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第第第第４４４４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 
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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    

＊矢印は討論の発展を示します。 

理 4 

・（選挙結果について）2万票の無言の不信任があるのではないか 

理 5、6 

・『大学が原発推進にさせられている』と言うが、大学は物であってそこに意思は有る

のか？ 

医 3 

・要求書を提出したのに受け取らないのはよくない 

農 2 

・勝手にやったらいいんじゃない？ 

農 4 

・単語テスト多過ぎる気もする 

・ＮＦ全学実ってなんですか 

 →ＮＦを実務的に運営するのはＮＦ事務局だが、京大の一大イベントなので全学実

を経て、全学生の自主的な祭りとして承認を受けている。京大自治のすばらしい伝

統のひとつ。 

工 12 

・クラス討論はどれぐらいの規模でやってるんですか？ 

 →クラスに入る人にはムラがあるが、運営会議は全部で２０人くらいかなぁ。 

工 16 

・OECDの加盟国はどれ位なんですか？ 

工 19 
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・各学部自治会から声明が出ているが、どうなのか。 

→話をしようと、こっちが言っているのが今の現状。何かあればまた報告する。 

工 18 

・代議員は 800人って上限を設けるのではなく、何人でも集まれる場を作るべき。 

・同学会に批判的な人はなんと言っているのですか？ 

 →おもに規約違反といわれることが多い。 

経 1 

・選挙した後どうするのか。 

経 3 

・経済学部同好会から声明が出ていますよね。全学連とどう違うんですか？ ３千票

は少ない気がする。代議員選出よりも正副委員長を先行させるのは良くないのではな

いか？ 

・同学会じゃないと総長と話せないのか？経済学部同好会では総長と交渉できないの

か？ 

 →もちろん可能性がないわけではないのかもしれないが、これまで同学会以外で総

長団交をやれると言う話は聞いたことがないし、昨年挑戦もしたができなかった。 

経 6 

・自治会が必要なのはそうだが、今の自治会は自分たちにそぐわない。突拍子もない

ことを言っている感じで、自分たちの代表と感じない。使っている言葉が過激。自分

は脱原発でもない。選挙も無理やり投票させられた感じがしたのでバツをつけて入れ

た。 

 →代議員会で自分達の自治会を作ろう！ 

総 1 

・どれだけ自治に参加する人がいるかで自治会の強さは決まる。今の現状はガッツリ

やる人とやらない人の落差が激しい。当局がおかしいのはそうだが、行動する人がい

なかったら仕方がない。 

文 6 

・当局の告示しょうもない 

・赤松副学長じゃなくて、松本総長に直接渡しに行った方がいい 

その他 

・全学連はカルトと思っている。言ってることが小学生みたいで。でも同学会はちゃ

んとまじめにやっていると思う。 

・８千人代議員が集まったら僕も参加する。 

・高校の時に自治会があったんだが、自治会がないと、学校が好き勝手やるので、学

生の意見を集約して、当局と交渉できないのは良くない    
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【【【【１１１１】】】】同学会同学会同学会同学会 HPHPHPHP にににに過去問過去問過去問過去問データベースデータベースデータベースデータベース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、同学会の公式情報発信ツールとして整備を進めている同学会 HP にて、過

去問の共有を始めました。現在、約 200 科目の過去問が公開中です。試験に向けぜひ

積極的にご利用ください。 

 また、皆さんからの過去問提供もお待ちしています。全学共通科目を中心に過去問

の募集をおこなっていますので、提供してくださる方は下記同学会アドレスまでご一

報ください。（なお、現在同学会ポストの設置などを検討中です） 

  

◇過去問データベース利用方法 

http://dougakukai.web.fc2.com/test.html にアクセスし、パスワードを入力すると

過去問ダウンロードページにとびます。 

パスワードをご存じない方は、dougakukai.kyoto@gmail.comまで、「過去問 PWが

知りたい」という旨を一言つけてご連絡ください。折り返しパスワードを記載したメ

ールを送ります。 

    

 

【【【【２２２２】】】】    学会学会学会学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③③③③【【【【報告報告報告報告・・・・議論議論議論議論】】】】    

運営会議より 

（０）はじめに 

 前回のクラス討論資料で、５月１０日の同学会サークル結成願い提出の際に、役員

名簿に唯一記載した S 君が蒸発した旨報告しました。運営会議は、彼を必死に探して

いましたが、６月１９日 S 君が発見されたのを受けて、事態が進展しましたので、報

告いたします。 

 

（１）概要 

・６月１９日 S君を発見。なぜか話がかみ合わない。 

S 君：役員と構成員で権利の差はもちろんない。教室貸し出し等についても、もち

ろん構成員全てに保障されている権利である。当局がおかしいことを言って

いるのだから、当局を追求せよ。しかし、自分は手伝わない。 

＊前提的な確認。前回のクラス討論資料でも提出したが、当局は役員である S君にし

か同学会の諸権利（教室貸し出し、物品貸し出しなど）を認めないと言っている 

・現場では、S君が討論を拒否し、帰ってしまったので討論にはなりませんでした。 

 

（２）今後の方針 

 現場では、運営会議としても彼の発言を理解するのに時間がかかり、あまり反論で

きませんでした。ですが、改めて冷静になって考えると、彼の発言はどう考えてもお
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かしいと思うので、今後の方針として以下の点を質問していきたいと思います。 

 その上で、S 君は学生であり、どこまでも同学会の仲間なので、彼と団結する立場

を、絶対に崩すべきではないということだけ、前提的に確認しておきたいと考えます。 

①現実問題として、２万３千人の権利（教室貸し出し、物品貸し出しなど）が奪われ

ているのだから、全て当局の責任にして、何もやらないというのはおかしいのでは

ないか。 

②もし、全学生のために行動する意思がないのならば、役員名簿に名前を書く意味が

分からないので、役員名簿の書き換えをするべきではないか。 

③その上で、BOXの鍵、予算の状況、印鑑などについては、早急に全学生に還元して

くれないか。 

同学会運営会議としては、今後とも S 君とは話し合いをしていくつもりです。進展

がありましたら報告しますので、ビラ等に注視してください。    

    

    

【【【【３３３３】】】】同学会同学会同学会同学会 BOXBOXBOXBOX のののの鍵鍵鍵鍵、、、、予算予算予算予算、、、、印鑑印鑑印鑑印鑑についてについてについてについて    

運営会議より 

 「昨年までの同学会」を名乗る団体は、未だに同学会 BOXの鍵、予算、印鑑を所持

している旨表明しています。これらは全同学会員のものであるはずで、仮に執行部と

いえど、その権利が独占されてはなりません。 

しかし、その旨、執行委員会（暫定）が何度連絡しても引き継いでくれません。そ

こで同学会員であるみなさんからも「同学会」を名乗る団体のメールアドレス宛に、

同学会 BOXの鍵、予算、印鑑について全ての同学会員が利用できるようにするように

と、メールを送っていただけたらと思います。このメールアドレスの主が誰かは分か

りませんが、メールで自らを「同学会」と名乗り、自らがこれらの諸権利を保有して

いることを認めています。 

•宛先：dougakukai@gmail.com 

 

 

【【【【４４４４】】】】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【【【【再掲再掲再掲再掲】】】】 

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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【【【【５５５５】】】】告示第告示第告示第告示第５５５５号号号号ついてついてついてついて【【【【議論議論議論議論】】】】 

運営会議より 

（１）概略 

 すでにご存知の方も多いと思いますが、６月２２日付けで当局より告示第５号が提

出されました。内容は以下の通りです。 

 

＜＜＜＜告示第告示第告示第告示第 5555 号号号号＞＞＞＞    

京都大学 

 先般、「京都大学全学自治会同学会」を名乗り、「同学会執行委員会正副委員長選挙」

を実施したとする団体がある。一方、京都大学同学会の名で抗議声明文が出され、こ

の「選挙」が同学会規約（昭和 34年の同学会再建時に、大学側から「規約を公認する」

という公示が出されている）に則った選挙でないことが表明されている。また、文学

部学友会常任委員会、農学部学生自治会常任委員会、理学部学生自治会評議会、経済

学部自治会同好会常任委員会からは、共同声明が出され、「正式な京都大学全学自治会

である同学会のものと認めるものではない」ことが公表されている。 

 京都大学は、学生の自主的な活動の内容に直接関与するものではない。しかし、最

近、この「選挙」を行っていた団体が「同学会」の「執行委員会」を名乗り、大学に

対して要望を出してきたことを受けて、同学会規約を精査した結果、今回行われた「選

挙」は、京都大学が公認している同学会規約に則って行われた選挙であるとは認めら

れないと判断した。よって、今回の「選挙」は、京都大学が昭和 34年以来公認して来

た京都大学全学自治会同学会とは一切関係のないものであると断定する。したがって、

今回の「選挙」を行った団体が、「同学会」の役員等を名乗って活動し、何らかの要求

をして来た場合も、京都大学は、これを認めることはない。 

 また、「選挙」を行っていた団体は、物品借用書の延長申請を大学側が受理していな

いにもかかわらず、テントと物品を不正に使用し、本学関係者や一般の来学者が憩い

の場として使用している時計台クスノキ前のスペースを長期間にわたり許可なく占有

し続けた。京都大学は、これらの行為に対して、幾度となくテント等の返却および原

状復帰を求める要請を行ったが、この団体はそれに応じなかった。 

 最近では、この団体は、学務部窓口においても大声で暴言を吐き、大学側が業務時

間の終了を宣言したにもかかわらず、学生生活委員の教員や大学職員に対して、長時

間にわたり執拗につきまとい実質的な軟禁状態を強要した。更に授業へ向かおうとす

る教員を引き留め、授業の準備を妨害する行為に至った。 

 このような行為は、本学教職員や学生の自由と権利を侵害する違法な行為であり、

学生としての本分を著しく逸脱した行為であると言わねばならない。今後、この団体

がこのような行為を続けるならば、京都大学は、そうした行為を行った者に対してし

かるべき措置を断固としてとることとする。 
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＊掲載ここまで 

 

これに対して、同学会執行委員会（暫定）として以下のような見解が出されました

ので掲載します。 

 

＜大学当局大学当局大学当局大学当局のののの告示第告示第告示第告示第５５５５号号号号にににに対対対対するするするする見解見解見解見解＞＞＞＞    

 

京都大学全学自治会同学会執行委員会（暫定） 

 

 ６月２３日付けで京都大学のＨＰに、同学会に関する見解（題名「告示第５号」）が

載せられました。この件に関する私たちの見解を以下に述べます。 

 結論を先に述べますと、この告示は自治破壊そのものだということです。 

 

◆告示第５号の要旨 

 

１：「同学会執行委員会正副委員長選挙」は規約に則っていないため、大学が公認する

同学会とは関係ないと断定する。この団体が何らかの要求をしてきても認めない。各

学部自治会の共同声明で「正式な同学会のものと認めない」とされている。「京都大学

同学会」名でも抗議声明文が出されている。これが論拠である。 

 

２：大学に対する以下の行為は大学の自由と権利を侵害するもので、再発すればしか

るべき処置（処分）を準備する。 

①選挙を実施した団体はテントと物品を不正に使用し、クスノキ前のスペースを長期

間にわたり許可無く占有し、原状復帰の要請にも応じなかった。 

②学務部において大声で暴言を吐き、業務時間終了にもかかわらず長時間執拗につき

まとい実質的な軟禁を強要した。また、授業準備の妨害などの違法行為をおこなった。 

 

（（（（１１１１）「）「）「）「規約違反規約違反規約違反規約違反」」」」というというというという主張主張主張主張にににに対対対対するするするする反論反論反論反論 

 

①大学当局は同学会規約を評価する資格を有していない 

 なによりも悪辣なのは、大学当局が規約問題を論じることです。 

 そもそも規約とは当該組織の構成員が同意し、遵守するものであり、違反したか否

かを責任持って検証できるのは、自身がその規約を遵守するという責任を負う者だけ

です。つまり、同学会の正否を判断するのは同学会員であって大学当局ではありませ

ん。そして、その判断自身が、自治活動の重要な一環でもあるのです。 

 寮自治会は、規約を当局に提出していませんが、当局は自治会と交渉し、物品補充

の要求等に応じています。このことは当たり前の前提であり、大学当局自身、告示の
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文中で、「京都大学は、学生の自主的な活動に直接関与するものではない」と述べてい

ます。 

 

②各自治会の自由な批判を、大学当局が利用することは絶対に許されない 

 告示第５号は、各学部自治会の常任委員会などが今回の選挙を「同学会のものと認

めるものではない」と主張していることを引用しています。確かに現在そのような声

明が出されていますが、学生自身の自由な相互批判は自治会内で当然なされるべきで

あり、そうした自由な批判こそが自治会をより強固にしていくのですから、これはむ

しろ積極的事態といえます。 

 この自治会として起こるべき当然の相互批判を利用して、当局が自治会活動を制限

することは断じて許されません。これは学生自治に対する不当な介入そのものです。

学生相互の批判や意見を利用した介入が許されるなら、それは自由闊達におこなわれ

るべき学生の議論を萎縮させ、当局の許容する範囲に活動を制限することにもつなが

りかねません。 

 

③そもそも規約は２０年間以上守られてこなかった 

 同学会規約には代議員会、中央執行委員会、執行委員会、会計監査委員会を常設
．．

す

ることが明記されていますが、この４つは２０年以上機能していません。 

 私たちはここ数年、同学会執行委員会と連絡をとろうと試みてきましたが、公開の

会議は開かれておらず、メールアドレスしか入手できませんでした。そのメールアド

レスも送信してから半年以上連絡がつかず、やむを得ず自分たちでまず全学的な選挙

を実施するということを決定した後で、ようやく「同学会の会議に出ていた」という

人らが現行規約（１９７２年改訂）を公開したのです。 

 つまり同学会は規約に定める常設機関が２０年間機能せず、執行委員会も非公開で、

規約も公表されていなかったのです。にもかかわらず、赤松副学長は昨年の任意の学

生団体との交渉で、「団交権があるのは同学会だけだ！」と発言しています。規約違反

を続けてきた同学会には団交権を認め、いざ実体のある規約通りの同学会を作る過程

になった瞬間に、規約違反と言い出すというのはあまりに矛盾しています。 

 

④「京都大学同学会」名の抗議声明は、そもそも失当である 

 告示第５号は「京都大学同学会」名の抗議声明文を引用しています。これは５月２

３日付けで出されたビラのことだと思いますが、この声明を決定するための同学会と

しての意志決定がいつおこなわれたのかは、一切公開されていません。さらに、声明

文に書かれたメールアドレスに連絡を試みましたが、経緯の説明は一切ありません。

公開の議論をもたず、事後説明すらできない「同学会声明」は同学会としての決定で

はあり得ません。このような検証不可能な声明を認めてしまえば、当局の自作自演で

すら可能です。 
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⑤「役員を名乗っても認めない」とは、当局に言われるまでもない 

 告示第５号は「役員等を名乗って活動し、何らかの要求をしてきた場合も」「認める

ことはない」と主張しています。しかし、私たちは一度たりとも「役員だから対応し

ろ」と要求したことはありません。するつもりもありません。役員とその他の構成員

で対応が変わり、役員であるから当局から何らかの便宜を受けたり、逆に不利益を被

ることなどあってはなりないからです。 

 事実、過去の寮自治会との交渉において、実名と役職を明かした学生に対して、研

究室の教官がハラスメントをおこないました。当局の恥ずべき行為の結果、学生の信

頼は損なわれ、以降寮自治会の交渉では自治会決定を明文化し当局に伝え、学生側は

個人の名前を一切名乗らないということを慣例としています。 

 

（（（（２２２２）「）「）「）「物品物品物品物品をををを返返返返さなかったさなかったさなかったさなかった」」」」というというというという主張主張主張主張にににに対対対対するするするする反論反論反論反論 

 

①学務部の対応が混乱の元凶。 

 同学会は５月２５日から選挙実施のために学務部からテントを借りましたが、何の

問題も無く申請は下りました。その際「二週間以上借りるなら延長申請してほしい」

と学務部に説明されました。つまり学務部はそもそもは了承していたのです。 

 それが６月３日に、突如として「延長申請を受理しない」と言い、理由を聞くと「赤

松副学長が同学会の判断を保留にしたから」と主張しました。もちろん、私たちは抗

議しましたが、この件に関して責任を負っているのは学務部ではなく赤松副学長であ

るとの事でしたので、その場では議論にすらなりません。仕方ないので、赤松副学長

との交渉を要求すると、学務部も「交渉の日程を調整する」と明言していました。 

にもかかわらず、テント返却を交渉前に強要し、さらに赤松副学長との交渉を反故

にしたのは他ならぬ当局です。こんな無責任な運営は到底認められません。 

 

②具体的な問題の解決に向けた協議を放棄したのは当局だ 

 告示第５号はクスノキ前へのテント設置を問題にしていますが、そもそも学内にお

けるテントの設置等は許可制ではありません。寮祭や他の学生団体を見てください。

自由にテントを設置しているではありませんか。これは、問題が発生したときに関係

者が協議して解決を図るという、自治の原則から、これまで京都大学で当たり前に認

められてきた権利です。 

 事実としては、撤去を要求する資産課も、一切正当性を証明できず、反論ができな

くなり、黙って看板を設置するという形式的な対応を繰り返しました。問題解決にむ

けた討論を拒否し、不誠実な対応を取り続けたのは当局です。 

 また、６月７日に撤去が要請された際、私たちは「テントは６月１１日には返す。

その期間中に使用したいという別の団体があるなら検討するが」と質問したところ、
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「特に使用予定はない。できるだけ早く返して。」とだけ田中資産課長は返答しました。

そして私たちは、９日にはテントをたたみ、週明け１１日に返却しました。当たり前

ですが、現場で何ら問題は起こっていませんし、起こるはずがないのです。 

 

（（（（３３３３））））大学当局大学当局大学当局大学当局とのとのとのとの交渉交渉交渉交渉にににに関関関関してしてしてして 

 

①無内容な印象操作 

 「大声で暴言」の記述は抽象的で無内容きわまりない印象操作にすぎません。「大声」

とはどれほどの大きさで、「暴言」とは何を指すのか具体的に表明して欲しい。具体的

批判がなされるのであれば、それを総括することで積極的に生かされるのですから、

大学当局は直ちに説明して欲しいのです。 

 そして、実際に大声で暴言を吐いていたのは川崎学生課長です。川崎課長は学生を

「お前」呼ばわりし、「処分」を示唆する脅迫めいた言動を繰り返し、大量の職員を動

員しました。学生が抗議すると他の職員まで諫めていたほどです。 

 

②川崎学生課長、小杉学務部長の対応こそ弾劾されるべきだ。 

 当局の対応は不誠実を極めています。 

 ６月１９日の話し合いでは、「赤松副学長の同学会保留決定」に関する交渉がおこな

われましたが、まずもって出席したのは赤松副学長ではなく間藤理事補でした。しか

も予定の開始時間を当局側は予告も無く３０分近く遅らせてきました。さらに、間藤

理事補は「俺は何も聞いていないけど、事務から学生に話を聞いてやってくれと言わ

れてきた」と、一切の前提も踏まえず、赤松副学長の代理ですらないと主張したので

す。これでは話し合いにすらならないのは当然ではないでしょうか。私達の必死の説

得の末、間藤理事補も納得し、話し合いは開始されましたが、大幅に時間を浪費しま

した。 

 明らかに当局側の不備で時間が浪費されたにも関わらず、川崎学生課長や小杉学務

部長らは突如「もう時間だ、業務は終了した」と言い出しました。加えて言うならば、

話し合い前も話し合い中も、終了時間の申し出は一切ありませんでした。 

 さらに、私たちが間藤理事補との間で、ならば「今日の交渉で一致したことの確認」

「次回交渉期日の設定」など論議の整理を行おうと申し出、理事補自身その議論に応

じているにも関わらず、川崎学生課長、小杉学務部長らは執拗に討論に割って入り、

暴力的妨害活動をおこなったのです。大学組織として、許されざる行為です。 

 

③違法行為をやっていたのは当局だ 

 川崎学生課長、小杉学務部長は、話し合いの打ち切りを宣言すると同時に、学生の

２倍以上の職員や警備員を動員して学生を取り囲みました。どうやって学生が「実質

的に軟禁状態を強要」できたのでしょう。説明して欲しいものです。 
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 しかもその過程で、警備員は学生を押し倒そうとするなど明確な警備業法違反の対

応をおこなっているのです。間藤理事補自身、学生の主張を認め、警備員を引かせて

います。告示第５号は学生が交渉を要求することを「違法な行為」などと主張してい

ますが、実際上現場で行われたのは川崎課長らの討論破壊と警備員の違法行為です。 

 

（（（（４４４４））））出出出出されたされたされたされた背景背景背景背景のののの考察考察考察考察とととと自治会自治会自治会自治会のののの方針方針方針方針 

 

 告示第５号は、その主張の一切が不当であり、事実を著しく歪曲したものです。ま

た、発行主体の京都大学とは誰のことであり、責任者が誰なのかすら明らかにされて

いません。私たちは学生の自治活動を保障するために、告示第５号の即時撤回を要求

し、これを出した者の責任を追及していきます。 

 

①なぜ、京都大学は対応を１８０度転換したのか 

 そもそも大学当局は同学会選挙の前は教室貸し出しや物品申請にも応じていました。

それが、選挙期間に入り、投票が増加し、全学的に同学会が周知されるや「受理しな

い」「認めない」と言い出したのです。しかし、その主張は指摘したとおり論理矛盾し、

破綻していることだらけです。中でも核心は、そもそも今までの同学会が規約を守っ

ていなかったのにそれには何も言わず、いざ同学会を機能させようとした途端に規約

違反をもちだしたということです。どう考えても、当局に対する批判が出ない同学会

なら認めてもよいが、当局と対等に交渉する同学会は認めたくないということとしか

思えません。 

 この間、現実に起こったことを見てみましょう。クラス討論で提起し、採決した「関

西電力元社長・藤洋作氏の京大経営協議会委員への選任理由の開示」を求める要求書

の受け取りを拒否したことです。昨年、いくつもの京都大学の任意（つまり当局的に

は非公認）の学生団体が何度も要求書を出しましたが、当局はすべて受け取り、赤松

副学長は交渉に応じてきました。任意団体で受け取ってきた要求書を、選挙までやっ

た同学会が提出した瞬間に受け取り拒否とは、意味不明です。従来の運営とも矛盾し

て、著しく整合性を欠いた、不当きわまりないものです。 

 しかし、あえて言えば「同学会だけ」がとられたこの措置は、むしろ同学会が無視

できない影響力をもっていることの証左です。クラス討論の蓄積と全学選挙は同学会

の発展にとって重要な出発点になったことを、当局の対応が示しているとも言えます。 

 そうであるからこそ、私たちは学生の思いを無視する大学当局の姿勢は許すことが

できません。それによって学生自治活動が制限されることはあってはなりません。当

局が認めたくなくても、認めざるをえないような力をもった同学会を建設していくこ

とが求められています。その為には、全学のみなさんの力が必要です。  

 

②クラス討論を基礎にした、代議員会をつくることが核心問題 
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 具体的にどのように力ある自治会を作り上げていくのか。私たちは全ての学生に代

議員会への参加を提起します。 

規約によれば代議員会は同学会の「常設の最高議決機関」であり、「全学から会員３

０名につき１名」「各分校および各学部の自治委員会から会員１００名につき１名」の

割合で選出された代議員で構成されるとなっています。今回、代議員ではなく、正副

委員長の直接選出をおこなったのは、代議員選出の基礎になるクラスでの議論が不足

していると考えたからです。私達が活動を始めた時、多くの京大生にとって同学会は

認知もされていない状況でした。その状態で代議員を選出すると、事情も分からず登

録され委任状で成立という形式だけのものになりかねません。 

 だから、私たちは「公開の会議とクラス討論」が同学会の基礎と訴え、選挙に先立

って４月からは主に一回生の語学クラスに入って討論をおこなってきました。こうし

た実践を経ることで、同学会が周知され、議論が深められ、自治会活動を積極的に担

っていく代議員を選出できるようになると考えています。正副委員長選挙は、「公開の

会議とクラス討論の責任者」をまず選出するものとしておこなったと整理しています。 

 選挙によってある程度同学会の存在を周知できたことに踏まえて、これからは代議

員を広く募集し、７月２０日に代議員会をおこないます。多くの学生に、とりわけ現

在の同学会の方針に批判的な学生に、代議員会への結集を呼びかけます。 

 

２０１２年６月２９日 

＊掲載ここまで 

 

（２）今後の方針 

①なによりも、同学会を実態あるものとして甦らせることが第一 

 これは執行委員会（暫定）の見解でも述べられている通りです。 

 

②当局交渉の記録の全面公開 

 大学当局は私たちの交渉について批判がなされていますが、全て抽象論であり、中

身のないものです。「やった、やらなかった」の空中戦にならないためにも、私たちは

これから全交渉内容を可能な限り記録し、文字に起こして、全学に公表していくよう

勤めたいと思います。もちろん個人情報等には配慮します。 

 

 

【【【【６６６６】】】】要求書提出行動要求書提出行動要求書提出行動要求書提出行動のののの総括総括総括総括【【【【報告報告報告報告】】】】 

 執行委員会（暫定）より 文責：ＯＭ（薬） 

〔０〕はじめに 

６月２２日（金）に執行委員会（暫定）で以下の申し入れ書を大学に提出しに行きま

した。 
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要求書要求書要求書要求書                               

京都大学総長京都大学総長京都大学総長京都大学総長    松本紘松本紘松本紘松本紘    殿殿殿殿    

全全全全学自治会同学会学自治会同学会学自治会同学会学自治会同学会    

    

①①①①    松本総長松本総長松本総長松本総長はははは藤洋作氏藤洋作氏藤洋作氏藤洋作氏をををを経営協議会経営協議会経営協議会経営協議会のののの委員委員委員委員にににに任命任命任命任命したしたしたした経緯経緯経緯経緯をををを全学生全学生全学生全学生にににに対対対対してしてしてして説明説明説明説明せせせせ

よよよよ！！！！    

②②②②    松本総長松本総長松本総長松本総長はははは京大京大京大京大にににに流入流入流入流入したとしたとしたとしたと言言言言われているわれているわれているわれている、、、、３３３３３３３３億円億円億円億円のののの原子力原子力原子力原子力マネーマネーマネーマネーのののの使使使使いいいい道道道道をををを明明明明

らかにせよらかにせよらかにせよらかにせよ！！！！    

 

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。 

 

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。 

この要求書の回答期限は 7月 6日（金）とする。 

２０１２年６月２２日（金）    
 

〔１〕提起内容 

①当日の動き 

大学当局は当日、本申し入れ書を受け取らないことを表明しました。その理由は、

学生担当事務の答弁によると、同学会が関与する全ての事項は現在保留中であり、受

け取ることはできないというものです。また、保留の決定を下しているのが赤松副学

長であり、窓口は業務命令に従って受け取りを拒否していることを認めました。 

②要求書の性質について 

大学当局の受け取り拒否に対する反論を提起します。これは学生自治に対する踏み
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込みであることを明らかにせねばなりません。 

根本的な話なのですが、学生からの申し入れ書を大学当局が受け取るか否かと、申

し入れ書を提出した団体を大学当局が認めるか否かとは全く別次元の話です。申し入

れ書というのは大学の運営に関して多くの意見を募り大学の不備を改善していくため

のものであり、いかなる団体の申し入れ書であっても積極的に受け取り、何らかの回

答をしていくのが大学当局の役目です。 

 

〔２〕総括 

今回の申し入れ書というのは、多くの学生がクラスで討論して「大学側から学生に

納得のいく説明がなされていないからこそ、大学側にきちんと情報公開をさせること

が大事だ」という声が出てくる中で何度も改変を重ねて提出した非常に大事な申し入

れ書です。この申し入れ書の提出に際して、大学当局がまだ同学会を認めていないこ

とを持って反故にするのは学生の主体的な行動に対する規制であり大学の死に他なり

ません。今回の大学の横暴に関しては積極的に弾劾していかなければなりません。 

 

〔３〕方針 

すでに第三回クラス討論において学生の方から「大学当局は学生をなめている」と

言う声が上がっています。代議員への募集の際には「『年に１，２回だから楽です』と

いう誘い方ではダメだ。本気で代議員会を開かなければならない」と言う声が上がり

始めています。 

本当に、大学側になめられないような自治会の実態を作っていくことが急務です。 

みなさん代議員に立候補して下さい。執行委員長副委員長選挙の次の段階が求めら

れています。多くの学生の声で実力で大学当局に学生の申し入れを認めさせていきま

しょう。よろしくお願いします。 

要求書については、文面自身は当局に渡してきましたので、一応要求書に定めた回

答期限である７月６日の昼休みに、学務部窓口に回答を聞きに行きたいと思います。

多くの学生の参加よろしくお願いします。 

    

    

【【【【７７７７】】】】学生学生学生学生ユニオンユニオンユニオンユニオンのののの紹介紹介紹介紹介【【【【周知周知周知周知・・・・募集募集募集募集】】】】 

執行委員会（暫定）より 

2011年夏、執行委員会副委員長（暫定）平田を中心として、アルバイト学生のため

の労働組合、学生ユニオンが結成されました。学生ユニオンは、学生アルバイトの労

働基本権を守るための労働組合です。大学生のほとんどがアルバイトをする今日、全

学生の権利を守る立場の同学会として、学生ユニオンの紹介をしたいと思います。 

 

＊あなたの身近にも起こっています！ 労働問題 
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アルバイトもれっきとした労働者です。労働基準法によって守られています。現在

の社会では労働基準法は守らないのが当たり前になってしまっています。あなたの権

利も侵害されているかもしれません。 

ユニフォームへの着替え時間を労働時間としてカウントしない職場はかなり多いの

ではないでしょうか？ 実は、これが労働基準法違反に当たるという判例が出ている

んです。一回一回は短い着替え時間でも、長期間バイトしていると何十万円分の未払

いになったりするのです。また、解雇や雇止めと言われても、法律で定められた合理

的な理由がないとクビにはできません。或いは職場でのハラスメントやイジメといっ

た問題も深刻になっています。 

 

＊労働組合の力 

労働組合には、労働三権という権利が認められています。企業は労働組合からの交

渉要求を基本的に断ることはできないし、抗議行動やストライキをすることが権利と

して認められているのです。学生ユニオンはこのような法的に認められた権利を駆使

して、問題を解決に導きます。 

 

＊相談・スタッフ大募集 

 上記のような例で思い当たることがあったり、職場で府に落ちないことがあるとい

う方、お気軽に同学会執行委員会（暫定）や学生ユニオンにご相談ください。 

 また、自分に悩みが無くても、ユニオンの活動に興味ある方、スタッフも大募集中

です。ほとんどの京大生が将来何らかの職につくことになると思います。学生のうち

に職場で権利を守るすべを勉強することは非常に有意義であると考えます。ぜひ一緒

にユニオンをつくっていきましょう！ 

 

 

【【【【８８８８】】】】低線量被曝低線量被曝低線量被曝低線量被曝のののの実態実態実態実態をををを暴暴暴暴けけけけ！！！！    論文翻訳委員募集論文翻訳委員募集論文翻訳委員募集論文翻訳委員募集！【！【！【！【募集募集募集募集】】】】    

文責：HR（理） 

福島第一原発の事故からはや1年3カ月が経過しました。放射能は全国に拡散され、

今なお福島第一原発からは放射能が漏れ続けているのです。 

このような情勢下、いったい放射能がどれだけ人体に影響を与えるのか、そのリス

【事例紹介】 

大手飲食チェーンでアルバイトをしていたＡさん（京大理学部 3 回生）。学生ユニオンとバ

イトについて話をしていたところ、未払い賃金が有る可能性が発覚した。ユニフォームへの

着替え時間、半強制参加のミーティングなどの時間、ビデオレターを見て感想文を書く時間

が労働時間としてカウントされていなかったのだ。結局 2か月でアルバイトはやめてしまう

が、退職後に、未払い賃金を取り返すことを決意し、会社に団体交渉を申し込んだ。団体交

渉の結果、1万 6千円の未払い賃金と慰謝料合わせて 5万円の支払いをその場で合意した。
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ク評価は非常に重要な意味を持ってきます。命の問題です。事実に対して真摯に向き

合い、最大限のリスクを考慮した議論がなされなければなりません。 

100ｍＳｖ以下の「低線量被曝」に関しては、人体への影響について未だ国際的なコ

ンセンサスはありません。しかし、福島県立医科大学副学長・福島県放射線健康リス

ク管理アドバイザーの山下俊一をはじめとする、いわゆる「御用学者」は、100ｍＳｖ

以下の被曝は安全であると言いきってはばからないのです。 

人類は 1986年のチェルノブイリ事故を経験し、被曝地で多くの低線量被曝に関する

研究がなされてきました。これらの研究の中で、「低線量被曝」の人体への影響が徐々

に明らかにされてきたのです。しかし、今日の日本国内においては、「低線量被曝」の

人体への影響に関する研究の多くが、全く無視されています。 

「New York Academy of Sciences」という米国の権威ある科学雑誌では、チェルノ

ブイリ事故後の被曝影響の研究のまとめとして|Chernobyl|特集が組まれています。

日本の被曝影響の論文の多くは、本文中でこの論文には触れておきながら、Reference 

には明記しないというようなことが行われています。また、「New York Academy of 

Sciences|Chernobyl|」は、これまで日本語に訳されていなかったということで、現

在翻訳を某書店が担当しているとのことですが、なかなか翻訳されず、放置状態にあ

るということです。 

さて、前置きが長かったですが、本議案ではこの「New York Academy of 

Sciences|Chernobyl|」の日本語版を我々同学会員の手でつくろうということを提起

します。そのための翻訳委員を大募集します。重要な論文があるのにそれを無視して、

原発推進派にとって都合のいい言説をばらまくなど、科学とは言えません。まったく

もって学問の腐敗です。100ｍＳｖが安全かどうか、ちゃんと検証しようではありませ

んか。学問の腐敗を許さない、学問を学生の手に取り戻すために、皆で翻訳委員をや

りましょう！ 

|Chernobyl|特集は 300 ページ以上あり結構大変です。多くの学生の参加をお待ち

しています。 

 

    

【【【【９９９９】】】】今後今後今後今後のののの日程日程日程日程 

 ７月 ６日 学生集会 

   １３日 運営会議 

   ２０日 代議員会 

以上 


