
（１）予算規模(支出予算)
（単位：百万円）

ｾｸﾞﾒﾝﾄ
令和２年度予算額

（Ａ）
令和元年度予算額

（Ｂ）
差　引

（Ａ－Ｂ）
対前年度比

Ａ／Ｂ

本部 346 323 +23 107.1%

医大 6,548 6,798 ▲250 96.3%

病院 31,060 30,991 +69 100.2%

がん 724 754 ▲30 96.0%

北部 7,321 8,892 ▲1,571 82.3%

府大 3,774 3,828 ▲54 98.6%

計 49,776 51,589 ▲1,813 96.5%

※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある

（２）予算規模の推移

令和２年度 京都府公立大学法人予算概要

33,647 33,500 34,369 35,434 37,256

44,724 44,439 44,611 44,635 44,879
48,078

51,589 49,776

9,876 10,196 10,148 9,635 8,818 9,349 9,228 9,559 9,233 9,227 8,966 8,629 8,956

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R２

予算額

うち交付金

（単位：百万円）

※H25～北部医療センター附属病院化

※知事選後の６月補正予算計上分を含む
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【支出予算】 (単位：百万円)

R２ R元

予算額 予算額

業務費 24,078 26,343 ▲2,265

本　部 227 199 +28
・
・

(臨時)ネットワークシステム整備費の増(+71)
(臨時事業終了)財務会計・人事給与ｼｽﾃﾑ更新費の減(▲45)

医　大 2,480 2,649 ▲169
・
・
・

施設整備構想策定準備費の増(+34)
(臨時事業終了)出退勤管理システム導入事業費、看護学学
舎外壁改修費の減(▲196)

病　院 16,662 17,010 ▲348

・
・
・
・
・
・
・

診療用機器整備費の増(+350)
医薬材料費の増(+309)
(臨時)メディカルセンター整備費の増(+220)
(臨時)災害拠点病院整備費の増(+40)
(臨時)中央診療棟電気設備更新費の増(+138)
(臨時事業終了)電子カルテシステム更新費、ＮＩＣＵ増床
整備費等の減(▲1,408)

が　ん 572 602 ▲30 ・ 光熱水費の減等

北　部 3,226 4,933 ▲1,707

・
・
・
・

診療用設備・機器整備費の増(+66)
がん診療棟、歯科診療の運営費の増(+43)
医薬材料費の増(+67)
(臨時事業終了)電子カルテシステム更新費、がん診療棟整
備費等の減(▲2,002)

府　大 912 947 ▲35

・
・
・
・

施設整備構想策定準備費(+5)
(臨時)ＲＩ総合管理システム更新費(+37)
(臨時)老朽設備等緊急対策事業費(+30)
(臨時事業の終了)空調機器更新費、視聴覚室システム更新
費等の減(▲103)

人件費 24,750 24,385 +365

本　部 119 123 ▲4 ・ 職員給与費の減

医　大 4,033 4,103 ▲70
・
・

教職員給与費の減(▲2)（内働き方改革分(+21)）
退職手当の減(▲68)

病　院 13,739 13,286 +453
・
・

教職員給与費の増(+360)（内働き方改革分(+330)）
退職手当の増(+94)

が　ん 152 152 - 　　

北　部 3,854 3,848 +6
・
・

教職員給与費の増(+21)（内働き方改革分(+31)）
退職手当の減(▲15)

府　大 2,850 2,870 ▲20
・
・

教職員給与費の増(+55)（内働き方改革分(+18)）
退職手当の減(▲75)

公債費 947 859 +88 　 府への元利償還金の増

49,776 51,589 ▲1,813

本　部 346 323 +23

医　大 6,548 6,798 ▲250

病　院 31,060 30,991 +69

が　ん 724 754 ▲30

北　部 7,321 8,892 ▲1,571

府　大 3,774 3,828 ▲54
※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある

合　計

令和２年度 京都府公立大学法人予算 総括表

主な増減理由区　分 増　減
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【収入予算】 (単位：百万円)

R２ R元
予算額 予算額

運営費交付金 8,956 8,629 +327
290 273 +17

4,263 4,333 ▲70
1,002 872 +130 ・ 教職員給与費の増

189 112 +77
911 687 +224 ・ がん診療棟運営費等の増

2,299 2,350 ▲51

授業料等 2,080 2,060 +20 　

818 817 +1 　

1,261 1,242 +19 ・ 和食文化学科新入生分の増

附属病院収入 35,422 35,115 +307
28,640 28,402 +238 ・ 入院・外来収入の増

535 646 ▲111 ・ 外来収入の減

6,245 6,066 +179 ・ 入院・外来収入の増

国庫補助金等 317 365 ▲48
5 5 -
53 98 ▲45
189 167 +22
69 90 ▲21
- 4 ▲4

受託事業等外部資金 1,422 2,131 ▲709
32 20 +12

1,291 1,307 ▲16 　 　

- 705 ▲705 ・ 府受託事業終了に伴う減

99 99 -

雑収入 266 257 +9
- - -

68 59 +9

147 147 -

- - -

13 13 -

36 36 -

長期借入金 1,342 3,361 ▲2,019 　 　

51 45 +6
52 182 ▲130 ・ 看護学舎外壁改修費の減(▲117) 等

1,080 1,708 ▲628 ・
電子カルテシステム更新の終了に伴う減
(▲1,015) 等

82 1,331 ▲1,249
・ 電子カルテシステム更新(▲705)、がん診療

棟医療機器整備(▲717)の終了に伴う減等

77 95 ▲18

49,808 51,921 ▲2,113

378 343 +35

6,548 6,798 ▲250

31,060 31,297 ▲237

724 758 ▲34

7,321 8,894 ▲1,573

3,774 3,828 ▲54
※単位未満切り捨てのため、表内で計算が一致しない場合がある

病　院

府　大

府　大

区　分

北　部

医　大

が　ん

増　減 主な増減理由

本　部
医　大
病　院

本　部

本　部

医　大

病　院

府　大

が　ん

北　部

府　大

医　大

病　院

府　大

本　部

北　部

医　大

合　計

が　ん

北　部

病　院

府　大

が　ん

医　大

北　部

本　部

本　部

医　大

北　部
病　院

府　大

北　部

-３-



<収入予算の内訳> （単位：百万円）

<支出予算の内訳> （単位:百万円）

［性質別］ ［セグメント別］

-４-

業務費

24,078
48.4%

人件費

24,750
49.7%

公債費

947
1.9%

本部

346
0.7%

医大

6,548
13.2%

病院

31,060
62.4%

がんＣ

724
1.5%

北部

7,321
14.7%

府大

3,774
7.6%

総 額

４９８億円

運営費交付金

8,956
18.0%

授業料等

2,080
4.2%

病院収入(病院)
28,640
57.5%

病院収入(がんＣ)
535
1.1%

病院収入(北部)
6,245
12.5%

国庫補助金等

317
0.6%

外部資金

1,422
2.9%

雑収入

266
0.5%

長期借入金

1,342
2.7%

総 額

４９８億円



＜府立医科大学・府立大学　共 通＞

◆ 新たな修学支援の実施　《新》 千円

・

◆ 働き方改革推進費　《新》 千円

・

◆ 障害者雇用推進費 千円

・ 雇入計画に基づく障害者雇用の推進

◆ 施設整備構想策定準備費　《新》 千円

・

＜府立医科大学＞

◆ 看護職特定行為研修実施費　《新》 千円

・

◆ 地域医療体験実習事業費 千円

・

◆ 大型研究機器整備費 千円

・ 超解像共焦点レーザー顕微鏡の整備

◆ 臨床研究中核病院承認申請準備費 千円

・ 臨床研究中核病院への承認申請に向けた体制整備等

◆ 次世代ホウ素中性子捕捉療法研究講座運営費 千円

・ ＢＮＣＴ研究講座の運営

39,000
施設整備構想策定に向けた調査・検討

9,150
高度な医療技術を兼ね備えた看護職育成のための特
定行為研修の実施

9,236
府中北部病院における滞在型地域医療実習、低学年
希望者を対象とした見学実習

45,000

54,123

50,000

-５-

78,568

令和２年度予算　新規・重点事業

89,843
授業料・入学料の減免について、国制度に加え法人
の従来制度を適用

401,811
「パートタイム・有期雇用労働法」における同一労
働同一賃金に対応



＜附属病院＞

◆ メディカルセンター整備費　《新》 千円

・

・

◆ 診療用設備整備費 千円

・

・ 献体を用いた手術トレーニング設備の整備

◆ 診療用機器整備費 千円

◆ 病院経営改善推進費　《新》 千円

・

◆ 患者等サービス向上事業費　《新》 千円

◆ 施設設備整備費 千円

非常電源用備蓄燃料タンクの整備

26,400
経営改善策の具体化・実現支援をコンサルタントに
委託

14,083
・ コーディネーター配置、医療費後払サービス等、外

国人患者受入体制の確保、患者待ち時間の改善

178,000
・

・ 第１電気室受電設備、中央電気室無停電電源装置の
更新

-６-

ＨＣＵ（高度治療室）、ＳＣＵ（脳卒中集中治療
室）の設置、総室の４床化、トイレ等の改修

134,000
病理検査室・検査機器の整備、中央手術室の漏水対
策

672,000
・ 大型診療用機器（ＭＲＩ、人工心肺装置、ロボット

手術装置）、医療機器の整備

循環器、脳神経、消化器の３科において、メディカ
ルセンターを整備

220,000



＜がんセンター（陽子線治療部門）＞

◆ 最先端がん治療研究センター運営費 千円

・

＜附属北部医療センター＞

◆ 診療用設備・機器整備費 千円

・ 歯科診療設備・機器、医療機器の整備

・ ナースコールシステムの更新

◆ 療養環境改善費 千円

・ 電動ベッド・外来待合椅子の更新、総室内装の改修

◆ がん診療棟運営費　《新》 千円

・

100,000

10,550

81,456
がん診療棟の運営

-７-

陽子線治療の実施

724,827



＜府立大学＞

◆ 千円

・

◆ 障がい学生支援体制整備費 千円

・

◆ 和食文化研究センター運営費 千円

・

◆ 地域貢献活動強化事業費 千円

・

◆ ＲＩ総合管理システム整備費　《新》 千円

・ ＲＩ総合管理システムの更新等

◆ 老朽設備等緊急対策事業費 千円

・ 受水槽・高架水槽の更新等

地域貢献型特別研究（府大ACTR）の推進、調査研究
成果の情報発信

37,000

30,000

-８-

30,000

地(知)の拠点大学による地方創生推進事業費(COC+) 2,800
地域創生人材育成プログラムを実施し、京都の地域
創生を担う人材を育成

5,600
障がいのある学生に合理的配慮を行うための支援体
制の拡充

20,000
産学連携による人材育成や共同研究を推進するため
の体制の拡充



(単位：千円)

R2予算 H31予算 備　考

・ 共通 国際化支援事業費(理事長裁量経費の内数) (35,000) (35,000)

・ 医大 国際交流事業費 5,725 5,725

・ 共通 教養教育共同化施設管理運営費 52,000 52,000

新 共通 新たな修学支援の実施 (89,843) (80,773)

・ 医大 がんプロフェッショナル養成基盤推進事業費 13,817 16,192 国庫補助(文科省)

・ 医大 地域医療体験実習事業費 9,236 9,236 一部京都府補助

新 医大 看護職特定行為研修実施費 9,150 - 国委託(厚労省)

・ 北部 地域医療学講座運営費 91,263 91,263

・ 府大 国際化推進事業費 1,750 1,750

・ 府大 地(知)の拠点大学による地方創生推進事業費(ＣＯＣ+) 2,800 2,899

・ 府大 キャリア教育事業費 14,515 14,499

・ 府大 ＦＤ関係経費 1,094 1,094

・ 府大 障がい学生支援体制整備費 5,600 -

・ 共通 ４大学連携研究支援事業費(理事長裁量経費の内数) (35,000) (35,000)

・ 共通 両大学連携・共同研究支援事業費(理事長裁量経費の内数) (35,000) (35,000)

・ 共通 (35,000) (35,000)

・ 医大 次世代ホウ素中性子捕捉療法研究講座運営費 50,000 50,000

・ 医大 産学公連携講座運営費 307,500 307,500

・ 医大 医学研究費 333,500 333,500

・ 医大 図書館運営費 60,800 61,322

・ 医大 臨床研究推進機構運営費 193,000 193,000
治験センター人件費
含む

・ 医大 臨床研究中核病院承認申請準備費 54,123 51,980

・ 医大 大型研究機器整備費 45,000 -

・ 府大 図書館業務委託費 19,793 12,500

・ 府大 精華キャンパス運営費 25,147 24,969

新 府大 ＲＩ総合管理システム整備費 37,000 -

・ 医大 医師確保対策費 1,153,603 1,071,013

・ 医大 地域医療体験実習事業費 (再掲) 9,236 9,236 一部京都府補助

・ 病院 認知症疾患医療センター運営費 8,074 8,074 京都府補助

・ 北部 認知症疾患医療センター運営費 3,500 4,000 京都府補助

・ 府大 地域貢献活動強化事業費 30,000 30,000

・ 府大 和食文化研究センター運営費 20,000 -

令和２年度予算 主要事項

区分・事項名

１ 教育に関する目標を達成するための措置

２ 研究に関する目標を達成するための措置

３ 地域貢献に関する目標を達成するための措置

-９-

若手研究者･地域未来づくり支援事業費(理事長裁量経費の内数)



(単位：千円)

R2予算 H31予算 備　考

令和２年度予算 主要事項

区分・事項名

・ 病院 都道府県がん診療連携拠点病院整備事業費 31,900 31,909 京都府補助

・ 病院 小児がん拠点病院整備事業費 26,936 26,118 国庫補助(厚労省)

・ 病院 周産期母子医療センター運営費 4,169 21,558 京都府補助

・ 病院 京都肝炎対策費 4,000 4,000 京都府補助

・ 病院 リハビリテーション専門医養成事業費 26,000 26,000 京都府受託事業

・ 病院 入退院センター運営費 46,000 46,000

・ 病院 臨床研究中核病院承認申請準備費 (再掲) 54,123 51,980

・ 病院 診療用機器整備費 672,000 298,727

・ 病院 診療用設備整備費 134,000 -

・ 病院 施設設備整備費 178,000 -

・ 病院 病室環境整備費 16,333 16,307

新 病院 メディカルセンター整備費 220,000 -

新 病院 病院経営改善推進費 26,400 -

新 病院 患者等サービス向上事業費 14,083 -

・ がん 最先端がん治療研究センター運営費（陽子線治療部門） 724,827 754,425

・ 北部 診療用設備・機器整備費 100,000 34,000

・ 北部 療養環境改善費 10,550 10,550

新 北部 がん診療棟運営費 81,456 -

新 北部 (再掲) (100,000) -

・ 共通 理事長裁量経費 (一部再掲) 35,000 35,000

・ 共通 障害者雇用推進費 78,568 63,939

・ 共通 京都府と連携したふるさと納税の募集（収入） 30,000 20,000

新 共通 法人ネットワークシステム整備費 72,713 -

新 共通 施設整備構想策定準備費 39,000 -

新 共通 働き方改革推進費 (一部再掲) 401,811 -

・ 医大 学内保育所運営費 43,751 44,181

・ 医大 看護師宿舎借上費 55,937 55,937

新 医大 病院機能評価更新受審費 5,390 -

４ 医科大学附属病院及び附属北部医療センターに関する目標を達成するための措置

５ 業務運営等の改善に関する事項

がん診療棟稼働に伴う歯科診療機器整備費（診療用設備・機器整備費の内数）

-10-



(単位：千円)

R2予算 H31予算 備　考

令和２年度予算 主要事項

区分・事項名

新 共通 施設整備構想策定準備費 (再掲) 39,000 -

新 共通 10,000 - 京都府予算

・ 共通 国際化支援事業費(理事長裁量経費の内数) (再掲) (35,000) (35,000)

・ 共通 内部監査運営費 2,964 2,964

・ 医大 人権啓発費 3,230 3,230

・ 府大 人権啓発費 2,090 2,090

・ 医大 防災備蓄整備費 3,500 3,500

・ 医大 施設設備改良費 50,000 50,000

・ 病院 診療用機器整備費 (再掲) 672,000 298,727

・ 病院 施設設備整備費 (再掲) 178,000 -

新 病院 メディカルセンター整備費 (再掲) 220,000 -

・ 北部 施設設備改良費 27,000 72,000

・ 府大 老朽設備緊急対策事業費 30,000 52,000

・ 府大 災害に強い演習林造成事業費 4,000 4,000

新 府大 ＲＩ総合管理システム整備費 (再掲) 37,000 -

体育館整備基本計画策定費（北山エリア整備基本計画策定費の内数）
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６ その他運営に関する重要事項




