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第第第第２２２２回回回回    クラスクラスクラスクラス討論資料討論資料討論資料討論資料 

同学会執行委員会    
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【【【【００００】】】】前回前回前回前回ののののクラスクラスクラスクラス討論討論討論討論からからからから    

＊矢印はその場での討論の発展を示します。 

理 1、2 

・原発反対なんですか？ 

 →反対です。日本に原発は 54 基在るけど 1 基しか動いてない。 

  →本当ですか！？ 

・(2 百人で吉田寮食堂取り壊しを阻止したのは)凄い 

理 3 

・(差別問題が)行動規制するだけで解決するのか疑問 

理 4 

・藤洋作は天下りっぽいから説明させた方が良いが、原発研究は良い面も有る。原発

とめたらエネルギー問題が出てくる。電気代上がったりする。原発マネーの情報公

開は良いことだ。 

・天下りでも良い人居るのではないか 

 →美浜原発事故で引責辞任した人には経営任せてはいけない 

  →責任取ったので良い人かもしれない。大学経営の能力が有ると総長が判断した

なら総長自身に説明させたら良いと思う。 

理 5、6 

・(団交を見て)学生は乱暴だと思いました。 

 →確かに怒号が飛び交っていた。でも当局は休憩時間に意見をひっくり返してきた。 

  →確かに、あれは酷かった 

・大人は金を目の前にすると目がくらむ。それを正していくのは学生の責任。 

農 1 

・(団交に)僕も行きました。学生はかっこ良かったですね。 
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農 1 

・部落知らん 

・京都にも部落が在るので、どうにかしたいなぁ 

農 2 

・差別良くないと思います 

工 19 

・議論に参加していない人が多く居るが、この状況で『総意』として要求書を出すこ

とができるのか？ 

・クラスの意識レベルをもっと上げたい。『経営協議会って何？』というのが学生の知

識。対して内容が難しい。 

法 1 

・(差別は)いけないと思います。 

法 2 

・(団交が)凄いっすね 

法 4 

・(要求書)出したら良い 

・引責辞任した人が経営協議会に入っているのは何故駄目なのか？ 

 →総長に何故入っているのか聞かなければならない 

法 5 

・(部落差別は)知っているが具体的にどうしていくのか 

法 7 

・（要求書）出したらいいと思います 

・出して何がしたいのか？ 

 →経営協議会に好きにさせず、学生の意見を大学運営に反映させる。 

法 8 

・(要求書についての)意見って何を言ったら良いんですか？ 

 →みんなの意見として出したいので、「そのとおりだと思う」とか「反対です」とか

「もっとこうしたほうがいい」とか。 

・経営協議会のみんなが人的つながりなら、人的つながりというだけで藤さんを追放

しようというのはおかしい 

・人的つながり作れる位の実力持ってるんだからいいのではないか 

・人的つながりということで責めるのではなく、大事故起こしたようなやつだからと

いうことで責めたほうが良いと思う 

 →そのとおり。大学側が「人的つながり」というだけで、もう説明は十分だという

姿勢を示してることについて言いたかっただけなので。 

・同学会は昼に演説してる人ですよね？学生は経済的に自立していないので、えらそ

うに社会や政治（原発反対など）について言う権利はない。社会人になってから言
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うべき。 

 →今話しているのは大学の問題。大学生は自分の大学でおかしいことがあっても経

済的に自立していないから黙っておくべきだとはならないと思う。クラスでも議

論になってきている。 

法 10 

・一方的な主張しか読んでいないので(要求書を出すべきか)判断できない。 

 →向こうが意見出していないのだから、仕方ないのではないか。 

  →なるほど 

・藤洋作追放は無意味。松本紘追放だ。元凶は松本だ。藤を追放しても松本が同じこ

とをまたやるだろう。松本は学生を締め付け京都大学を第二の『東大』にする気だ。 

経 1 

・でも(藤洋作は)総長が選んだんだからしょうがない 

経 3 

・差別落書許せない 

経 5 

・関東だから良く判らないが、具体的にどう無くしていくかということではないか。 

・何で原発反対なんですか 

経 6 

・吉田寮建て替え問題っていつから話されているんですか？ 

 →大体２年前くらいからです。 

・建て替えは取り壊しではないから良いのでは？ 

総 2 

・総長に対して要望書を出して何をしたいんですか？ 

文 2 

・（吉田寮食堂取り壊し)撤回させたんですか？すごい！ 

・経営協議会ってどういうところ？それとは別に運営するところあるんですか？ 

 →経営について意見を言うところ。経営協議会とはべつに教育研究内容を決めると

ころもある。法人化以降作られた機関であり、法人運営するために半数が民間の

経営者となっている。利潤や成績上げるための大学運営をしている。 

  →それは問題ですね！ 

   →だからすべての国立大の経営協議会には電力会社の幹部が居る。 

    →どうしたら良いんですかね？ 

     →法人化を撤回させなきゃいけないと思う 

      →そう思います。 

・同学会の人が問題を探して議案を作ってるんですか？ 

 →現状ほとんどの議案がそうだが、すべての学生に資料を提起する権利がある。 

文 3 
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・吉田寮取り壊しの何が私たちに不利益なのか？ 

・(国立大学法人化の)中期目標って何ですか？ 

文 5 

・(団交)凄かった。どうどう巡りやったけど。 

・要求書誰でも出せるのか 

・自転車交通整理して欲しい 

教 1 

・(要求書を)出したら良いと思う。 

・まだよくわからない 

 

【【【【１１１１】】】】    同学会執行委員会同学会執行委員会同学会執行委員会同学会執行委員会のののの結成継続結成継続結成継続結成継続にににに関関関関してしてしてして【【【【報告報告報告報告】】】】    

執行委員会より 

 ５月１０日、旧同学会執行委員会との討論を経て、京都大学当局に対し同学会の結

成継続願いを提出し、受理されましたのでここに報告いたします。 

 これをもって、同学会執行委員会は（当局との関係では）正式な組織となりました。

その結果、獲得した権能は以下のとおりです。これらすべてを全学生がしっかりと享

受できるよう、今後しっかり整備していきたいと思います。 

①①①①教室教室教室教室のののの貸貸貸貸しししし出出出出しししし    ②②②②同学会同学会同学会同学会ＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸのののの開放開放開放開放    ③③③③当局当局当局当局とのとのとのとの交渉権交渉権交渉権交渉権のののの獲得獲得獲得獲得 

    同学会は、まだまだ裸の王様というのが実情です。学生に信頼された内実ある同学

会として、再建させていきますので、今後ともよろしくお願いします。 

    

    

【【【【２２２２】】】】部落差別部落差別部落差別部落差別にににに関関関関するするするする研究会研究会研究会研究会のののの報告報告報告報告【【【【報告報告報告報告】】】】    

執行委員会より ＴＭ（農） 

 前回のクラス討論資料でも出しましたが、４月１７日、生協ショップのコメント欄

に差別書き込みがあったことが明らかになりました。 

 それを受けて、同学会執行委員会としても、研究会をやりましたので、報告します。

提起者多忙で、内容が非常に貧弱になってしまい、報告するのに憚られるのですが、

簡単に報告しておきます。 

 

（１）研究会で使ったレジュメ 

①今回、研究会をするに至った経緯 

＊自治会の基本的立場として団結破壊を許さない。前回のクラス討論資料参照。 

＊自治を破壊する、分断としての差別構造を捉え、これに対決する強固な団結を形成

しよう 

②部落差別の歴史 

＊江戸時代の身分差別  
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・そもそも、武装反乱（一揆など）の中心を担っていた、一向宗など抵抗勢力を排除・

禁圧することが出発点だった。 

＊明治以来の近代化の中での分断政策として 

・部落差別は為政者が自己の支配を正当化するにあたり、抵抗勢力を分断するために

意識的に用いられてきた。いわゆる賤業（屠殺、原発労働など）の押しつけとして。 

・それは社会構造の変化とともに位置づけは変わってきたが、社会的な構造によって

生み出された差別であるという点においては変わっていない。 

③部落解放運動の歴史 

＊全国水平社の結成（１９２２年） 

・京都の岡崎で（直ぐ近く！）、結成。大正デモクラシーの高揚の中で、ついに部落民

が決起を開始する。 

＊部落解放同盟の結成（４６年） 

・戦後解放運動は、依然続く部落差別の実態を弾劾し、公営住宅建設などを勝ち取っ

ていく過程として戦後の民主化の中で高揚していく 

④部落差別の現実 

＊狭山差別事件（６３年） 

・国家によって、部落民に殺人罪がデッチあげられた（とされる）事件。部落民の現

実として、大きな運動となり、日々谷公園の１０万人集会など、その後の解放運動

の中心となっている。 

＊就職差別、結婚差別、就学度など 

 →資料参照。（クラス討論では、資料については割愛。必要な人は申し出て下さい。）  

＊八尾西郡地区の現実 

・大阪解放運動発祥の地。天然痘発生と隔離政策への怒りから生み出された地域の診

療所が拠点となり、今も住民の強固な団結が存在する。また、行政と交渉し、自分

たちの土地・建物を供出して建てた公営住宅が立ち並ぶ。 

 →民営化の中で、これが真っ先に潰されようとしている。 

⑤現実の運動を見てみよう 

＊八尾で行われる５・２３狭山集会へ行ってみませんか。 

 

（２）討論の中で出た意見 

＊やはり実感がわかない。 

・うーん。実際行ってみては？ 

・京都駅ビルに登ってみてほしい。北側と南側でまったく違う景色になる。 

・阪神大震災のとき、火災で広範囲が燃えた場所のほとんどが被差別部落だった。自

分は兵庫県出身だが、そのとき部落問題を痛感した。 

＊どうやってなくせるの 

・それが一番の問題。でも、はっきりさせたいのは、差別というのは個人の倫理観で
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はなく、社会構造が生み出したものだということ。原発で被爆労働を押しつけて、

ぼろもうけできるような社会では、部落差別がなくなるわけがない。 

・負の連鎖をとめることこそ、行政や社会の任務だと思うのだけど。 

＊研究会自身に関して 

・準備不足でデータが少ない。 

・すべて、執行委員会に任せるのではなくて、研究会なりを別でしっかりやったほう

がいいのではないか。 

 

（３）総括 

 今回の研究会は圧倒的に準備不足でした。その点は、主催者として力不足を痛感し

ます。その上で、議論が始まり、各人に問題意識が芽生え始めた点は非常に重要かと

思います。これを形あるものにし、あらゆる差別問題に積極的に取り組んでいけたら

と思います。    

 

 

【【【【３３３３】】】】吉田寮食堂取吉田寮食堂取吉田寮食堂取吉田寮食堂取りりりり壊壊壊壊しにしにしにしに関関関関するするするする説明会説明会説明会説明会のののの報告報告報告報告【【【【総括総括総括総括】】】】 

文責：ＳＫ（工） 

 説明会から随分時間が経ってしまいましたが、重要な議題ですので提起させていた

だきます。 

１１１１．．．．経緯経緯経緯経緯 

 吉田寮自治会は 3 年にわたって吉田寮の老朽化対策・増員のための新 A 棟建設につ

いて議論を続けていた。しかしなかなか思い通りに議論が進まないことに業を煮やし

た大学当局は、今年 4 月 10 日の部局長会議で大規模 A 棟の建設のために吉田寮食堂

を取り壊すことを決定し、赤松副学長（以下、赤松）名義で吉田寮自治会に対し今後

食堂についての交渉を行わないことを通告した。また 23 日にそのことについての説明

会を行うとした。これはこれはこれはこれは吉田寮自治会吉田寮自治会吉田寮自治会吉田寮自治会とのとのとのとの合意合意合意合意をををを無視無視無視無視してしてしてして食堂食堂食堂食堂のののの取取取取りりりり壊壊壊壊しをしをしをしを暴力的暴力的暴力的暴力的にににに

強行強行強行強行するというするというするというするという自治破壊攻撃自治破壊攻撃自治破壊攻撃自治破壊攻撃であったであったであったであった。。。。吉田寮自治会は説明会に際し、この自治破壊

攻撃を絶対に許さず闘うという方針を打ち出した。 

 

２２２２．．．．進行進行進行進行 

 まず赤松が一方的に今回の「説明」を行い退場するのを防ぐために、先に自治会側

から内容についての追及・弾劾を行った。赤松は食堂取り壊しを強行する理由として、

①予算のリミットが近づいており建設を急がなければならないこと、②吉田寮の老朽

化が進んでおり寮生の安全を守るために早急に対策しなければならないこと、③寮の

収容人員不足を解消する大規模 A 棟を建設するために食堂を移さなければならないこ

と、の 3 点を挙げた。 

 これに対し吉田寮自治会はまず一方的な決定の撤回を要求し、食堂を取り壊して代



 7 

替スペース・A 棟を建設し、その後現吉田寮の建て替えを行うという当局側の計画に

対して、現吉田寮の大規模補修方針を打ち出した。（補足として、当局の計画は「現吉

田寮についてまだ議論が行われていないのに建て替えることを前提にしている」点、

「交渉開始時の計画と全く変わっておらず、これまでの議論における一致を全て無視

している」点で不当である。） 

 ①に対する反論として、a.当局側の計画が既にスケジュール的に破綻していること、

b.現吉田寮の補修なら A 棟の建設と同時並行で進められ、リミットまで余裕があるこ

と、c.そもそも予算のリミットが発生したのが、当局が「転用可能である」と嘘をつい

て学生の反対を無視して予算取りを強行したからであること、などが挙げられた。 

 ②に対する反論としては、a.現吉田寮を今すぐ補修し始めた方が遥かに早く老朽化

対策ができること、b.補修によっても充分な耐震性が保障されること、などが挙げら

れた。 

 ③に対しては、a.食堂を取り壊さずとも、現焼け跡スペースに当局の言う規模の A

棟の建設が可能であること、b.そもそも学生自治会が何十年も増寮を要求しているの

に責任をとってこなかったのは当局の方であること、などが反論として挙げられた。 

 また、食堂や現吉田寮が、歴史的・文化的・居住スペース的に非常に重要なもので

あり、安易に取り壊していいものではないということから、食堂の取り壊しの撤回が

求められた。 

 当局側は終始受け入れない姿勢を取っていたが、学生側の 10 時間にわたる粘り強い

対応によって最終的には同意し、①食堂の取り壊し強行の撤回、②今後の団体交渉の

継続、③学生側との合意なしにあらゆる決定を行わないこと、④警察権力などを用い

た吉田寮食堂の強制的な取り壊しは行わないこと、の 4 点を赤松に対し文書として確

約させた。 

 

３３３３．．．．総括総括総括総括 

・・・・学生学生学生学生のののの団結力団結力団結力団結力でででで大学当局大学当局大学当局大学当局のののの強硬路線強硬路線強硬路線強硬路線をををを撤回撤回撤回撤回させたさせたさせたさせた！！！！ 

 当日は約 200 人の学生が集まり、全体で一致して当局を徹底弾劾した。その結果と

して当局当局当局当局のののの寮食堂寮食堂寮食堂寮食堂のののの取取取取りりりり壊壊壊壊しししし強行強行強行強行・・・・団体交渉団体交渉団体交渉団体交渉のののの打打打打ちちちち切切切切りというりというりというりという自治破壊攻撃自治破壊攻撃自治破壊攻撃自治破壊攻撃をはねのをはねのをはねのをはねの

けけけけ、、、、交渉交渉交渉交渉のののの継続継続継続継続をををを確約確約確約確約させたさせたさせたさせた。。。。これは吉田寮自治会が取り壊し強行に絶対反対の方針

を打ち出し、そこで一致して当局を弾劾した学生の団結の勝利である。学生が団結す

れば当局の決定を覆せるのである。 

 

・・・・大学大学大学大学のののの中中中中でででで責任責任責任責任をををを取取取取ってきたのはってきたのはってきたのはってきたのは常常常常にににに学生学生学生学生のののの側側側側であることをであることをであることをであることを明明明明らかにしたらかにしたらかにしたらかにした 

 何十年も増寮の必要性を言ってきたのも、予算取りに反対したのも、大学法人化（こ

れによってリミット付きの予算取りや現在の総長主体の組織体制が生まれた）に反対

したのも全て学生が行ってきたことである（法人化は良くなかったと当局自身が漏ら

している）。大学当局はそれらに責任をとってこなかったツケを学生に押しつけようと
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しているだけである。やはりやはりやはりやはり学生自治会学生自治会学生自治会学生自治会をもってをもってをもってをもって学生達学生達学生達学生達がががが自分自分自分自分たちでたちでたちでたちで大学全体大学全体大学全体大学全体にににに責任責任責任責任

をををを取取取取っていかなければならないっていかなければならないっていかなければならないっていかなければならない。。。。 

 

・・・・真真真真にににに決定権決定権決定権決定権をををを持持持持つのはつのはつのはつのは赤松副学長赤松副学長赤松副学長赤松副学長ではなくではなくではなくではなく松本総長松本総長松本総長松本総長であるであるであるである 

 最後の方で間桐理事補が「この確約を結ぶと交渉が進んでいないとみなされ、赤松

副学長がクビにされるかもしれない」という旨の発言をした。これは赤松が役員会等

で決められた計画を押し通すためだけの存在であること、つまり赤松赤松赤松赤松にににに交渉相手交渉相手交渉相手交渉相手としとしとしとし

てのてのてのての責任能力責任能力責任能力責任能力・・・・決定権決定権決定権決定権がないことをがないことをがないことをがないことを表表表表しているしているしているしている（本来赤松は総長の代理、学生に対す

る総責任者として登場しているはずである）。これは最早大学当局の法人化以降の組織

体制の問題であり、吉田寮自治会だけではない京都大学の全学生の問題である。このこのこのこの

問題問題問題問題のののの根本的根本的根本的根本的なななな解決解決解決解決のためにのためにのためにのために、、、、最高責任者最高責任者最高責任者最高責任者であるであるであるである松本総長松本総長松本総長松本総長をををを団体交渉団体交渉団体交渉団体交渉のののの場場場場にににに引引引引きずりきずりきずりきずり

だそうだそうだそうだそう。。。。 

 

 

【【【【４４４４】】】】２０１２２０１２２０１２２０１２年度年度年度年度    同学会執行委員会正副委員長選挙同学会執行委員会正副委員長選挙同学会執行委員会正副委員長選挙同学会執行委員会正副委員長選挙    選挙告示選挙告示選挙告示選挙告示【【【【告示告示告示告示】】】】  

選挙管理委員より HN（文）、TK（工） 

（１）選挙管理委員会の発足 

 ５月１０日の執行部会議で選挙管理委員会（選管）を発足させました。今後、同学

会正副委員長選挙の運営を担っていきます。 

 

（２）立候補者の告示 

 ５月１０日の執行部会議で立候補の受付を行いました。立候補は以下の一組です。 

 

 

 

 なお、立候補が一組だったため、今回の選挙はこの立候補団を信任するかしないか

を決める信任投票となります。 

 

（３）選管スタッフ募集 

 選挙に向けて、選挙運営を担う選管スタッフを募集します。選挙結果に全学の意思

をできるだけ反映させるため、２万３千人の有権者（京大生総数）から可能な限り多

くの票を集める必要があります。そのためにスタッフも多ければ多いほどよいと考え

ています。選挙を成功させたい意志を持つ人なら誰でもスタッフになることができる

ので、興味のある人はぜひスタッフになってください。一緒に選挙を成功させましょ

う。 

委員長候補：冨山小太郎（農） 

副委員長候補：平田郁生（理）、大森靖之（薬）、作部羊平（工） 
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 選管スタッフになってください。 
選管の仕事は、主に①選挙の周知（ビラ撒き、ポスター貼り）、②立会演説会の開催・

運営、③投票呼びかけ、④開票作業です。「全部は無理でも少しなら手伝える」という

人も大歓迎です。興味のある人は選管アドレス（dougakukai.senkan@gmail.com）ま

で連絡ください。 

また、第一回選管スタッフ説明会を５月１８日（金）１８時３０分から文学部新館

第一講義室にて行いますので集まってください。（説明会に出られなくてもスタッフに

なることはできます。） 

 

（４）投票の呼びかけ 

 全学に選挙への投票行動を呼びかけます。 

学籍のある京大生は投票期間内に必ず投票してください。 

 選挙期間中、吉田南総合館北棟付近に選管本部を設置し、投票を随時受け付ける予

定です。また、各クラスにも直接投票を呼びかけに行きますので、その場で投票して

ください。 

 

（５）選挙日程 

（５月１０日（木） 立候補締切） 

５月１８日（金） スタッフ説明会（18：30～、文学部新館第一講義室） 

５月２４日（木） 立会演説会（18：30～、場所未定） 

５月２５日（金） 投票開始（同日の執行部会議終了次第～） 

６月 ８日（金） 投票締切（～19：00）、開票、結果告示 

    

    

【【【【５５５５】】】】同学会執行委員会正副委員長選挙同学会執行委員会正副委員長選挙同学会執行委員会正副委員長選挙同学会執行委員会正副委員長選挙    立候補声明立候補声明立候補声明立候補声明【【【【周知周知周知周知・・・・議論議論議論議論】】】】 

執行委員会より 

 執行委員会（暫定執行部会議）にて選挙を行うことを決定し、前回の会議以降告示

をしたところ、一組の統一候補が立候補されました。 

 

 

ここに報告するとともに、立候補者が提出した立候補声明を配布します。投票の参

考にして下さい。 

尚、この立候補声明については、執行委員会の掲示板を始め、様々なところで配布

していきますので、投票期間が始まるまでにしっかり入手しておいて下さい。 

委員長候補：冨山小太郎（農） 

副委員長候補：平田郁生（理）、大森靖之（薬）、作部羊平（工） 
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【【【【６６６６】】】】同学会掲示板同学会掲示板同学会掲示板同学会掲示板のののの設置設置設置設置【【【【周知周知周知周知】】】】 

同学会執行委員会より 

 自治活動の円滑な運営のために、吉田南キャンパス構内の共北吹抜け下に、同学会

掲示板を設置しました。資料等を随時掲示しますので、活用してください。 

 現在執行委員会で情報の正確な拡散のために、掲示板の設置やＨＰの活用など様々

考えております。ゆくゆくは、クラシスもしっかり活用したいと思います。 

 

 

【【【【７７７７】】】】    原発利権原発利権原発利権原発利権とととと大学大学大学大学とのとのとのとの関係関係関係関係にににに関関関関するするするする問題問題問題問題【【【【議論議論議論議論】】】】 

文責：ＯＭ（薬） 

（０）前回の議論から 

前回の議論では３つのことが争点になりました。 

①藤洋作氏についてもう少し詳しく知りたい。 

「天下りでもいい人がいるのではないか」「人的つながり作れるくらいの実力を持って

いる人だからいいのでは」 

「責任取ったのでいい人かもしれない。大学経営の能力があると総長が判断したなら

総長自身に説明は求めたらいいと思う」 

「藤洋作氏に関して大学側から詳しい意見が出ていない。よくわからない」 

②経営協議会の役割についてもう少し詳しく知りたい。 

「経営協議会って何？」「この機関を変えるためにはどうしたらいいの?」 

③クラスが意思決定できるしくみを 

「原発マネーの情報公開はいいことだ」 

「議論に参加していない人が多くいるがこの状況で総意として要求書を出すことはで

きるのか」  

 

（１）提起内容 

 それを受けての回答として、改めて提起します。 

①藤洋作氏について 

藤洋作氏は京大出身の関電元社長で、０４年の美浜原発事故当時、操業日数を確保

するための経営の合理化で配管の交換を先延ばしにしていた人。そのために配管の亀

裂から蒸気が噴出し、11 人の労働者が死傷した。自分の会社の労働者の命よりも、原

発稼働による会社の利潤を追求した人。さらに当時そのことを自身で認めて引責辞任

した人である。今は関西電力の相談役をしているのだが、原発再稼働を強行しようと

している八木現社長に対して忠告している気配はない。やはりこの人が京大生の利害

のために動いてくれるかどうかははなはだ疑問である。 
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②経営協議会とは 

経営協議会とは法人化以降京大に存在する機関だ。 

組織構成としては（１）総長(２)総長が指名する理事(3)国立大学法人京都大学の職

員のうちから総長が指名するもの(4)法人の役員又は職員以外の者のうちから総長が任

命するものである。 

藤洋作氏は（４）に該当し、法人運営するために彼も含めた民間の経営者が全体の

約半数を占める。経営協議会は、総長が招集する。経営協議会は、委員の半数以上が

出席しなければ、開会することができない。 

協議内容は、法人の経営に関する中期計画及び年度計画に係る事項である。経営協

議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。経営協議

会（現在 26 人で構成）の運営責任の所在は全面的に総長にある。 

＊国立大学の法人化に関して 

大学の経営に労働者の命よりも企業利益を優先する民間経営者が入ってきているの

は法人化の影響です。経営協議会に藤洋作氏を招くという松本総長の決定を撤回させ

ることが、このような現実を変革する第一歩だと思います。 

 

③京大全体で意思決定できる仕組みを 

松本総長に対して要求書を提出することを考えたときに、学生の総意として要求書

を出すためには決議を上げることが必要です。要求書の内容に対して賛成・反対・保

留の採決を取ります。 

そのためには出された議案を多くの学生が決定していく仕組みが必要になってきま

す。 

例えばクラシスを使うことも検討しますし、全学投票を呼びかけることも今後考え

ていきたいと思います。 

すべては議論の進み具合に応じて柔軟に決定していくつもりです。 

この要求書を多くの学生同士が議論した末に出すことは、法人化の目玉であった大

学自治破壊に対して反撃する第一歩だと思います。 

 

（２）要求書の検討 

 ここまでの議論を受けて、前回提起しました要求書を少し変更しました。変更部分

は下線部です。再度検討お願いします。 

 

要求書 

京都大学松本紘総長 

全学自治会同学会 

① 松本総長は藤洋作氏を経営協議会の委員に任命した経緯を全学生に対して説明せ

よ！説明がなされないのであれば藤洋作氏は直ちに経営協議会を抜けよ！ 
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② ３３億円の原子力マネーはただちに用途を明らかにせよ。 

 

① 経営協議会は京大の中期目標を決める権限があり、重要な協議会である。藤洋作氏

は現在 26 人いる経営協議会委員の一人だ。この機関に 2004 年 8 月 9 日の美浜原

発事故（28 年間修理されていない配管の破断により、高温ガスが噴出し、5 人死亡、

6 人負傷の大事故）の責任者として「引責辞任」した藤洋作氏が委員として所属し

ていることは望ましくない。理由を明確にしない限り、即刻辞任させよ。また経営

協議会の運営を担っている責任者は松本総長である。松本総長の責任で答弁を願う。 

 

② 東京大や京都大など 11 国立大学の原子力関連研究に対し、06～10 年度、国や原子

力関連企業などから少なくとも 104 億 8764 万円の資金が提供されたことが、１月

22 日付けの毎日新聞の集計で分かっている。大学別で見ると、京都大 33 億 640 万

円、東京大 25 億 5895 万円、東京工業大 16 億 7481 万円の順で京都大がダントツで

ある。また記事によると、原発の危険性に警鐘を鳴らし続けてきた京都大の小出裕

章、今中哲二の両助教には、「原子力マネー」の提供はないと述べられているが、

この流入量の巨大さから見るに、その他の原子力研究者のほとんどが、資金提供を

受けていることは容易に想像できる。京都大学はその内実を全面的に調査し、全て

の情報を明らかにせよ。また資金を受け取った人の研究内容・ポストについても追

跡調査を実施し、情報公開をせよ。 

    

    

【【【【８８８８】】】】今後今後今後今後のののの日程日程日程日程 

＊選挙日程 

５月１８日 選管スタッフ説明会（18：30～、文学部新館第一講義室） 

５月２４日 立会演説会（18：30～、場所未定） 

５月２５日 投票開始（同日の執行部会議終了次第～） 

６月 ８日 投票締切（～19：00）、開票、結果告示 

＊全体 

 ５月２５日 同学会執行委員会 

 ６月 ８日 同学会執行委員会 

 

 

以上 


