
 

 

                         本日はお忙しい中、多くの方々にお集

まり頂き深く感謝申し上げます。引き続

き大役を仰せつかります。微力ではござ

いますが、皆様と共に「名市大の明るい

未来」を切り拓いてまいります。温かい

ご理解とご支援をよろしくお願い申し上

げます。 

 

 

 

 

 本日は、 

１）「名市大未来プラン２０２１ 

（仮称）」の策定 

２）事業と人財をトップスピードで 

継続・継承 

３）現状を踏まえ、必ず実現する 

13 の重点事業 

                        ４）皆さんと共に名市大を担う決意と 

心構え 

                        の 4 つをお話いたします。 

 

 

 

                         まず初めに、「名市大未来プラン２０

２１（仮称）」の策定について話しま

す。 

 

 

 

 

 



 

 

                        「大学憲章」を全学の部署から選出さ 

                        れた将来の名市大を担う多様な人材によ 

                        り作成していただき、6年前の開学記念 

                        日に制定しました。「大学憲章」の制定 

                        により名市大が進む方向が全学的に共有 

                        されたと思います。 

 

 

 

                         「大学憲章」を踏まえ、4 つのビジョ                 

                        ン、8 つの区分、52 のプランからなる 

「名市大未来プラン」を同時に作成し、 

                        公表しました。 

 

 

 

 

 

                         

                         スライドには、「名市大未来プラン」

の実現度を示します。 

ここで注目していただきたいのは、 

作成した 6 年前には 52 のプランでした 

が、4 年前には 82に、現在では 94に 

増えていることです。その理由は後述い 

たします。 

                         これら 94 のプランの「実現度」は 

                        実現したプランと実現途上のプランを合 

わせると 93％に達します。 

 



 

                        プランの実現にご尽力いただいた教職員 

                       の方々と、第 2 期ならびに第 3 期中期計画 

                       の期間中にもかかわらず、社会情勢の動向 

                       に対応して柔軟に新たな事業（プラン）の 

                       企画立案にご理解とご協力いただいた名古 

                       屋市に深く感謝申し上げます。 

                        これからの大学運営においても、激変す 

                       る社会環境に応じて柔軟にプランを追加修 

                       正することは肝要だと思います。 

 

 

 

                        本日、皆さんにご提案したいのは「新 

                       たな名市大未来プラン」の作成です。作成 

                       する理由は、現在の未来プランは前述のよ 

                       うにほぼ実現されたことに加えて、プラン 

                       策定後 6 年を経ているためです。 

                        実は、本音というか、作成する重要な理 

                       由を言いますと、 

 

 

 

                        第 3 期中期計画期間中における運営費交 

付金と施設整備費は、スライドに示すよう 

                       に増額されますが、増額されるに至った主 

                       なる理由の一つが「名市大未来プラン」に 

                       あると思うからです。 

                        スライドには、「名市大未来プラン」が 

                       「運営費交付金等」の増額につながったと 

                       思われる流れを示しています。重要なこと 

                       なので、少し詳しくお話しいたします。 

 



 

                       「名市大未来プラン」は 2014 年に作成し 

                      ましたが、その中の 10 余りのプランが、同 

じ時期に作成された「名古屋市総合計画 

2018」に採用されました。このことは重要 

                      で、名市大と名古屋市とが一体となり事業を 

                      実現することを確約しあったことになりま 

す。 

                        

また、2018 年からスタートした名市大 

                      の「第 3 期中期計画」は、その 2 年前の 2016

年から作成作業が始まりましたが、名市大の

考え方やビジョンが「名市大未来プラン」を

通して「第 3 期中期計画」に反映でき 

たと思います。 

                       さらに重要なことは、「第 3期中期計画」 

                      を確実に実現するためには、運営費交付金や 

                      施設整備費の増額が必要である構図になって 

いたことで、その結果として、前述のように 

                      運営費交付金等を V字回復することにつなが 

ったと感謝しています。 

                       この経験から、「新たな名市大未来プラ 

ン」を作成することにより、2 年後から始ま 

る「第 4期中期計画」の作成において「新た 

な名市大プラン」の考え方やビジョンが採択 

され、運営費交付金等の増額につながること 

を期待します。 

 

 



 

 

 

                      「新たな名市大未来プラン」の作成にあたり 

重要なことは、 

１） 次世代を担う人たちが作成し、リード    

  して実現 

                      ２）女性、若手、メディカルスタッフ、事務 

職など多様な人の参画 

                      ３）先見性、柔軟性、革新性、創造性を持つ 

                      ４）国際化、社会のパラダイムシフトに対応 

                      ５）文科省、厚労省、総務省などの動向に 

                        留意 

                      ６）「名古屋市総合計画」をもとに、名古屋 

市と協議 

                      ７）今秋の開学 70 周年記念式典で中間報告 

                      ８）2021 年度からの実施 

                       その時には「名市大未来プラン 2021（仮 

称）」の名称になるのでしょう。 

                       なお、具体的な作業については、関係者と 

相談の上、2 月頃に改めてご報告し、作成を 

お願いしたいと存じます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       次に、「事業と人財をトップスピード 

                      で継続・継承」についてお話します。 

 

 

 

 

 

 

                       「済済たる多士文王以って寧んずる」 

                       中国周の「文王」の周りには、文王の徳 

                     に導かれ、徳を備えた賢者が集まり、周 

は末長く繁栄したそうです。    

私は、高徳を養うよう努めているところ

ですが、名市大には多士済々の教職員がお

られ、名市大が末長く繁栄する条件は整っ

ています。私の使命は、その方々が能力を

遺憾なく発揮し活躍できる環境を設けるこ

とだと思っています。 

 

 

                       実例の 1 つを示します。 

                       昨今の大学運営は専門化、細分化している  

                      ことから、副学長や学長補佐等に次世代を 

担う優秀な人財を各部門の責任者として登用 

し、迅速で的確な大学運営をすることに加え 

て人財育成に努めています。 

 



 

 

                       一方、専門化・細分化が急速に進んだこと 

から、「アカデミアや医療」などの専門分野 

                      に精通した上で、かつ「大学経営と大学運 

営」に秀でた人財育成が求められています。 

                       それに向けては、「名市大を愛し、名市大 

                      に尽くす人財」を基本とし、大学ガバナンス 

                      コードの策定、長期ビジョンの確立など、ス 

ライドに示すような方策により、たとえ部署 

の責任者が代わってもスムーズな大学運営が 

できる体制作りに努めています。 

 

 

 

                       大学運営に欠かせないのが「人脈」です。 

                      中央官庁、名古屋市、メディア等との人脈を 

深めることは、１）確実な情報を早く得、 

２）外部資金や寄付の獲得増に繋げ、３）名 

市大の知名度アップさせるなどの必要性から 

重要です。私は、これまでの細やかな人脈を 

皆様に継承してまいります。 

                       皆様には、引き続き独自でも人脈作りに努 

めていただければと存じます。 

 

 

 

 



 

                       3つ目のテーマ、「現状を踏まえ、必ず実 

現する 13の重点事業」についてお話しま 

す。 

 

 

 

 

                       「現状」の一つ目は、名市大は昨年、日経 

新聞の「地域貢献度ランキング」で、全国大 

学 5 位、東海地区 1 位、公立大学 1位の過分 

な評価をいただいたことです。 

                       8年前、名古屋市議会から「127 位とは 

低すぎる。地域にもっと貢献すべき」とのご 

もっともなご指摘をいただいた後、教職員だ 

けでなく学生も一丸となって努めました。こ 

の誇れる結果は、市議会でも話題になったそ 

うで、このような地道な活動が、前述の運営 

費交付金の増額につながったものと考えま 

す。 

 

                       地域貢献度が高くなった一因は、名古屋市 

の 16 全ての局をはじめ数カ所の区役所など 

と何らかの形で連携していることです。大学 

や病院と全く関係ない局や区役所と連携して 

いることが特徴です。 

これからも、名市大のさらなる発展には 

名古屋市とのさらなる連携が重要です。 



 

 

 

                       母校愛の醸成を目的にして、5 年前、開学 

65 周年記念事業を行いました。全学の一体 

感と同窓会との親交が深まったと喜んでいま                   

す。その経験を踏まえ、今秋には「開学 70 

周年記念事業」を行います。メイン事業は、 

30 年前に建設された学生会館のリニューア 

ルです。ロゴマークにも示されているように 

7 学部 7 研究科が一体となってさらなる飛躍 

にしたいものです。 

                       なお、社会からの大学への評価は、大学の 

歴史の長さや伝統でされることが多いことか 

ら、突然の提案ですが、名市大のルーツは 

                      135年前創設の薬学部の前身校にあること 

から、「創基 135 周年」を「開学 70周年記 

念」に併記することをお諮りしたいと思いま 

す。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                       昨今、わが国では大災害が多く、被災者の 

方々には謹んでお見舞い申し上げます。 

                       その中にあって、名古屋市には災害医療に 

携わる専門施設が少ないのが現状で、「救急 

災害施設の建設」は市民の願いです。それに 

応えて、名市大では先端医療設備を有し、わ 

が国でも最大規模の救急・災害医療センター 

を建設予定で、来年度基本設計に入る予定で 

す。 

                      （補足；最大 8 階建ての救急・災害医療 

センターの建築計画と設計費が、2 月の予算 

査定で要求通りに認められました。） 

 

 

                       現在名市大では、2つの名古屋市立医療セ 

ンターの大学病院化に向けて病院局と準備中 

です。この改革は、大都市の公立大学だから 

できる強みで、1800床からなる大学病院は全 

国でも有数のものとなり、優秀な医療人を養 

成し、市民の健康福祉にさらに寄与すべく、 

2021 年 4 月開設を目指しています。 

                       （補足；2020年 2 月 18 日に河村市長との 

間で正式に確認を取り交わしました。） 

 

 

 

 



 

 

                       名古屋市健康福祉局とは、超少子高齢化社 

会が進む中にあって、スライドに示すような 

多岐にわたる深い連携を進めています。第 3 

期ならびに第４期中期計画のキーワードの一 

つは「健康福祉局との連携」であり、機会あ 

るごとにその重要性を話しています。 

                       なお、これらの事業を遂行するために人事 

交流を進め、名古屋市からの寄付講座が予 

されています。 

                      （補足；要求した予算が全額、2 月の予算査 

定で認められた、とのことです。） 

 

 

                                          

これからも、名市大は存在感を示すことに 

より、名古屋市から信頼を高め、財政を含め 

た支援を引き続き求めてまいります。 

                       それにあたっては、名古屋市との窓口を太 

くすることが重要です。6年前に現在の「大学 

政策室」に変わり、お互いの意思疎通が深ま 

り、大学運営に迅速性が生まれ、先にお話した 

ように運営費交付金や施設整備費の増額につな 

がったと感謝しています。 

                        しかし、2つの医療センターが大学病院 

になった時には、より大きな窓口が必要で名 

古屋市と協議したいと思います。 

                       



 

 

                        名市大は昨年、国連の SDGs達成において、 

THE 大学インパクトランキングから、「健康

と                 福祉部門」で国内大学１位・世界１５位、「ジ 

ェンダー部門」で国内１位などの高い評価を 

いただきました。 

偶然ですが、名古屋市は昨年「SDGs 未来都 

市」に選定されました。 

 

 

 

                        これら 2 つの快挙を踏まえ、名古屋市と協 

調して SDGs推進拠点を構築します。SDGs は 

2030 年の目標期間に向けて大学のみならず行 

政や企業など多くの機関が取り組んでいるこ 

とから、それらと連携しつつ、名市大の特徴 

を生かした独創的な取り組みを達成します。 

 地球の温暖化や環境破壊が進んでいます。 

私はその防止に向けて、大学人として為すべ 

き責務を痛感しており、人類の共存と繁栄に 

向けて、名市大が率先して行うことを宣言し 

たいと思います。 

 

 

 

 

 



 

 

                       ところで、大学進学率が 50％を超えた現在、 

かつてのようなエリート型教育からユニバー 

サル型教育である「技術と知性を兼ね備えた全 

人教育」が求められています。 

 

 

 

 

   

                      そのような背景からも、名市大では全人的・ 

専門的教育を多面的に推進し、感性と徳性を備 

え持つ人材の育成に努めています。特に、3 年前 

に「高等教育院」を立ち上げ、全学の教職員が協 

力して行う初年次教育はユニークで、学生から 

も好評を博しています。 

 

 

                      このような教育の成果もあってか、この数年 

あまり、高校生から名市大への評価は著しく上 

昇しています。特に、これまで評価が低かった項 

目、例えば、「親しみやすさ」や「発展する可能 

性」等が大幅に良くなったことに、率直に喜ん 

でいます。 

 

 

 



 

                      しかし、このように少しずつながらも発展し 

ている時にこそ、学内外のニーズとシーズに応 

えた新たな改革が必要です。その一つとしてデ 

ータサイエンス、都市政策、リカレント、経営 

者養成などの学部・学科あるいは大学院・コー 

スなどの新設を計画中です。 

 

 

 

                      

                      国際化を推進する一環として、交流協定校や 

留学生、とりわけ国費留学生を増やすことに積 

極的に取り組んでいます。優秀な留学生を確保 

することは少子化対策としても重要です。 

 

 

 

                      しかし、名市大の国際化はまだ遅れており、 

その遅れを取り戻すべくスライドに示すような 

事業を多面的かつ積極的にこれからも取り組み 

ます。 

                      国際化の推進には専門職が必要です。数年前 

からは、国際事業に経験豊かな人材を名古屋市 

から派遣していただいていましたが、本年 4 月 

からは国際化をさらに継続して推進すべく、 

民間から国際化の専門職を採用する予定です。 

 



 

 

                      これから示す４枚のスライドで、名市大の研 

究力が飛躍的に向上していることを話します。 

                      1つ目は、産業界からの収入が公立大学 93 

校中１位になったことです。しかし、諸外国は 

おろか国立大学に比べても収入額は少ない現状 

をしっかり認識し、引き続き増やすことに努め 

ます。 

 

 

                      2つ目は、特許収入がこの数年間で指数関数 

的に伸びていることで、来年度には１億円に迫 

ると予想しています。これも、偏に独創的な研 

究を奨励してきた成果が現れ始めたものと思っ 

ています。 

 

 

 

                      3つ目は、共同研究費と受託研究費が漸増し 

ていることです。研究者や URA スタッフの活躍 

に敬意を表しています。さらにこれらの研究費 

を増やす方策を考えるべく、先日、研究費の高 

額獲得研究者と意見交換の場を持ちました。 

 

 

 

 



 

                      4つ目は、科研費の獲得が増え、本年度は新 

規と継続を合わせて 10億円の大台に初めて達 

したことです。この 6年間で約 50％増えたこ 

とになります。卓越した研究者を褒賞し、若手 

あるいは女性研究者への支援と指導を積極的に 

引き続き行います。 

                      なお、これら 4 つを中心とした競争的外部資 

金は、この数年で約 2倍増えています。 

 

 

 

                      今後も、名市大の発展には先端的研究の推進 

が肝要です。 

                      それに向けて「投資」を強力に行い、優れた 

「成果」を出し、「論文」として社会に発信 

し、さらなる「外部資金の獲得」につなげる 

「研究サイクル」を加速させます。 

 

 

                      これからの研究に必要なキーワードは産学官 

連携です。 

                      その推進を目的に昨年、「産学官共創イノベ   

                     ーションセンター」を開設しました。これから 

                     は、同センターの事業を拡充し、大学発スター 

トアップ企業の育成、の推進、企業との包括協 

定等を重点的に行います。 

 

 



 

                      ここまでお示しした 11 の重点事業は、すで 

に取り組み始めているものです。 

                      これからお話しする 2 つの重点事業は、大学 

を取り巻く社会環境の変化に対応した新たな事 

業です。皆さんには、柔軟かつ創造的な発想 

で、全国に先駆けて具体案を提示し、実現して 

いただきたいと思います。 

                      社会環境の変化の一つは、公立大学の活動を 

規制していた「地独法」等がこの数年間で、よ 

うやく緩和されたことです。私たちは、規制緩 

和の内容を理解し、新たな事業を展開し、大学 

改革に繋げることが重要です。 

 具体的な内容は、収益事業、第三者への不動 

産貸付など、スライドに示すように多岐に渡り 

ます。 

 

 

 

                       社会環境の変化を踏まえた新たな重点事業 

の 1 つ目は、規制緩和に対応した「自律的な大 

学経営」を進めることです。本日は、「寄付金 

収入と新規の収益事業」の２つの項目を例示し 

ましたが、自己収入増により自律的な大学経営 

と特色ある大学運営を目指します。 

                      「安定した財政なくして健全な大学運営な 

し」の思いで不断の努力をします。 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      名市大を取り巻く社会の動向が大きく変化す 

る中にあって、今後のキーワードとして、 

「Society 5.0、デジタル革命、地域包括ケ 

ア、SDGs」の 4 つを取り上げます。 

                      それらの社会変化に的確に対応するための国 

内の参考資料を、スライドの下に示します。 

                     なお、これらの参考資料は、冒頭にお話をした 

「名市大未来プラン２０２１」の作成時にも有 

用だと思います。 

 

 

 

 

 

                      新たな重点事業の 2つ目は、社会の動向を先 

取りした「先駆的な大学運営」をすることで 

す。そのためには多様な条件が必要ですが、本 

日はスライドの４つを提案します。 

                      １）未来への投資 

                      ２）民間の人財・資金・発想の活用 

                      ３）ICT を活用した教育・業務改善 

                      ４）大学や企業、病院などとの連携や統合に

よる効果 

                     これらにより、教育・研究力を向上させること 

が、世界をリードする名市大の明るい未来への 

道だと考えます。 

                      なお、これらの提案も「名市大未来プラン 

２０２１」の作成時において参考にしていただ 

けると思います。 

 

 

 

 



 

 

                      最後に、「皆さんと共に名市大を担う決意と 

心構え」を述べさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

                      私の大学運営における基本姿勢は、大役を仰 

せつかった 6 年前には、「和」、「透明性」、「戦 

略性」、「実行性」の 4つを掲げ、2 年前からは 

「専門性」、「継続性」を加えた６つを大切にし 

ています。 

                      具体的には、スライド内に示しました。 

 

 

 

 

                      ところで、理想のリーダーや理想の組織を論 

じた書物は多いですが、本日は唐の太宗の教訓 

をまとめた「貞観政要」をご紹介します。わが 

国でも古くから多くの為政者が学んだ書物とし 

ても有名です。偶然ですが、NHK E テレの 

「100 分 de 名著」でこの 1 月に取り上げら 

れ、本日夜にも放映されます。 

                      私は、名市大が唐のように末長く大きく発展 

することを願いながら、機会をみては大作を拾 

い読みし、折に触れ自分を見つめ直していま 

す。 

 

 



 

   

 

                      これらの考えのもと、大学の使命である「教 

育・研究・医療・社会貢献」を推進し、その成 

果を戦略的に世界に発信し、評価と知名度を高 

めることにより名市大への誇りと愛校心を高 

め、経営の安定化に繋げる「発展サイクル」を 

加速させることに今後も努めます。 

 

 

 

 

                      私の信条の 1つは、本日のサブタイトルに用 

いた「人に支えられ、人を育て、人に尽くす」 

です。私はこれまで、命の恩人、職場の仲間、 

恩師、家族など多くの方々に支えられてきまし 

た。 

                      司馬遼太郎さんは、小学生向けに書き下ろし 

たエッセー「洪庵のたいまつ」の中で、「世の 

ために尽くした人の一生ほど美しいものはな 

い」と緒方洪庵を称えています。洪庵は、私財 

を投じて「適塾」を開設し、大村益次郎や福沢 

諭吉など多士済々を育てました。適塾から巣立 

った逸材は、洪庵の思想を引き継ぎ、新たな明 

治時代を築いたのです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      洪庵は、自分自身と門下生には自らを律する 

厳しさを持ち、「十二か条の訓戒」を認めてい 

ます。その第一条には「人のために生活して、 

己のために生活せざるを本体とす。安逸を思わ 

ず、名利を顧みず、ただ己をすて人を救わんこ 

とを希うべし」と説いています。 

 

 

 

 

                      私は、この訓戒を心に刻み、常に自分自身を 

見つめ直しながら、これからも「世のため、人 

のために尽くすこと」を一義として、名市大の 

さらなる発展に向けて皆さんと共に微力ながら 

も務めてまいります。ご理解とご支援をよろし 

くお願い申し上げます。 

                      最後までご清聴いただきありがとうございま 

した。 

 


