
2018年12月3日　高知大学教職員組合 中央執行委員会

高知大学オーテピア西敷地事業アンケート速報

＜調査方法＞
・2018年11月19日～11月30日にかけて、高知大学の教職員（常勤・非常勤を問わず）を
対象に、アンケート用紙とウェブサイトで調査を実施。アンケート用紙は朝倉、物部、岡豊
地区に合わせて約2300枚を配布。
・回答総数は238件（うち、アンケート用紙での回答が151件、ウェブサイトからの回答が87
件）

＊参考　高知大学の教職員数：1850名（2018年5月1日現在）
（国立大学法人高知大学総務課編『国立大学法人　高知大学概要』32～33頁を参照）

＜問合せ先＞
高知大学教職員組合
〒780-8520 高知市曙町2－5－1
TEL＆FAX：088-844-1489　（朝倉物部地区内線　1159）
メール　union@mb4.seikyou.ne.jp
ウェブサイト　http://kuunion.cocolog-nifty.com/

問１、あなたは、高知大学が西敷地事業へ参画することの是非を判断するために十分な
説明・議論が学内で行われたと思いますか。

１．そう思う 10人（4.2%）

２．どちらかといえばそう思う 9人（3.8%）

３．どちらかといえばそう思わない 40人（16.8%）
４．そう思わない 164人（68.9%）

５.　その他 11人（4.6%）
無回答 4人（1.7%）

「その他」を選んだ方のコメント
あったことを知らない
この計画を初めて知りました
こんな話は知らん
わからない
周知のとおり，議論は経営業議会でのみ極秘裏に行われており，その経営協議会でも結
論まで僅かひと月，これを十分とはいえるハズもない。

上の人達の間では行われたのかもしれませんが、私はテレビのニュースで知りました
説明があったかわからない
説明等は皆無であった。そのような参画が計画されていたこと自体を数日前に知った。し
たがってこの計画は高知大学の計画ではなく高知大学を私物化しようとしている上層部
の一部の人間たちの個人的計画であると断定できる。

知らない
必要な議論は行われていると考えられるが、幅広い説明は十分とは言えないと思う
分からない

問２、あなたは、高知大学が西敷地事業に参画して、ビルへの入居費を（現在の計画で
は年間約2～3,000万円を最長50年間）支払うことについて、どのように考えますか。

１．支払うべきだと思う 11人（4.6%）

２．どちらかといえば支払うべきだと思う 21人（8.8%）
３．どちらかといえば支払うべきではないと思う 37人（15.5%）
４．支払うべきだと思わない 135人（56.7%）
５.　その他 27人（11.3%）
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無回答 7人（2.9%）

「その他」を選んだ方のコメント
どちらともいえない
ナンセンス。時代が変わるスピードが上がっていることに気づかない老害の時間感覚で
長期契約を決めてもらっては困る。今は5年先も見通しが難しい時代。契約するとしても１
～２年契約とし、更新するか否かをその都度検討できるようにして退路を確保する必要が
ある。

ビルに入居するなら入居費を支払うべきであるが、現在の高知大学の財務状況では支払
い不可能な金額である。また、高知大学には、月2-3百万円の収入を得られるような事業
を企画する能力も魅力もない。

よくわからない
わからない
わからない
仮に入居するなら支払うべきであろう。今の高知大にタダで入居させるだけの価値は無
いと考える。

何を目的として利用するつもりなのか
採算があうのであれば支払ってもよいと思う
採算の合う妥当な金額なのかわからないのでどちらともいえない
参画するなら払うべきだが参画することは必要ないと思う
参画する以上は支払う必要があることは必然と思うが、金額の妥当性は分からない
支払えないと思う
事業内容がわからないので答えられない
自前の財源があるならともかくも現状の経営状態でそうした資金を有しているとは思えな
い。

借りる以上は支払うべきだが、そもそも借りる必要がないと思う。
収・支、目的に合うのか検討すべき。50年は長い。
正当な理由があれば支払うべき
西敷地で行うことに必然性があれば支払えばよいが、無いのであれば支払う必要が無い
と思う。

絶対に支払うべきではない
損がないのであれば
大学の運営費は削らず、もし収益が上がり、支払い可能なら支払ってもよい。
大学の財務状況から考えればそんな支払は全く不可能としか思えない。仮に現行の大学
財務運営の枠外に資金獲得の手段があったとしても、その手段行使のために労力と費
用が必要なはずである。そんなところに回す労力と費用があるなら、西敷地のような危
なっかしい話ではなく、もっと重要かつ喫緊の課題にそれらを使うべきである。

分からない
利用目的がわからない
立地や広さに見合った入居費なのかもしれませんが、ずいぶん高い気がします。
額はもっとかかると思うが・・
3,500万円+光熱水料と聞いてます
自己収入だけでまかなえますか?
論点は当該事業に参画すべきかどうかであり、参加し入居するなら賃料は当然発生する
ものと考える。

問３、あなたは、教育・研究・地域貢献の点から見て、高知大学が西敷地事業に参画する
意義があると思いますか。

１．そう思う 19人（8%）
２．どちらかといえばそう思う 30人（12.6%）

３．どちらかといえばそう思わない 52人（21.8%）
４．そう思わない 115人（48.3%）
５.　その他 18人（7.6%）

無回答 4人（1.7%）
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「その他」を選んだ方のコメント
「何をするつもりなのか」によると思う
2と3の間で乞われて行くのではないのなら意義は薄いが、文教の拠点として考えると大
いに意義はある。

ここに病院作れば意義がある
そこで「何を行うか」によると思う。しっかり行うべき事があり見通しが立っているのであれ
ば意義はあると考える。

わからない
わからない
意義はあろうが、予算が逼迫し、人件費を駐車料金に転嫁する様な状況で、かつ、収支
の見通しもない状況でやるべきではない。

意義は全くない。講座を開きたければかるぽーと高知でその都度部屋を借りればよい。
よって本事業への参画は大学名の宣伝の効果しかない。宣伝に年間2～3000万円使うな
らもっと良い宣伝方法があるだろう。

教育・研究・地域貢献の点から考えて、中心市街地に出て行くこと、さまざまな形で地元
の人たちと連携し高知を盛り上げていくことには反対しない。しかし、50年間、毎年数千万
円かかるような危なっかしい橋を渡るような形でそれを実践するほどの意義は認められな
い。地域貢献するにしても、よりリスクを低く抑えられて、かつ実のある方法を考えて、実
行すべきである。

形から入るのをやめよ
参画する理由がわからないので意義があるかわからない
西敷地事業に参画することは知っているが事業内容についてよく知らないのでどちらとも
いえない

説明がないので、何を目的にしているか不明。新聞とかで知った程度では判断できない。

絶対に思わない
地域貢献としては、何をするのかがわからないので何とも言えない。教育面ではキャンパ
ス移動等、マイナス面が多い。

地域貢献の場としての必要性は感じるが他の方法を模索すべき
分からない
何の為に入るのか説明されてない。私達はどう利用できるのか、講座を開く立場にない
人にはピンとこない。広場がいい。

利用目的が不透明すぎて判断できません。
利用目的がわからない

問４、あなたは高知大学が西敷地事業に参画することについて、どのように考えますか。

１．このまま事業参画を進めるべき 21人（8.8%）
２．一度立ち止まり学内で事業への参画を続けるか再検討すべき 121人（50.8%）
３．今すぐ事業から撤退すべき 81人（34%）

４.　その他 9人（3.8%）
無回答 6人（2.5%）

「その他」を選んだ方のコメント
わからない

学内には説明がちゃんと行われれば充分である。しかし、高知大学が参画することで「高
知市高知県をどうする」という将来ビジョンを県や市と共同して具体的に明確にすべき。
十年、二十年、五十年・・その将来展望の中で「この高知市をどうする」「そのために高知
大学が・・」それを明確にすることが大切。

具体的な内容が不明なのでわからない
高知県にとって必要な事業。高知大学が逃げてどうする。
値下げ交渉と採算がとれる具体的算段
知らん
分からない
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問５、西敷地事業などにつき、ご意見や大学へのご要望などがあれば、ご自由にお書き
下さい。

　既に法令で定められた学内の会議で事業参画が決定されており、その旨を学外にも公
表している。国立大学法人の構成員として、この決定を全力で支援すべきであり、決定後
数か月が経過した後に異議を唱えることは高知大学の社会的信頼を損なうものである。

「新図書館西敷地利活用事業基本協定締結に係る妥当性検討委員会」において事業の
妥当性が否定されたのだから、もう議論の余地はなく、撤退しておしまい、という簡単な話
です。そもそも国立大学は自己収益を図ることについてはド素人であるのだから、そのよ
うなことには手を出さずに研究と教育に専念しましょう。

「反対なら代案を出せ」というありがちな反・反論をよしとするつもりはありませんが、「そ
んな危なっかしいブラック（グレー？）な事業にのっからなくても、別の道もありますよ」とい
うことを「見える化」して示すことができれば、この問題に対する、より効果的な異議申し立
てになるのではないかとも思います。具体的なことは何も思いつきませんが・・・。

わざわざまちなかのビルに入らなくても、大学しきちないなどでよくないか？使ってない所
は本当にないのか疑問。しかも何のためにかがよく分からない。

相良および選出母体の医学部の過失である。医学部予算における3,000万円なんか安い
ものだ。医学部が全額を支出すべき。あと50年間、医学部がなくなることもあるまい。

職員の駐車料金が値上がりしたことに関して、まだ十分に説明がされていない点が気に
なるのと、入居費の支払いをどのようにしていくのかが、不明な点が多いため、もっと納得
できる説明が必要だと思いました。

そもそもこの事業がどういったものか分かりません。
・採算がとれなかった時の責任は誰が、どのようにとるのか説明してほしい。
・人事凍結を行い、、人件費を徹底的に削る中で、ビルへの入居費に年間2～3,000万の
支払を行うのは、現場の教職員をあまりに軽視した姿勢ではないか。

必要ないと思う。それなら他の事にお金を使って欲しい。
多額の予算をかけて、オーテピア西敷地事業をする価値（その場所でなければならない
理由）があるのでしょうか。
さらに赤字となる可能性が高く、確実な事業でない限りはじめるべきではないと考える。

よく分かりません。
経営企画推進機構（検討会）での検討状況などを公開してほしい。
今回のことに限らず、色々な事を良く考えてから行動に移すように。歴代学長・執行部の
老人たちを入居させ、死ぬまで毎月3万円の学びのお支払いを頂いてはどうか?

広場がよいと思います。
ミニコンサートやさまざまなイベントなど開催し、市民の意見に応えるべきだと思います。
このイベントなどを高知大が主導するなどして、そのような形で関わる方がよいと思いま
す。

市民のいこいの場として、広場等が整備される方が望ましい。
駐車料金を取るような財政状況なのに年3千万円もの家賃の財源はどっからでてくるの
かどうしても理解できない。

本事業で西敷地に異動する当事者の意見はどの程度聞かれているのか?
大学の問題ではあるが、市議会に否決してもらった方が早いのではないかと思う。

「広場」とういのに疑問を感じる。遠方の人に恩恵が少ない。誰が集うのか?未来志向を
もってもらいたい。高知のキキ的状況を思えば経済活動を生むものを作るべきだ。

ア・ホ・カ
このままだと、大学にとっても市民にとっても不幸です。これでは公共性を否定した私物
化です。地域の事を考えるのであれば学内でしっかり議論し、皆から喜ばれる大学らしい
いいプランを進めるべきです。

収支計画等、不確実、安直極まりない。すぐ撤退すべきである。
・市民アンケートによる市民の意向、「広場機能」や「家族で訪れてこどもが安全に遊ぶこ
とができる状態」に戻すべき。「教育機関の拡充や連携を図る昨日」はC評価にすぎない。
・今後50年間、誰が責任をもって実施するのかギモン・・。年3,000万円で50年間、15億円
投資するのであれば、本当に必要であれば街中のどこかを買い上げた方がまし。
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責任を取らない者が、見通しのあまい事業をおこなうべきではない。
報道関係（高知新聞）に高知大学が悪者みたいに書かれている記事が、時折、掲載され
ています。このままでは、一般の方に対して、高知大学のイメージが悪くなる風評被害が
出てきそうで心配です。受験生が減ったら高知大学の存続も危うくなると思います。報道
機関があまりにも煽り過ぎだと思います。

生協の隣の駐車場に、大学校舎（7F建て）を増築してもらいたい。地下は駐車場を備え、
1階以上は教育・研究等に使用する棟を建設することで、十分な教育・研究の設備となる
と考えます。現状は、教室と研究室の不足状態です。

29年度まで チカミミルテック代表取締役社長は経営協議会の委員であり，設計担当はチ
カミである。今年度からハズれたようであるが（高知大はもう用済みということか），いわゆ
る「官製談合」にしか見えない。

高知県中心地に拠点を持つことは賛成。
賃料は高すぎる気もするし、大学の他の経費を圧迫しない算段は必要。

地域こうけん連携が大学の理念にあるのであれば講義室等市民の学びの場になればや
るべきと思うが、当の市民が反対するならやめればいい。ただでさえ大学お金ないのに
賃料とかムダです。【原文ママ】

建物よりも広場にする意見に賛成です。
医学部には西敷地事業は不要です。朝倉だけでアンケート取って下さい。
中心部に進出したいなら県立大と運営統合すればよいのでは?
50年も待たずにそのような日が近いのではないでしょうか。
そんなお金があるのなら人事に使ってほしい。事務も教員も減少著しい。
さらに物部キャンパスに女子寮を作るべきです。学生から「差別」との意見が出ており、問
題化する可能性があります。

駐車場代を徴収するくらい財政が逼迫しているのに、年間3,000万円を支出して、大学の
運営が維持できるか危惧する。

失敗したとき、誰が責任を取るのですか？TSPの失態を反省しているとは思えません。

運営費交付金の目減りにより人件費の削減や超過勤務の削減など大学運営に支障を来
たしている今日、なぜ、ビル入居費用を支払なければならないか疑問である。

大学が地域に根ざした取組を行うためには、中心地に出ていくことは大変重要である。

中心部に拠点を持つことは、今後の高知大学にとっても重要なことと考えるが、負担が現
状では大きすぎる。収益により負担をまかなう計画のようであるが、収益見込みの説明が
不十分（ほとんど説明されていない）。

その予算があるなら昇任人事を！！
公益を目指すべき市と、利益を求める事業者と、教育・研究を本義とする大学の、それぞ
れの目的の相違について真剣に考慮した形跡が、本学からの情報提供の内容にはうか
がうことができません。このまま参画すれば良くて高知市の公益のために、悪ければ2・
3,000万円の賃料負担のために、それ自体として意義ある研究と学生への教育という大
学が果たすべき使命を阻害するような事業へのコミット（賃料等の負担を越えて利益を出
すための、西敷地における過重な教育・研究の展開やバランスを欠いた資源配分など）
に帰結するのでは、と危惧します。大学に、再度の熟慮を求めたいと考えます。

講座などを開くなど、市民の役に立つことなら、推進すべきと思います。
昇任人事が凍結している中、多額の賃料を払う意味がわかりません。若手の優秀な人材
が流出しています。

年間に2～3千万円の収入を得ることのできる事業（多少の赤字はやむをえないが）を想
像できない。大学としての明確なビジョンを示して欲しい。

それほど予算があるのなら他のことに使うべき。
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西敷地のことではありませんが、駐車場料金徴収について、以前「こぶし」で朝倉地区の
事を問題視する記事を見ました。しかし物部地区の方がもっと問題ではないかと思いま
す。組合の皆さんは朝倉にいらっしゃるので分からないかもしれませんが、物部は特に
バーなどもないため、未登録の車が大変多いです。学生さんも学生駐車場以外の場所に
置くので、3,000円払っているのに置く場所がなく、ずっと遠くに置くこともあります。担当者
による見回りは、数カ月に1回です。物部では、公共交通機関はほとんどありません。そ
れなのに、たまたま都合良く公共交通機関を利用できる人は、交通費をもらえて、公共交
通を利用するためには、自転車、バスを乗り継いで1度高知市まで出ないと間に合わない
多くの人達は、通勤手当（2,000円）では、駐車場代（3,000円）が出ないのは、おかしいの
では？また、6時間こようの人は、少し安くなっていますが、8時間でも安月給の非常勤と
高給とりの上の人達の間に差がないのはなぜ?不満ばかりですみません。

賃料の財源として地域的に有料講座を開き、その収入を予定しているようだが、教職員
の数が減っている中で、そのような時間・エネルギーの余裕はあるのか?質の低い講座を
開けば受講生は集まらない。教員にもっと研究のための時間を与えてほしい。

追手前高校や県教委、県立大、といった機関と「文教区」を創り出すことは賛成であるが、
である、ならば小学校（旧校舎）の改修、再利用としっですれば意義は相応にあったと思
う。
しかしながら、現在の計画には、賃料の問題、一部市民のためのビル建設という問題、な
ど、課題は大きいと思うので現在事業計画には反対である。
さりとて、反対派も感情的に過ぎないか?
県、市、それぞれの議会を交えて本当に「高知のためになる」ものを創出して欲しい。税
金を納める者としてせつに願う！！
反対派も高知の未来を論ぜよ！！

５階以上は、CCRCの入居者を予定しているようだが、マスコミによると、一般の一般の入
居者も可能とする内容の記事があった。当初の目的とは違ってきており、外部の者がらし
たら、建設業者の手助けをしているように見える。１社は経営協議会委員でもある。また、
賃料等を考えると、公開講座・部屋の使用量収入等では到底賄えなく大学の持ち出しと
なりかねない。

高知市は、事業を見直すべきである。

県の産業振興計画の下請けをしているようにしか見えず、地方創生の風向きも３・4年経
過して徐々に薄れてきていることから、地域協働学部の卒業生の就職状況を踏まえるな
ど、大学として見直しが必要であると考える。

新しい企画に期待しています。費用について50年間が長すぎるように思います。年間の
賃料をもう少し安くできれば”50年間”の不安も軽く感じられるかと思います。

そのような予算があれば職員に還元した方が良いと思う。費用が支払えなくなれば医学
部が尻拭いすることになるのですか?

予算不足と言われている中、国の補助金が入るとはいえ、高額な賃料を払ってまで参画
する必要があるのでしょうか?
南海大地震後、仮設住宅が必要となるので、「広場」として西敷地を残しておいた方が高
知のためです。

必要性があえてないなら不要では。
収入源としている講座・貸室についてはすでは市内に利用可能な公的施設が存在してい
るので回収が可能な見積もりがすでになければ、収入のために学生以外を対象とした事
業に教員や事務方職員がかり出される気がします。

私は広場には反対です。
建物を一度立ててしまうと、変更が難しいので、高知市（市民）と充分（大学内でも）話し合
う事を望みます。
あくまで客観的にのぞむのは広場（空間）があるとよいとは思いますが、資料・検討材料
が少なすぎて将来像を描けません。
（急いだので、乱筆ですみません）
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問2にも関連するが、この計画自体が高知大学次第で高知市は高知大学に借りてほしい
意向があるものならば、借りてあげる条件として賃借料をもっと低くするかけひきをしても
いいのでは？お互い（作るor収益等）のメリットがなければ、計画自体がなくなる→もっと
有意義なものを作る案を一からねり直す→市民のためになるのでは?今のままでは、高
知市も高知大学も借金が増えるだけ。市民の負担や教職員にしわよせがくるのが目に見
えます。

用途によっては問題ないと思います。
何かで以前サテライトクリニックの案などと出ていたように思うのですが宣伝効果がある
かもしれません。
結果説明とか・・通常の診療内容とは異なる利用法なら近隣病院と競合しないですし。

高知大が入ってどうなるのか、いまいちわからない。移住者が入居するのもどうかと思う。
ただでさえ年よりばかりな高知にこれ以上の老人は若者に重い。
都にも核に真央、ここの説明、意議、広場や商業ビル以上に良き場になるかの説明をお
ねがいします。

入居者をあてにした自己収入で賃料が払えるとは思えない。まったく根拠がない。講義室
を貸すことについても、学内者が有料で借りることになるのでは・・・？講演会をしないで
開催する際、会場予約が出来ないことがしばしばあるが、広さや設備いろいろな条件が
あるので、貸すことも難しいと思う。

学会ができる大きな施設ならいいと思いますが、大きさ的にもあまり実用性がなさそうな
感じがします。

2～4階で高知大が何をするかもっと広めた方が良いと思います。
こういった事業には賛成・反対があるのは当然で、反対があろうが実行されるのが組織で
あり、それ故に幅広く十分な説明をし、どういった意見があるのか認識した上で実行する
事は必要であると思う。組織の一員である反対する者もまたこのことを理解した上での伝
え方はあるのではないかと思う。教授会など組織も含めて大学全体の課題と感じる。

その計画が進んでいること自体知らなかった。大いに活用できるよう内容を具体的に開
示し進めてほしい。賛成です。

ハザードマップによると、計画の場所は、津波も来るし液状化も起こす場所です。朝倉は
そのどちらもありません。サニーマートは津波の来ない場所に移転すると聞きました。今
回の計画は、まったく逆方向です。学生の命と安全のためにすぐに思い直すべきです。液
状化マップは最近出たものですから、「状況が変わったので計画を再考する」はアリだと
思います。

医学部附属病院の外来診療を開設すれば、出資する以上に利益および社会貢献に繋が
ると考えられます。特に総合診療内科や眼科でご検討をしていただきたいです。

学長の任期のなかでとうてい責任を負えない事業を，このような形で進めていくことが信
じられない。この程度の判断がつかない執行部のもとで働いているかと思うと，一事が万
事，心配である。

県民の意見は、景観的な面からか大半が反対のように感じる（報道は反対意見ばかりを
クローズアップしているのかもしれないが）。再考も必要なのでは？

公園や広場は高知市内に死ぬほどあるので、旧リブロードやダイエーショッパーズのよう
な商業施設を作って欲しい！高齢者のための施設は不要なので、若者のための施設を
作って！

高知県の人口減対策のための取り組みと理解している。自治体ができることはどんどん
トライしてほしいと思う。西敷地を広場にすることを主張する人々は人口減の怖さが分
かっていないと思う。

高知市議会だより211号によると，議論の中で，国の補助金が得られなかった場合は，賃
料の見直しがある（値上げ），高知大が賃借するスペースに対する固定資産税の分を高
知大の賃料に上乗せする，，という市の回答があります。こういったことは，説明された記
憶がないし，現在の高知大の支出見通しに盛り込まれているのでしょうか？　この話に高
知大がのるか否かもう一度考え直すべきだし，「もう決まっている」ということなら，責任の
所在を明確にしておくべきだ。負の遺産を残し，20年後30年，当事者たちは天国から見
守っています，，なんていうのは勘弁してほしい。
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高知市民としては、オーテピア西敷地の土地を広場として開放するのが一番いい利用法
だと考えています。日曜市などのイベントのときにも魅力的な企画や店舗がある反面、街
中では立ち止まるスペースがなく雑多なために、用事だけすませて帰るという慌ただしさ
があります。高知市民対象のアンケートで、広場を求める声が最も多かったのも、同様の
思いを抱いている人が多数いらっしゃることの証拠であるかと思います。
オーテピア西敷地をどうするかとは別に、大学の一部の機能が中央駅近く、街中に移動
させるかどうかの是非をまず問う必要があると思います。そのうえで、今回のオーテピア
西敷地のビルに高知大学が間借りするかどうかが問われるべきです。それ以外にも西敷
地事業と高知大学との間には複数の問題が混在しており、それらをひとつひとつ検討す
る手続きであると思います。つまり、慎重に検討を進め、またその内容を開示し、公開で
議論する場と時間がなによりも必要であると思います。

高知城歴史博物館や新図書館の内容が検討された際、周囲の環境との関係性(人々が
自由に広く集まる環境を想定した施設のコンセプト作り等)にすいも留意されたと思われま
す。この点からの追究もあってもよいかと考えます。【原文ママ】

高知大学が高知市民に親しんでもらうようになるチャンス。どんどんやるべき。だけど、入
居料はちょっとまけてほしいね。

高知大学側の計画が不十分のまま中心市街地へ進出する意義がわからない。中心地に
拠点を築くのであれば、事前に十分な検討がなされるべきである。
仮に中心地に進出するにせよ、将来を拘束する計画ではなく、時代や環境の変化に対応
するためにも、柔軟な選択肢を残す方法を取るべきだと考える。

高齢者向け住居施設が建設される予定の西敷地の近隣には、オーテピア（図書館・科学
館）、文学館、歴史博物館などの学術的施設があります。もし高齢者向けのセミナー等に
高知大学の教員・研究者を派遣するのであれば、それらの施設のセミナールーム、レク
チャールーム等を利用すべきです。
大学がコンテンツを提供することには反対しませんが、入れ物は不要だと断固として主張
します。

今朝の高知新聞記事を見る限り、学内で十分な議論、説明がなく決定した様相（実際は
そうではないかもしれないが読者にはそう映った）は、その時点で既に読者の大半はあり
得ないと判断しただろうと推測しました。また、反対派の心情を逆なでするものとも思われ
ます。市民に向けた講演等は参加する市民の数を考えても、会議室ではなくオレンジ
ホールなどの会場を使う方がアピール性が高く、年間借用費よりはるかに安く使用できる
のではないかと思います。国の補助はもっと他に有効な活用方法はないのでしょうか。

財政難という理由で、朝倉・物部・岡豊キャンパスや附属病院で駐車料金を徴収し始めた
のに、年間3000万円近くの賃料を払ってマンションに入ることは矛盾していると思います。
駐車料金は地域の人々が大学にアクセスすることへの妨げになります。先日、朝倉キャ
ンパス図書館のリユースセールに多くの方が来ていましたが、30分を越えると駐車料金
が発生するので急いで本を選んでいる方がいました。大学は「地域貢献」のためにマン
ションに入ると言っていますが、これでは本末転倒だと思います。何をすべきか、「地域貢
献」の原点に立ち戻って考えてほしいと思います。

市民が望んでいない。
資金計画がずさんすぎる。これまでの高知大の失敗をまったく踏まえていない。補助金を
当てにしている段階で無理。補助金は時限的なもの。長期的な運用に耐えうるようなもの
ではない。進めるなら、まず誰でも納得できるような綿密で説得力のある資金計画を出す
べき。あわせて、責任の所在を明確にしておくべき。

事業計画が精査されておらず, ずさんな計画だと思われる.
事業収入見込みが曖昧なので黒字を50年達成し続けることが可能かどうか判断できない
はずなのに、黒字を見込んでいるところが信用できません。このような状態で参画が決定
事項とのことです。これをガバナンスと呼んでいます。ガバナンスを発揮するためには、責
任を取る仕組みが必要と思います。今の執行部が50年先の責任を取ることは不可能で
す。すなわち今の執行部がガバナンスを主導する案件ではありません。大学の知を地域
に還元する活動は重要と思いますが、その活動に大学がどれほど負担するべきかは議
論のあるところです。参画決定は先送りするべきです。

人事がほぼ凍結されている問題を優先して解決すべきだと思います。新たなリスクを抱え
込まない方が良いと思います。
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人事凍結がなされ、職員の人員削減も行われている財政状況で、収支計画すら立ててい
ないまま事業に参画する意義が全く見えません。仮に「大学経営を担う執行部が判断し
ているのだ」とトップダウンで異論を考慮しないおつもりなら、結果責任を必須としなけれ
ば説明がつきません。高等教育機関であり公的な性格を持つ大学で、学内の構成員に
対して参画の是非を判断するに十分な情報も提示されないまま事業参画が強行されるこ
とは、許されるものではありません。
くわえて、「スーパー・リージョナル・ユニバーシティ」を標榜しているのであれば、地域社
会で賛否が分かれている事業に対して、利害関係者として積極的に関わることは慎むべ
きだと考えます。十分な情報提示もないままに決定され、地域社会に出て仕事をする教
職員の身にもなってほしい。つらく当たられるのは現場の人間です。西敷地問題に関する
現執行部の姿勢は、学内構成員の軽視も甚だしいと言わざるをえません。

西敷地にアクティブシニアを誘致する必然性があるのか。高知大学はアクティブシニアと
どのように関与することを目的としているのか。よく考えるべきだと思う。

-大学(主謀者)は、誰と、何を約束しているのか？
-大学も市も、内部に、説明不十分なまま、事を進めて来たことは明らか。

大学の財政の状況から考えると支払えるでしょうか。そんなお金がありましたら、教員の
新規採用、また研究費を増やしたり、教職員の待遇を改善したりすることに使ったら如何
でしょうか。

大学経営や地域に与える影響が大きいことから，組織内で合意形成を図りつつ，住民に
対して十分に説明し理解を得る必要がある。

大学執行部は昨年11月の学内合意を盾に事業参加を強行するつもりらしいが，単にコン
ペに応募することと，計画の内容が示された上で契約することはそれぞれ区別して学内
合意を得るべきである。
さらに，実施まであと2年足らずの現在に至っても収支も含めて具体的な計画は決まって
おらず，参加・不参加を判断する材料があまりにも乏しいと言わざるを得ない。
このような状況の中で，大学の利益に対して最低限の責任を果たすために，大学執行部
は少なくとも，計画による損失を評価し損益分岐点を判断する手順と条件を具体的に定
めた上で，損害を被ると判断される場合に計画から撤退することを可能にする環境を整
えてから参加を決めなければならない。

地域の大学として積極的に活動するのであれば、避けられない事業計画なので、足踏み
をするような協力体制を維持するよりも、地域社会の維持に欠かせない大学であるのだ
から、事業計画の維持発展に加えて、県や市の積極的な経済的協力や負担を求めて、
現在の事業を進めていくべきだと思います。県立大のキャンパス整備を見習って、放送大
学さえ県都の中心にない、周回遅れどころか迷走している田舎から脱皮・脱却できるよう
に、県や市を先導して引きずれる大学になりましょう！

賃料の支払い計画があまりにずさん。有料講座を毎週末開催しても、毎週40万円以上の
収入をえることが可能と考えているのか。教室開放は具体的にどのように？オーテピア
には無料の学習室が開放されているが、差別化はどうする。結局は補助金頼り、無計画
であり撤退すべき。

やはり高知大職員は無能であると改めて感じた。同じ大学の職員であることが悲しい。岡
豊地区より。

賃料を支払うための資金を人事凍結解除に回すべきである．
日本にCCRCの文化が全く定着していない中で、無謀なチャレンジだと思う。チャレンジす
るのであれば、誰の責任かを明確にしてから行うべき。

白紙撤回を強く求める．
箱物を作らず、市民が憩える公園がよい。
非民主的な態度で理の通らないことをごり押ししても，けっきょくは長続きしないことを知
るべきである。

報道を見ている限り，「高知大学のサテライトキャンパス」であることが重要な要素として
取り上げられており，何かあれば高知大学が悪者扱いされかねない。途中で撤退しても
同じ扱いであると思われる。意義は分かるが抱え込むリスクが計算されていない。また大
学の財政状況を鑑みると，入居費ではなく職員給与や昇給のために使用すべきである。

有益な情報が不明
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