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【【【【７７７７】】】】今後今後今後今後のののの日程日程日程日程    

    

【【【【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 

・いつから原発反対なんですか？ 

 →同学会には、80 年代に原発反対闘争を先進的にやってきた歴史がある。しかし、

それの継続としてやっているわけではなく、クラス討論での議論を重視している。

歴史的にも原発問題についてこんなに真剣に討論しているのは初めてではないか。 

理 1、2 

・部落のことは知っていた 

・引責辞任は責任の取り方としては中途半端だ。 

理 2 

・藤について良く判らない 

・外国人なので(内容が)難しい。 

理 4 

・僕この要求書承認しません。タオルを肩からかけている態度が気に食いません。 

→要求書の内容はどう？ 

→（興味ないんで）いいです 

農 1 

・どういう形で選挙やるのか？ 

・(藤洋作は)天下りですか？ 

農 1、2 

・(要求書を出しても)いいと思います 

→一緒に出しにいかない？ 

→それはお任せします(笑) 

→出すときは、また知らせると思うので一緒に行こう。当局の対応が直接わ
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かるし、当局に対して発言もできるし。 

農 2 

・(要求書出しても)いいっすよ 

農 4 

・委員長が決まっていないのに、要求書出せるのか？ 

 →クラス討論と、誰でも参加できる執行部会議で議論作ってきた。その上で、選挙

で信を問うて、その後に要求書を出すことになると思う。 

  →わかりました 

     →要求書の内容はどう思う？ 

    →いいと思います 

・別に藤が経営協議会でもいいのではないか？ 

 →利潤追求で事故起こして引責辞任した人が経営協議会にいるのはいかがなものか。 

  →それでも別にいいと思う 

   →松本総長に説明させるというところでは一致できない？ 

    →それなら、まぁわかりました 

工 19 

・藤については釈然としないので要求書は出したら良い 

法 4 

・僕は原発推進でも反対でもないので 

法 6 

・何で学ランなんですか？ 

 →中学のときから学ランなんですよ 

法 7 

・要求書はですます調にした方が良いのでは？ 

法 10 

・京大では死人は出ないので、関電経営と大学経営は違う。 

・資料が少なくて判断しきらん 

→出来る限りは出してきたつもり。分からなければ、自分でも調べて欲しい 

→そこまではしない 

・藤洋作は人道的問題が有ると思う 

経 1 

・まとまらないです 

経 3 

・追い出すのが目的なのではなく説明させるのが目的なのですか？ 

 →とりあえずはそこまでです。 

・藤って誰ですか？ 

・要求書良いと思います 
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・英語の授業はもういいです。90分間全部クラス討論したいです。 

・何で学生服なんですか？ 

→学生だからです。 

経 5 

・要求書出したらいいと思います 

総 1 

・選挙に対立候補は居なかったんですか？ 

・33億円について説明させるべき 

・もうちょっと倫理的なこと言った方がいい 

・選挙については規定を明確にした方がいい 

・藤洋作について要求書項目①の追放については項目を分けた方が良いのではない

か？ 

総 2 

・京大以外でも電力会社の幹部が経営協議会に来ているのか？ 

 →そもそも経営協議会とはというところで回答 

  →説明させることはいいと思います 

総 3 

・今はまとまった意見はないです 

文 2 

・興味ないです 

 →なら、僕はがんばりたいんですけど、がんばって良いですか？ 

  →いいですよ。がんばることはいいことです 

・立候補している人たちは顔を見せないのか 

・選管には成りませんけど頑張って下さい 

文 4 

・選挙がよくわからない 

文 6 

・難しい。要求書を出す背景がわからない。 

・出したら良いんじゃないですか 

 

 

【【【【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②②②②【【【【報告報告報告報告・・・・議論議論議論議論】】】】    

運営会議より 

（１）はじめに 

 前回のクラス討論資料で、５月１０日に同学会の結成継続願いを提出した旨報告し

ましたが、その後、役員名簿に唯一名前を記載した農学部のＳ君が蒸発する事態にな

っており、大学当局と対応を交渉中です。 
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 現在、大学当局は、役員名簿に唯一名前を記載していたＳ君が蒸発したことをもっ

て、同学会の保持する諸権利の全てを停止しようとしています。同学会運営会議とし

ては、全学自治会の諸権利が、学生一個人に帰属するような事態は、絶対に認めるこ

とが出来ないという立場で、Ｓ君の捜索に全力を尽くすとともに、同学会が保有する

全ての諸権利を復活させるよう、大学当局と交渉を継続していくつもりです。 

 大学当局と議論になっている点について、以下まとめておきます。 

＊前提的に 

サークル結成願いには役員名簿と構成員名簿の二つが存在する。しかし、同学会は

全学生の自治会として、その構成員が権利を平等に享受することが確認されている（同

学会規約第四条）。従って同学会において、役員名簿と構成員名簿に本質的差はない。 

今回の結成願い提出にあたっても、役員名簿とは形式的なものでしかなく、何の権

限も無いことを確認した上で、Ｓ君の名前を記載したに過ぎない。 

 

（２）論点整理 

議題：同学会の保有する全ての諸権利の停止解除を求める。 

 当局の主張： 

役員名簿にあるＳ君を出してくれないと交渉は出来ない。 

 学生の反論： 

①役員とは形式的なものでしかなく、Ｓ君としか交渉できないのはおかしい 

②一般論として、役員がいなくなったときの対応があるのは当たり前である 

前提：学生、当局双方がＳ君の安否を確認したが不明であった 

   組織において、責任者が不在の時の対応が存在するのは当たり前  

当局の反駁： 

①については、「慣例として役員名簿の人間としか交渉していない。」 

②については、「一般論の話はしていない。」 

 学生の再反論： 

ａ）２万３千人が交渉相手なら、窓口として大変であるというのが慣例      

の具体的中身なはずで、その点で言うならば既に十数名が実名で名簿を提

出しているのだからクリアされているではないか。（①に対して） 

ｂ）そもそも役員以外と交渉するのは当然であるし、これまでも当局はそうし

てきたではないか。事実として、５月１０日の結成以降も、Ｓ君でなくて

も教室使用許可は下りていたではないか。（①に対して） 

ｃ）一般論で無いとするなら、同学会の特殊性をまず明らかにすべき。（②に対

して） 

ｄ）その上で、既に数千枚のビラと立て看板で周知を徹底した執行委員会にお

いて、代表不在の時の対応を議論し決定した方針として、我々は行動して

いる。（②に対して） 
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＊現在の交渉の進展はここまで。 

（３）今後の方針 

 現在のところは当局と継続議論をしている最中です。今後の進展次第では、抗議文

の提出や警察への捜索願の提出などの対応をとらざるを得ないかもしれません。ビラ

等で周知しますので、注視してください。    

    

    

【【【【２２２２】】】】同学会規約同学会規約同学会規約同学会規約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（暫定）より 

 ５月１０日のサークル結成願い提出を前後して、同学会をこれまで担っていたとす

る学生から、同学会の規約を入手したので公開いたします。すこし長いので、クラス

で配布することはせず、ＨＰ上で公開したいと思います。お手数ですが、どうぞそち

らをご覧下さい。 

 規約の発見に伴い、より厳格な同学会運営が可能となりましたので、これまで漫然

と使用してきた会議名や役職名を改めたいと思います。具体的には、①これまで開催

してきた執行委員会を運営会議と改める、②執行委員長に（暫定）を付け、正式に代

議員会で承認を受けたるまでの暫定的な措置であることを明確化する。③直接選挙で

選ばれた正副委員長を執行委員会（暫定）とし、これも正式に代議員会で承認を受け

るまでの暫定措置であることを明確化する、ということで対応したいと思います。 

 尚、この間の同学会の運営が、規約に則ってないとの指摘が出ています。そもそも

規約に則って同学会が運営された形跡が、過去２０年間以上にわたって、全く認めら

れない現状で、いかにして実体ある自治会として運営を復活させるのかは、現在同学

会が直面している最大の課題です。 

運営会議ではどのようにすれば、実体をもった同学会運営が出来るのか悩みながら、

現在の運営形態をとっています。よりよい方法があるのであれば、ご指摘いただけた

らと思います。全ての意見を歓迎します。 

 

 

【【【【３３３３】】】】７７７７・・・・２０２０２０２０代議員会代議員会代議員会代議員会のののの開催開催開催開催【【【【周知周知周知周知】】】】 

運営会議より 

（１）代議員会開催の主旨 

 １２年度の執行委員長選挙も終わり、いよいよ同学会が本格的に始動し始めました。

同学会をいかにして、全学生の思いを力に変える組織として甦らせていくのか。執行

委員会（暫定）も日夜悩んでおります。 

 同学会を実体ある組織として、運営、発展して行くためにも、方針を具体的に議決

していく議決機関の設置が不可欠です。その観点から、執行委員会（暫定）として、

もう何年も開催されてこなかった、代議員会を復活させることを決意しました。代議
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員会とは同学会規約第十七条にもあるとおり「本会常設の最高決議機関」です。 

 第一回目第一回目第一回目第一回目のののの代議員会代議員会代議員会代議員会をををを７７７７月月月月２０２０２０２０日日日日にににに開催開催開催開催しますしますしますします。それに向けて、代議員の募集等、

組織整備を行っていきたいと思いますので、多くの学生の協力を呼びかけます。    

 

（２）代議員会の運営方法 

 代議員の選出は、同学会規約によれば「全学から会員三十名につき一名の割合で（第

三十三条）」選出されることになっていますが、その選挙細則に関しては「別に定める

（第三十六条）」として、具体的なことは分からない状況です。因みに、会員３０人に

１人とは京大生は約２万３千人ですから、８００人近い代議員を集めると言うことに

なります。さらに、規約によれば、定足数は定められておらず、「３分の１以上の欠員

が生じた場合に随時補欠選挙を行う（第三十五条）」と書いてあるのみです。 

 京大新聞などで過去の報道を見てみると、最大でも１００人弱くらいの代議員で代

議員会を成立させているので、代議員を随時募集し続けることで、その正当性を保っ

ていたものと思われます。 

 以上をふまえた上で、６月２２日の運営会議で以下のような方針で、代議員を募集

し代議員会を開催することを決定しましたので報告します。 

 

＜代議員の任務＞ 

① 代議員の任務は代議員会の出席だけです。ですが、討論に参加してもらうために、

一週間前に代議員会資料を配布しますので、事前に塾読しておいてもらいます 

② 欠席の場合は欠席理由書の提出が義務になります。欠席理由書が提出されずに無断

欠席を続けた場合、代議員資格は失います（代議員会は原則、代議員しか出席でき

ません） 

③ 任期は半年とし、再選は認めます。 

 

＜代議員の選出＞ 

① 代議員の選出は代議員会前までの運営会議で行います。運営会議で全会一致の否認

決議が挙がらない限り、代議員は選出されます。 

② 立候補は運営会議で受け付けますので、運営会議に来てください。運営会議に参加

できない場合は、所定の連絡先に名前、学籍番号、連絡先を送って下さい。個別で

対応いたします。 

 

＜代議員会の頻度＞ 

① 任期中に最低２回（３ヶ月に一度）召集します。日程は一ヶ月前までに周知します。

召集条件については規約に準じたいと思います。 

② 今期ということでは、力量的にも３ヶ月に一度が限度かと思います。 
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＊先週クラス討論では、候補者の周知方法に関して、ビラや HP で可能な限り周知す

るとしていましたが、２２日の運営会議での議論経て、同学会員のみに公表するとい

う形に変更しました。これは、大学当局からの弾圧（過去に実際ありました）の防止、

個人情報保護、候補者の精神的負担の軽減などの観点からです。したがって、候補者

名簿の閲覧希望者は、運営会議に来るか、執行委員（暫定）に直接声をかけてくださ

い。お手数ですが、宜しくお願いします。 

 

 

【【【【４４４４】】】】７７７７・・・・６６６６学生集会学生集会学生集会学生集会のののの開催開催開催開催【【【【周知周知周知周知】】】】 

執行委員会（暫定） 

 この度の選挙戦をやり抜くにあたって、賛同・批判、様々な意見が出されました。

これらの思いは、同学会をよりよいものにする可能性を秘めたものでありながら、未

だ一つにまとまる場所もなく、雲散霧消してしまっています。 

 執行委員会（暫定）としては、これらの思いに応えるべく、７７７７月月月月６６６６日日日日にににに学生集会学生集会学生集会学生集会とととと

いういういういう形形形形でででで、、、、京大生京大生京大生京大生というというというという枠組枠組枠組枠組みをもみをもみをもみをも超超超超えたえたえたえた広範広範広範広範なななな大学人大学人大学人大学人とととと、、、、同学会同学会同学会同学会をををを巡巡巡巡ってってってって討論討論討論討論するするするする

場場場場をををを持持持持ちたいちたいちたいちたいと思います。 

 よびかけ文が出来ましたので転載します。 

 

７７７７・・・・６６６６京都大学学生集会京都大学学生集会京都大学学生集会京都大学学生集会へのよびかけへのよびかけへのよびかけへのよびかけ    

京都大学全学自治会同学会  

執行委員会（暫定） 

 大学はこのままでいいのか！？ 

 2011 年、学生の自殺者数は、はじめて 1000 人を超えました。年間 1000 人を超す若

い学生達が自ら死を選んでいるというのです。2011 年度の就職率、内定率は、ともに

最低を記録。授業料は相変わらず、過去最高の 54 万円（私立だと平均 90 万円近く！）

のままです。 

 一体、大学はどうなってしまうのでしょう。学生自身がこの現実を主体的に考え、

変革する力を持とう。そんな思いの第一歩として、私たちは、7 月 6 日、京都大学で学

生集会を開催することにしました。 

 

 大学を取り巻く情勢は、大きく変質しています。それは、徹底的に市場原理を適用

して、大学運営で金儲けをしていくあり方への転換です。 

 2004 年の国立大学法人化はこの流れをより加速させました。運営費交付金の徹底し

た削減の結果（法人化以降国立大学全体で 1000 億円近く削減されています）、大学は

企業からの寄付金や寄附講座に頼らざるをえなくなり、自由な学問を追求する研究は

非常に困難になってしまいました。 

 私たちの通う京都大学においては、法人化以降の75億円の交付金削減を埋めたのは、



 8 

5 年間で 33 億円にも上る原発マネーでした。昨年 3 月 11 日の東日本大震災以降、権威

ある大学の様々な研究者が原発擁護の発言を繰り返していましたが、それには利害関

係に基づいた理由がちゃんとあるのです。 

 他方で、学生生活はもはや悲惨と言わざるをえません。高額な学費の中で、学生の

既に 3 分の１が奨学金を受けざるを得ず、それが新たな市場となって企業が群がって

います。学資ローンの市場規模は、この 15 年で 12 倍（その規模 8000 億円強！）にも

なりました。利子がかさむ学資ローンを、「二人に一人が非正規職」といわれる情勢の

中で返済できるわけも無く、滞納者は既に 30 万人を超えています。しかも、そこまで

して払った学費を、大学当局は投資につぎ込んで、マネーゲームをしているのですか

ら、笑い事ではありません。 

 

 しかし、忘れてはならないのは、これらの現実は偶然生み出されたものではなく、

新自由主義という政策の中で強制されたものだということです。 

 日本の教育予算は OECD 加盟国中の最低水準。大学教育においては、加盟国平均と比

較して半分にも足りません。これは額にすれば 2 兆 5 千億円の不足であり、これは日

本の国公私立全ての大学の学費を無償にすることが出来る規模です。 

 ドイツの学生達が昨年学費の無償化を求めて何万人とデモに立ち上がり、今年度か

らもう一度無償化を勝ち取っていますが、世界の常識から言えば、なんら不思議なこ

とではありません。日本が異常なのです。 

 

 学費の高騰、奨学金ローンの拡大、就職難、自殺…。この目を背けたくなるような

現実の中で、私たち学生とって何よりも悲惨な現状とは、この現実に声を上げる力が

徹底的に奪われてきたことです。新自由主義政策の中で、学生自治会はとことん解体、

形骸化あるいは非公認化され、法人化以降は、役員会や経営協議会が大学運営を牛耳

り、教授会すらまともに口を挟むことは出来なくなりました。行き詰った現状に対し

て、それを変えていく契機そのものが奪われている。この閉塞感こそが、自殺者が 1000

人を超える大学の現実を生み出しているのではないでしょうか。 

 大学の主人公は学生です。学生が層として声を上げた時に、大学を変革することは

必ず出来る。それは様々な大学の自治会の歴史が証明していると思います。例えば、

法政大学においては国立大学より安い学費を維持していましたし、京都大学では自治

会が学生寮を建ててきました。東京大学では入学試験を中止させ、逆に沖縄大学では

認可のおりない大学で自主的な入学試験を貫徹したこともありました。 

 この学生自治の歴史と力を、今こそ甦らせたい。これが、私たちの一番の思いです。 

 

 私たちは、この閉塞感をなんとか打ち破るために、学生自治会（全学自治会同学会）

を実態あるものとして復権させようと奮闘しています。今年度は、多くの学生とクラ

スで討論し、直接選挙を通じて暫定的な執行部も打ち立てました。選挙で投じられた
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3042 人の投票と 2149 人の信任は、京大生総数から言えばまだまだ多いとはいえません

が、60年代、70年代と比較しても遜色ない規模にはなっただろうと自負しております。 

 選挙過程では多くの学生が、大学のことを主体的に考え、意見をぶつけてくれまし

た。「大学の授業がつまらない。」「授業料が高すぎて大学を辞めなくてはならないかも

しれない。」「出席で単位を取るだけなんて、中学・高校となにも変わらない。」 

 次のステップは、この思いを大学を揺さぶる具体的な力に転化していくことです。

とりわけ、全ての責任者である総長と堂々と交渉することだろうと思います。 

 具体的な行動もはじめました。関西電力の元社長で、04 年の美浜原発事故（現場作

業員の 5 人が死亡し、6 人が重軽傷をおった大事故）で引責辞任したはずの藤洋作氏が、

どうして京都大学の経営協議会委員に就いているのか。現在、その説明を、任命者で

ある松本総長に求めています。こうした行動を通して、総長や経営協議会に対しても、

学生の意志を貫く自治会として、同学会を建設していきたいと考えているのです。 

 

 そして、その為の最大の武器は、学生の団結です。一人一人では弱い立場の学生も、

団結して行動した時に、ものすごい力を発揮することが出来る。学生なしには大学は

成り立たないからです。だからこそ、学生の繋がりをどんどん拡大したいと思ってい

ます。一人よりクラスでまとまって動いたら力になるでしょうし、クラスから学部、

大学、全国大学へと広げていけば、その力は無限大になっていくことでしょう。 

 繋がりをつくるために一番大事なのは、学生同士が問題意識をぶつけ合って、討論

を開始することでしょう。私たちは、そのような場として、7 月 6 日、学生集会を開催

します。もちろん、私たちの方針に批判的な意見も大歓迎です。その思いこそが、積

極的な討論とよりよい自治会をつくるのです。 

学生集会では、学籍、年齢、大学関係なく、同学会に意見のある全ての人を歓迎し

ます。 是非集会に来てください！ そして、討論を開始しましょう！  

多くの人のご参加をお待ちしています。 

 

● 7 月 6 日（金） １８：３０～ 

● 主催：７・６学生集会実行委員会 

● 連絡先：dougakukai.kyoto@gmail.com 

以上 

 

 

【【【【５５５５】】】】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】】】】 

 運営会議より 文責：ＯＭ（薬） 

（０）前回の議論から 

１回目のクラス討論で問題になっていた２つの事柄が概ね解決しました。 

それは以下の２つについてです。 
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① 藤洋作氏についてもう少し詳しく知りたい。 

② 経営協議会の役割についてもう少し詳しく知りたい。 

この二つに関しては前回詳しく説明しました。わからない方は２回目のクラス討論

資料を参照してください。 

 

（１）提起内容 

運営会議でもクラス討論でも異論は出ませんでしたので、実際に大学側に「経営協

議会への藤洋作氏起用の経緯、京大に流入した原子力関連マネーの内訳」に関して情

報請求する要求書を提出したいと思います。 

6666 月月月月 22222222 日日日日にににに学務部提出学務部提出学務部提出学務部提出しししし、、、、回答期限回答期限回答期限回答期限をををを 7777 月月月月 6666 日日日日までとしたいとまでとしたいとまでとしたいとまでとしたいと思思思思いますいますいますいます。。。。    

そして 7月 6日の回答期限には、昼休みに松本総長の回答を聞きにいきましょう。 

 

（２）要求書の確認 

改めて、要求書の文面は以下の通りです。確認してください。 

――――――――――――――――――――――― 

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！ 

② 松本総長は京大に流入したと言われている、３３億円の原子力マネーの使い道を明

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」した藤洋作氏が現在、理由を不明

確にしたまま委員として所属していることは望ましくない。また、経営協議会の運

営責任者は松本総長である。松本総長の責任でこの件に関する答弁を願う。 

 

① 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
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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。 

この要求書の回答期限は 7月 6日（金）とする。 

――――――――――――――――――――――― 

（３）同学会の意思決定の方法に関して 

今回は第１回、第 2回クラス討論での議論内容を運営会議で総括して、選挙の結果

なども鑑みて、要求書を提出しても不合理はないと判断し、提出行動の具体的な日取

りも決めました。 

しかし、同学会の意志決定プロセスとしてはまだまだ課題もあると思います。 

前回も提起しましたが、よりクラスの意思を反映できる議決方法は議論の進み具合

によって柔軟に変化していくものだと思います。まずはぜひ多くの人に議論に参加し

てもらいたい。問題意識がある人は運営会議にもどんどん来て欲しいです。 

みんなと真剣に議論をつくって、ゆくゆくはクラスから代議員を選出して代議員大

会が開催できるように執行委員会（暫定）共々がんばります。 

今後とも協力よろしくお願いします。    

    

    

【【【【６６６６】】】】同学会同学会同学会同学会ＨＰＨＰＨＰＨＰのののの設置設置設置設置【【【【周知周知周知周知】】】】 

運営会議より 

 この度、情報の共有化を図るため、同学会のＨＰ（http://dougakukai.web.fc2.com/）を

設置しました。これまでのクラス討論の議案が自由に閲覧できるようになる他、自主

ゼミ共有化、過去問の共有化、教室貸し出しのフォーマットなど、同学会の公式情報

発信ツールとして、整備していきたいと思いますので、どうぞ積極的に参照してくだ

さい。もちろん目安箱（dougakukai.kyoto@gmail.com）も健在です。ご意見下さい。 

    

    

【【【【７７７７】】】】今後今後今後今後のののの日程日程日程日程 

６月２９日 運営会議 

 ７月 ６日 学生集会 

   ２０日 代議員会 

以上 


