スターリング大学）：2,606 千円 

・地域貢献関連経費：4,393 千円 
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（２）第Ⅱ期目的積立金取崩収入 6,683 千円（△14,505 千円）※H30：21,188 千円 

 

・照明制御システム更新工事：6,683 千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 支  出 

 

 

＜１ 業務費 953,962 千円（△64,869 千円）※Ｈ30：1,018,831 千円＞ 
 
１ 教育経費 97,203 千円（+1,394 千円）※H30：95,809 千円  
 

（１）学部経費 23,280 千円（△2,957 千円）※H30：26,237 千円 

高度で広範な経営経済の専門性を持った教養人を育成するために、学生自身が自分

の進みたい進路を目指し、十分な教養と専門知識、必要なスキルを修得できるように、

充実した教育プログラムを作成し、創造性豊かな人材を育成するため教育体制の充実

を図るための経費 

・学部教育・実習経費（ＴＡ賃金・バス借上・事務費等）：11,923 千円 

・非常勤講師旅費：8,815 千円 

・【目的】英国スターリング大学学生派遣経費：2,407 千円 

・【目的】芸術実技経費：135 千円 

 

 

（２）大学院経費 3,425 千円（+1,559 千円）※H30：1,866 千円 

経営経済領域のさまざまな課題に的確に対応できる高度な専門的知識・能力を持っ

た職業人の育成を目指し、経営学・経済学分野の専門科目を基礎として、さらに高度

な内容を重点的に学修できるよう教育・研究体制の充実を図るための経費 

・大学院教育・実習経費（事務費等）：656 千円 

・非常勤講師旅費：2,769 千円 

 

 

【参考：目的積立金の状況】 （単位：千円）

第１期 第２期 合計

平成30年度期首残高（Ａ） 125,359 62,592 187,951

平成30年度取崩見込額（Ｂ） 72,141 16,573 88,714

平成31年度期首残高見込額（Ｃ＝Ａ-Ｂ） 53,218 46,019 99,237

平成31年度取崩予定額（Ｄ） 44,269 6,683 50,952

平成31年度期末残高見込額（Ｃ-Ｄ） 8,949 39,336 48,285
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（３）入試選抜経費 15,022 千円（△1,565 千円）※H30：16,587 千円 

学修・研究への意欲を持ち、経営経済の専門性を持った教養人となり得る素養を持

った学生を発掘・確保するため、受験生の保有能力を適切に評価できる選抜方法によ

る入学試験を実施するための経費 

 

①大学入試センター試験経費 3,376 千円（△739 千円）※H30：4,115 千円 

・大学入試センター試験：3,376 千円 

＜終了＞プレテスト ※Ｈ30：1,354 千円 

 

②学部入学者選抜経費 11,308 千円（△826 千円）※H30：12,134 千円 

・ＡＯ選抜・推薦入試：153 千円 

・一般選抜：11,155 千円 

＜拡充＞個別学力検査東京会場経費 

会場費（日大３号館）：722 千円  従事者旅費（12 名）：594 千円 

 

③大学院入学者選抜経費 338 千円（0 千円）※H30：338 千円 

・前期課程：65 千円  ・後期課程：273 千円 

 

 

（４）学務経費 14,253 千円（△1,904 千円）※H30：16,157 千円 

学生が、安全で安心できる環境の中で、高い学修意欲を持って充実した学生生活が

送れるよう、学修・生活・課外活動・健康相談等の学生生活支援体制の充実を図るた

めの経費 

また、進路支援とキャリア相談などを一体的に行い、就職を希望する学生が就業で

きるよう支援を行うとともに、就職先の新規開拓や卒業後の未就職者に対する支援、

進学希望者への進学に関する支援を行うための経費 

 

①式典開催事業費 1,235 千円（△10 千円）※H30：1,245 千円 

・入学式：224 千円  ・学位授与式：947 千円 

 

②学生生活支援事業費 6,130 千円（△1,420 千円）※H30：7,550 千円 

・保健衛生関連（健康診断経費等）：4,885 千円 

・事務管理関連等（旅費等）：1,245 千円 

＜拡充＞高等教育無償化関連説明会参加旅費 50 千円 

＜終了＞【目的】修学環境整備（スタートラックバイク）※Ｈ30：1,354 千円 

 

③就職支援事業費 6,815 千円（△473 千円）※H30：7,288 千円 

・キャリア形成通信関連：545 千円  ＜拡充＞新たに新入生にも配付 

・就職ガイダンス関連：112 千円 

・企業訪問・事務管理関連：1,216 千円 

・【目的】就職セカンドキャンパス関連：972 千円 

・【目的】県内企業バスツアー関連：1,054 千円 

・【目的】就活ハンドブック・求人票関連：2,916 千円 

＜終了＞【目的】離職率調査 ※Ｈ30：125 千円 

 

④奨学金貸与事業費 73 千円（△1 千円）※H30：74 千円 
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（５）地域連携センター経費 6,257 千円（△1,699 千円）※H30：7,956 千円 

大学が有する知的財産の情報はもとより、地域にとって有用な情報を積極的に収集

し、広く情報の発信に努め、地域の経済、企業経営及び地域社会などの諸問題につい

ての調査研究成果を地域社会等に広く還元する取組を推進するための経費 

 

①地域連携センター運営経費 4,393 千円（△1,436 千円）※H30：5,829 千円 

・【目的】教育研究推進：1,500 千円 

・【目的】地域巡回・タウンミーティング：83 千円 

＜新規＞【目的】起業・創業支援：86 千円 

学生向け創業・起業セミナー（5～7 月の授業終了後に全 10 回開催） 

・【目的】ニューズレター：232 千円 

・【目的】まるっとよいどころ祭り：1,420 千円 

・【目的】はこだて未来大学交流：166 千円 

・【目的】事務・車両管理等：906 千円 

 

②まちなかラボ運営経費 204 千円（△4 千円）※H30：208 千円 

 

③公開講座開催費 1,660 千円（△259 千円）※H30：1,919 千円 

 

 

 

（６）国際芸術センター青森経費 26,162 千円（△844 千円）※H30：27,006 千円 

教育課程における国際芸術センター青森の利活用拡大を図るとともに、事業成果を

地域に還元する教育プログラムを実施するための経費 

 

①国際芸術センター青森推進経費 26,162 千円（△844 千円）※H30：27,008 千円 

・展覧会開催（石田尚志展/4～6 月）：5,110 千円 

・地域資源活用（ヴィジョン・オブ・アオモリ/4～6 月）：1,277 千円 

・指名型ＡＩＲ（7～9 月）：6,547 千円 

・公募型ＡＩＲ（10～12 月）：7,415 千円 

・市民交流・教育普及等：5,813 千円 

 

 

 

（７）奨学費 8,804 千円 ※H30：-千円 

公立大学法人青森公立大学授業料等規程に基づき、経済的理由その他特別の理由に

より授業料等の納入が困難と認められる者に対して行う授業料等の減免 

・学部生：8,000 千円  ・大学院生：804 千円 
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２ 研究経費 37,139 千円（△3,226 千円）※H30：40,365 千円  
 

（１）教育研究費 32,290 千円（△659 千円）※H30：32,949 千円 

研究水準の向上を目指し、経営学及び経済学分野の地域課題や国際的な課題につい

て研究を推進するための経費 

 

①個人研究費 32,290 千円（△659 千円）※H30：32,949 千円 

・個人研究費：30,180 千円 

・戦略的研究助成費：2,110 千円 

 

 

（２）外部資金研究費 4,849 千円（△2,567 千円）※H30：7,416 千円 

国の科学研究費助成事業、青森学術文化振興財団助成金などの各種制度を活用して

研究を推進するための経費 

 

①地域連携センタープロジェクト事業費 4,849 千円（+50 千円）※H30：4,799 千円 

＜終了＞◆長期研修 ※Ｈ30：1,196 千円 

＜終了＞◆紀要刊行 ※Ｈ30：405 千円 

＜終了＞◆出版・刊行（学術図書・ニューズレター等）※Ｈ30：1,016 千円 

 

 

 

 

３ 教育研究支援経費 125,562 千円（△35,088 千円）※H30：160,650 千円  
 

（１）図書館経費 41,799 千円（+605 千円）※H30：41,194 千円 

多様な資料を収集･整理し、学生の学修意欲及び教育効果、教員の研究水準を高め、

取組が推進されるよう研究・学修環境の整備に要する経費。また、最新の情報を教育

や研究に活用できるよう、図書･雑誌以外の学術情報源として各種データベースのサ

ービスを提供するための経費 

・図書購入：7,000 千円  ・学術誌等購入：25,628 千円 

・紀要等刊行：807 千円  ・事務管理費：8,364 千円 

※図書館経費の財源に科研費間接経費収入 882 千円を充当 

 

 

（２）情報管理経費 83,763 千円（△35,693 千円）※H30：119,456 千円 

大学情報システムの安全性の確保を図るとともに、教育・研究活動を支援するシス

テムの強化・充実を図るための経費 

・管理費（機器借上・保守料等）：52,646 千円 

＜新規＞事務局用パソコンリース料 746 千円 

＜新規＞情報倫理ハンドブック 31 千円 

・ファイナンスリース（新情報システム・図書システム）：25,395 千円 

・【目的】修学支援等機器整備 300 千円 

＜新規＞【目的】事務局用ファイルサーバ再構築：3,240 千円 

＜新規＞【目的】勤怠管理システム整備：2,182 千円 

＜終了＞【目的】財務会計システム等整備 ※Ｈ30：39,900 千円 
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４ 受託研究費等 200 千円（+200 千円）※H30：0 千円  
 

（１）受託研究費 200 千円（+200 千円）※H30：0 千円 

 

①地域連携センター受託研究費 200 千円 

情報リテラシー教育におけるナレローの効果測定及びレビュー 

 

 

 

 

５ 人件費 693,858 千円（△28,149 千円）※H30：722,007 千円  
 

（１）役員人件費 26,085 千円（△2,182 千円）※H30：28,267 千円 

 

◆理事長、副理事長（学長）、理事 4 名、監事 2 名 

 

 

（２）教員人件費 442,098 千円（△1,554 千円）※H30：443,652 千円 

※うち退職手当 19,200 千円（△10,057 千円）※H30：29,257 千円 

 

◆専任教員 44 名（うち教育担当特別教授 6 名） 

   ※Ｈ31 年度末定年退職者 1 名 

◆非常勤講師 80 名（春学期・秋学期延べ人数） 

 

 

（３）職員人件費 225,675 千円（△24,413 千円）※H30：250,088 千円 

※うち退職手当 0 千円（△7,643 千円）※H30：7,643 千円 

 

◆事務職員 28 名（プロパー19 名、派遣職員 4 名、研究員 2 名、学芸員 3 名） 

◆非常勤事務職員 32 名（嘱託職員 12 名、臨時職員 20 名） 

 

 

 

 

 

 

＜２ 一般管理費 438,555 千円（△16,712 千円）※Ｈ30：455,267 千円＞ 
 

 

１ 法人経費 437 千円（+32 千円）※H30：405 千円  
 

（１）法人経費 437 千円（+32 千円）※H30：405 千円 

法人の経営及び大学の教育研究に関する重要事項を審議する理事会、経営審議会及

び教育研究審議会を運営するための経費 
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２ 事務経費 415,275 千円（△10,609 千円）※H30：425,884 千円  
大学運営業務全般に係る一般管理経費を始め、大学及び大学院・交流施設・国際芸

術センター青森の施設の運営管理などの経費 

 

（１）一般管理経費 28,566 千円（+1,156 千円）※H30：27,410 千円 

・教職員管理（赴任旅費等）：1,610 千円 

・衛生管理（健康診断・ストレスチェック等）：1,922 千円 

・事務管理（消耗品費・通信運搬費・業務委託料等）：22,694 千円 

＜新規＞社会保険労務士業務委託料（就業規則・諸規定作成） 330 千円 

・車両管理：805 千円 

 

 

（２）大学施設維持管理経費 358,204 千円（△10,850 千円）※H30：369,054 千円 

・校舎等維持管理（業務委託料・保守点検費等）：161,661 千円 

・維持修繕費：16,750 千円 

・水道光熱費・固定資産税：97,368 千円 

・市補助大規模修繕：32,521 千円 

＜新規＞高圧器中開閉器更新工事：1,142 千円 

＜新規＞エレベーター更新工事：31,379 千円 

・【目的】修学・教育研究環境整備：33,154 千円 

＜新規＞情報管理室空調設備更新 5,616 千円 

＜新規＞講義室等エアコン設置 11,375 千円 

＜新規＞トイレ洋式化 9,480 千円 

照明制御装置更新 6,683 千円（第 2 期目的積立金） 

 

 

（３）交流施設運営管理経費 9,838 千円（+1,355 千円）※H30：8,483 千円 

・市補助大規模修繕：4,367 千円 

＜新規＞交流ホール照明設備更新工事：4,367 千円 

 

 

（４）国際芸術センター青森運営管理経費 14,420 千円（+141 千円）※H30：14,279 千円 

 

 

（５）大学運営対策費 3,696 千円（△46 千円）※H30：3,742 千円 

・ＦＤ・ＳＤ開催、研修等派遣、各種協会等負担金等 

 

 

（６）特別運営費臨時費用 551 千円（△2,365 千円）※H30：2,916 千円 

＜新規＞高圧変圧器ＰＣＢ分析業務委託：551 千円 

＜終了＞外部認証評価事務手数料 ※Ｈ30：2,916 千円 
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３ 企画広報経費 12,684 千円（△5,910 千円）※H30：18,594 千円  
教育研究活動、地域貢献活動や入試、学生生活、就職状況等の情報を積極的に発信

するとともに、大学の特色や魅力について関心が高まるよう、効果的な広報活動を推

進するための経費 

 

（１）企画広報経費 12,684 千円（△5,910 千円）※H30：18,594 千円 

・大学案内パンフレット：3,626 千円 

・入試広報（リクルート・マイナビ企画・新聞掲載等）：7,514 千円 

・その他企画広報費：1,258 千円 

＜終了＞ＣＭＳ導入 ※Ｈ30：872 千円 、ドローン写真撮影 Ｈ30：196 千円 、 

お天気フィラー制作 ※Ｈ30：4,952 千円 

 

 

 

４ 学生募集経費 10,159 千円（△225 千円）※H30：10,384 千円  
受験生等に対する学生募集活動等を積極的かつ効果的に行い、学部及び大学院にお

いて、入学定員の継続的な確保に努めるための経費 

 

（１）学部入学者募集経費 8,783 千円（△192 千円）※H30：8,975 千円 

・進学説明会：1,633 千円  ・高校訪問、出張講義等：878 千円 

・オープンキャンパス開催：2,516 千円 ・選抜募集要項作成：3,672 千円 

 

（２）大学院入学者募集経費 1,376 千円（△33 千円）※H30：1,409 千円 

・個別訪問、パンフレット・ポスター作成・配布等 

 

 


