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１２年度後期 第２回クラス討論資料 20121017 

同学会執行委員会 

【目次】 

 【１】中執ブログ！【周知】 

 【２】人権科目の変更について【議論・文書】 

 【３】運営費交付金の支払い保留について【議論・文書】 

 【４】自転車規制の強行について【議論】 

 【５】立看板規制に関して【議論・文書】 

【６】今後の日程 

 

【０】前回までの議論 
【１】2012年度代議員会の報告 

 特になし 

【２】同学会としての意思形成プロセスについて 

 特になし 

【３】中央執行委員会昼休み街宣！ 

＊運営会議から 

・もう少し討論しやすいようにしたほうがいい。コーヒーでも出そうか。 

【４】副学長情報公開連絡会のお知らせ 

 特になし 

【５】京大のカリキュラム再編について 

＊クラス討論から 

・カリキュラム再編されたら、今年とった授業ってどうなるのですか？（Ｅ６、

Ｐ１） 

・入試改革については気になる。（Ｌ６） 

・現代社会適応科目ってなに？（Ｅ７） 

・カリキュラム再編の中で、人文系がかなり削られるらしいよ。（Ｓ５） 

・総人の入試にリスニングがなくなるという話ですか？（Ｈ２） 

＊運営会議から 

・申入書について、「焦燥の課題」って日本語がおかしくない？ 

 →表現を変えましょう。 

・教授自身が人権に関して考える機会を奪ってしまっているのではないかという
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ところに焦点をあてたい。こちらが言いたいのは、申入書の「なるほど～」以

下の 1 段落。 

・後期の不開講に関する、大学当局の Q&A の内容を踏まえると、反省すべきと

いうのは言い方が強すぎるのでは？ 不開講が意図的だったと言っているよ

うに読める。 

 →しかし、不開講はおかしいということは言わなくてはならない。 

・ならば、Q&A を踏まえた文言をつけたせばよい。実際どうかはわからないが、

当局としても人権科目を良くしようという意識から内容を検討しようとして

いるのだから、それは評価しよう。 

・その上で、それで人権科目が不開講になるのは本末転倒というふうにしたほう

がよい。 

・次回のクラス討論で変更した文面を提示する。 

・クラス討論での反応はどうか。 

 →まだ、周知されたという程度。 

【６】特例公債法案の不成立にともなう国立大学運営費交付金の支払い保留につ

いて 

＊クラス討論から 

・臨時国会で成立すればいいだけなのだから、まだ抗議するのははやいのではな

いか？（Ｅ３） 

 →予算カットが真っ先に大学運営に向くこと自身を止めなくてはならない。 

・結局どうすればいいのか。（Ｌ６、Ａ４） 

・国にも予算がないのだから、仕方ないのでは。（Ｓ５） 

・政府と大学が決めたことだから仕方ない撤回させるのは難しい。がんばりまし

ょう。（教官） 

・自分もクビになるかもしれない。でも自分はパートだから、どうしようもない。

（教官） 

・予算カットはやりすぎだけど、どうすればいいのかはわからないなぁ。（Ｈ２） 

・予算半額がどれくらいの影響を及ぼすのか、現在の交付金がどれくらいでどの

ように使用されているのかわからないから、そういうのも出してほしい。（Ｓ

３） 

＊運営会議から 

・新しい情報として、寮自治会が当局にこのことを聞いたところ、やはり、何も

しないとの回答だったそうだ。 

・これに乗じて、大学債を発行するつもりでは？だとすると、大学当局はまさに
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新自由主義化に加担していることになる。  

 →憶測でしかない 

・５０％のカットというと大きく聞こえるが、今の予算に占める運営費交付金の

割合がどれくらいだとか、それが何に使われているのかわからないと判断がつ

かないという意見が出た。 

 →これは京大新聞なんかの資料を参照しながら、しっかり説明しよう。額とし

ては 100 億近くになるはず。来年度予算削減が、82 億円で、そのうち 28 億

円が人件費だから、それに当てはめると、京大で働いている労働者一人当た

り 50 万の減給というレベル。 

・申入書の文言で日本語としておかしい点が多々ある。そこの手直しはするが、

中身自体はこういう趣旨で出すのでいいのではないか。 

・内容に関してだが、２）で国大協声明まで求めるのは、１）で大学の立場を鮮

明にさせてからではないか？客観的にみると、次のステップになっているよう

に感じる。 

→一見すると分かりにくくなっているかもしれないが、こちらの立場を明確に

するためという意味があり、次のステップをみこして書いている。 

  申入書に効力はあるのか？という意見が出ているし、効力ということでは

国大協声明は非常に効力があるのだから、載せておこう。学生がつきあげな

いかぎり、動きはなさそうだし。 

・議案の 2 行目が分かりにくい。3 ヵ月毎に毎回 50%カット？ 

→運営費交付金は三か月ごとの支給になっているらしい。それが 10 月から、

半分しかおりてこなくなっているという意味。つまり、今の時点で 4 分の１

の半分。年間の 8 分の１ずつ減らされている。 

・補填のために、今までは貯金を切り崩しているらしい。 

・解散総選挙になったら、臨時国会でも特例公債法案は不成立となるので、もの

すごい影響をうけるはず。早急に大学をつきあげよう。 

・そもそも、予算を日常的に公表させれないのか？ 

→会計報告は年度毎に発表されて、10 月に去年の報告が 1 冊の本として出て 

いるが、予算の状況はわからない。 

【７】2012年度（平成 25 年度）予算概算要求に関して 

 【６】と一体 

【８】自転車規制の強行について 

＊クラス討論より 

・たしかに規制は始まっているが、どういう構造なのかよくわからない。（Ｅ６） 
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＊運営会議より 

・急ぐ話でもないので、次回クラス討論に抗議文案を書いて提出しよう。 

・駐輪場＆バーコード問題をもう少しわかりやすく問題点を列挙して。当局の担

当は環境安全保安機構らしい。HP 上で改修案やアンケートを出しているらし

い。 

・京大新聞によると入札もきまっている。 

・管理強化というのはわかったが、それの何が問題なのか？ 

→サークルに OB や他大学の学生が来にくくなる。 

 誰がどこで何しているかチェックできるようになるので、自治破壊に有効。 

 なんでいちいち行動をチェックされなくてはならないのか。 

・放置自転車の管理はすでになされている。屑鉄は儲かるし、負担にもならん。 

・理学部で車イスの通路確保のために規制して逆効果になったことがある。 

・停めちゃいけない場所を決めたらいい。停めていい場所を決めるということ自

体がよくわからない。問題が起きる。 

【９】立て看板の規制に関して 

＊運営会議から 

・申入書の「登録有形文化財であり」というところを省いたほうが意味が通じる。 

・当局の看板が今日新たに 2 枚出ていた。撤去するといっていたのに新たに出す

のは全く納得いかない。 

→写真を撮っておこう。 

・当局の中にも出したい人いるのでは？そこと連帯してもいいかも。 

・京大の一般常識から外れた規制である 

・申入書「立て看板に関して」は意味が広すぎるので、「立看板の規制に関して」

に変更 

・少数の団体が正門前を占領するのはおかしいという意見も学生から出ている。

そこは学生自身が解決するべきだし、同学会としての立場を議案に書いておこ

う。 

 

 

【１】中執ブログ！【周知】 

中央執行委員会より 

この度中央執行委員会ではブログを立ち上げました。日々移り変わっていく情

勢などを一早く更新していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
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アドレス：http://dougakukai.blog.fc2.com/ 

 また、ＨＰもリニューアルしておりますので、そちらもご覧下さい。 

 ＨＰの運営等で不明な点がございましたら、公式メールアドレスまで御意見い

ただけたらと思います。 

 

【２】人権科目の変更について【議論・文書】 

 執行委員会より 

 前回のクラス討論でも出しましたが、現在大学当局は人権科目「偏見・差別・

人権」の運営形体を変更しようとしています。これに対して、10 月 15 日の運営

会議において、執行委員会として申入書を提出することを決定しましたので、議

論内容と、少し変更された文面について、ここで周知をさせていただきます。 

 

（０）事の経緯と問題点。（前回のブロック会議より） 

①経緯 

  9 月 11 日の部局長会議において、人権科目「偏見・差別・人権」の授業運営

形態が、１０学部の輪番制から高等教育研究開発推進機構へ一本化される旨報

告があった。これを受けて、現在、対応部局が調整中であり、その中で、今期

（12 年度後期）の人権科目「偏見・差別・人権」の授業が不開講になるという

事態になっている。 

 

②問題点 

＊「偏見・差別・人権」の授業が開催されるにいたった理由。 

全学共通科目「偏見・差別・人権」は 93 年に起きた矢野事件（当時の東南

アジア研究所長・矢野暢が複数の女性秘書に性暴力を犯した事件。すべての裁

判で矢野が敗訴）を受け 94 年に開講されたものである。これはハラスメント

の加害者になりうる教員が学生と討論する中で意識改革をしていくことをその

目的としていた。そのため、多くの研究者に人権問題に主体的に取り組んでも

らうために、10 学部の輪番制として開催されてきた。 

 

＊今回の運営の転換についての問題点。 

この科目が教員の意識改革をその主眼としていた以上、人権科目の運営が高

等教育研究開発推進機構に一本化されるのは、意義に反しているのではないか

という点である。 

http://dougakukai.blog.fc2.com/
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＊「偏見・差別・人権」授業の不開講についての問題点。 

  京都大学における差別事件は今尚頻発しており、人権意識の向上は焦燥の課

題である。昨年も医学研究科の教員のアカハラが発覚しているし、今年度に入

っては露骨な部落差別を煽る落書きが何件も発見されている。この状況を見る

ならば、人権教育は強化こそされるべきであり、人権科目の不開講などあって

はならない。 

 

（１）その後の変遷 

①大学当局よりの文書 

 人権科目の不開講問題について、同学会として行動を始めたところ、担当とな

っている高等教育研究開発推進機構のＨＰ上で以下のような説明がなされまし

た。 

＊高等教育研究開発推進機構ＨＰ（http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/oa.cgi?a=104） 

  京都大学としては，人間社会における偏見と差別にかかわる諸問題に関する，

研究と教育は，大学が果たすべき重要な基本課題であると考えています。それ

を踏まえ，１０学部が１年交代で企画・運営を行うことにより，平成６年度か

ら全学共通科目「偏見・差別・人権」を開講してきましたが，開講後２０年近

くが経過し，授業内容に関して，当初の主旨が引き継がれているとはいえない

部分があり，本学として検討を行い，平成２５年度からは高等教育研究開発推

進機構が企画・運営を行うことになりました。 

  京都大学が学生に対して全学共通科目として提供すべき授業科目としてふ

さわしく，かつ，全体を通して一貫した内容となるよう，今後，授業内容の見

直しをはかっていきますので，やむを得ず，平成２４年度は不開講となりまし

た。ご了解いただくようお願いします。 

  

＊これを受けての議論内容 

  上記の当局よりの説明を見れば、当局としては人権研究を放棄する立場では

なく、人権科目の内実をより充実させる立場であることは分かります。 

しかし、前回の議案でも展開した通り、やはり研究者の意識改革という人権

科目「偏見・差別・人権」のもつ当初の目的は、一切捨象して議論が進められ

ているように思います。 

従って、執行委員会としては、大学当局の「人権科目をより内実あるものに

したい」という立場は尊重しつつ、現在の政策が当局自身の立場とも相反する

http://www.z.k.kyoto-u.ac.jp/oa.cgi?a=104
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ものである点を指摘する内容を、申入書として提出したいと思います。 

 

②改定申入書 

 変更は下線部になります。この申入書は、10 月 26 日の中執昼休み行動後に提

出しに行きたいと思います。交渉の様子などを見たい方は是非、昼休み後に学生 

センターまで来てください。 

 

申入書 

京都大学総長 松本紘 殿 

京都大学同学会執行委員会 

 9 月 11 日の部局長会議において、人権科目「偏見・差別・人権」の運営形態が、

１０学部の輪番制から高等教育研究開発推進機構へ一本化される旨報告があっ

た。これを受けて、現在、対応部局が調整中であり、その中で今期（12 年度後期）

の授業科目「偏見・差別・人権」が不開講になるという事態が起こっている。 

 これらの措置についての問題点を以下に展開する。 

 

・運営形態の転換についての問題点。 

この科目が教員の意識改革をその主眼としていた以上、人権科目の運営が高

等教育研究開発推進機構に一本化されるのは、意義に反している。 

情報公開連絡会では、今回の措置についての理由として、その意義が引き継

がれていないため、教員の意識が低下し授業内容が希薄になってしまっている

点などが指摘されている。 

なるほど、それは由々しき問題であるし、この課題に積極的に取り組み、人

権科目をより充実した内容に改革したいという大学当局の立場は、同学会執行

委員会としても支持するところである。 

しかし、それで研究者の意識改革がないがしろにされるならば、その改革は

本末転倒と言わざるを得ない。授業内容の希薄化とは、研究者の人権意識の低

下を示す事態であって、この課題に研究者が真剣に取り組むことこそ、人権科

目「偏見・差別・人権」の本質的な意義ではなかっただろうか。 

 

・「偏見・差別・人権」授業の不開講についての問題点。 

  「偏見・差別・人権」が不開講になっていることは、さらに重大な問題であ

る。京都大学において差別事件は今尚頻発しており、人権意識の向上は喫緊の

課題である。昨年も医学研究科の教員のアカハラが発覚しているし、今年度に
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入っては露骨な部落差別を煽る落書きが何件も発見されている。この状況を見

るならば、人権教育は強化こそされるべきであり、人権科目の不開講などあっ

てはならない。 

  今回の不開講決定の意図が、人権教育の充実を目的にしているとしても、人

権科目が不開講になってしまっては、大学当局の立場には疑義が残るといわざ

るを得ない。 

 

 以上から、私たちは以下申し入れる。 

一、研究者の人権意識の低下についてどのように考え、対策を検討しているのか

表明せよ。それ抜きに、ただでさえ少ない研究者の意識改革の場を奪う、人権

科目「偏見・差別・人権」の運営形態の変更は、およそ認められるものではな

く、直ちに撤回することを申し入れる。 

一、12 年度後期に不開講になった人権科目「偏見・差別・人権」の代替となりう

る、あらゆる措置（集中講義や補講など）を検討、実行するよう申し入れる。 

 

10 月 26 日 

同学会執行委員会 

 

（２）まとめ 

 人権問題は意識的な行動抜きにはなくなりません。 

 同学会執行委員会としては、大学内の差別や抑圧を許さず、意識的に差別問題

を突破するために、今後も尽力して参りますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

 

【３】運営費交付金の支払い保留について【議論・

文書】 

執行委員会より 

前回の続きです。少し情勢が動いていますのでそのことも紹介しながら、展開

して行きたいと思います。 

 

（０）経緯と問題点（前回のクラス討論資料より） 

①経緯 

9 月 7 日政府は、特例公債法案の不成立を受けて、異例の予算執行抑制策を閣
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議決定しました。抑制策には国立大学運営費交付金の 50％以上の支払いを保留す

るという内容を含んでいます。抑制策が実施されれば、京都大学だけでも数十億

円規模の支払額減となり、大学の運営に大きな支障をきたすことが予想されます。 

 

②問題点 

＊政党間の政治ゲームで、高等教育の運営が阻害されている 

 この異例の事態の背景には、国会内における政治的駆け引きがあります。特例

公債法案の不成立は、8 月 29 日の参議院本会議で野田首相に対する問責決議案

が可決され、今国会が空転したことに端を発するものです。党派間の主導権争い

によって、予算を執行することもできず、国家の未来をつくるはずの大学運営さ

えままならなくなっています。 

 私たちはこのような政治のあり方に対して、大学の現場を担う主体として声を

上げていかねばならないと考えます。 

 

＊より深く議論するために～社会構造の問題～ 

 そもそも、毎年の国家予算の半分を赤字国債という形で賄わなければ国がまわ

らないという現実があります。これらの根本的な問題を解決することなしには、

例え今回臨時国会で特例公債法案が成立しても本当の解決にはなりません。教育

や社会保障といった社会にとって非常に重要なものが、借金という形でしか保障

できない、或いは保障せずに削っていくという現実をどうしてくのか。学問的立

場からも、学生一人一人が問題に向き合い、議論していくことが重要であると考

えます。 

 

（１）クラス討論などでの議論を受けて 

 以上提起ししたところ、いくつかのクラスで質問などが出ましたので、ここで

回答しておきたいと思います。 

①どうやったら、予算カットを止められるのか。 

 この現状がどうすれば止まるのか。執行委員会としても悩んでいることです。 

 止まる展望があるとすれば、過去の運動から学ぶしかありません。例えば、10

年の事業仕分けの際、大学予算が削られそうになったことがありました。この時

は、国大協として反対声明を出し、学生がパブリックコメント運動を展開する中

で、何とか予算カットを食い止めました。海外の例では、政府の不当な予算カッ

トに対して、学生や教職員がデモやストライキといった直接行動を行う中で、食

い止めたということもあります。 
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 何をすれば止められると明確にはいえないものの、この現状に対して問題意識

を持ち、行動したときに、変えられる現実は間違いなくあるということだと思い

ます。 

 

②予算半額がどれくらいの影響を及ぼすのか、用途がわからないので判断つかな

い。 

 京大全体の予算については、京大新聞が非常によく調べてくれています。 

 それによると、現在京都大学全体の収入は１５０８億円であり、そのうち運営

費交付金の占める割合は、５６８億円です。つまり、約 3分の１が運営費交付金

ということです。 

 運営費交付金の５０%カットとは、この５６８億円の半分を削るということで

すので、単純計算でも半年で１４０億円、三ヶ月でも７０億円のカットになりま

す。 

 これがどれほどの影響を及ぼすのかは、具体的に全て展開することはできませ

んが、来年度の予算カットの例を見ることで予想はできます。 

 来年度、京都大学当局は大幅な予算カットを目論でいますが、この８２億円カ

ットのうち、人件費のカットは２８億円です。京大の職員の数が、６８００人弱

ですから、一人当たり、年収４０万円ちょっとのカットになるということです。 

 単純にこれを当てはめるわけにはいきませんが、今回の運営費交付金の削減と

は、３ヶ月で４０万近く、一年で１４０万円の賃金カットが京都大学で行われよ

うとしているということだと理解していただければ、事態の大きさはつかめるか

と思います。 

   

（２）申入書 

 以上のような論点整理をしたうえで、執行委員会としては、以下のような申入

書を大学当局に提出することを決めました。 

 提出行動は１０月２６日を予定しています。是非とも多くの学生に参加してい

ただくようよろしくお願いします。 

 

 

申入書 

京都大学総長 松本紘 殿 

京都大学同学会執行委員会 

9 月 7 日政府は、異例の予算執行の抑制策を閣議決定した。抑制策には今後の
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国立大学運営費交付金を 3 カ月ごとに予算額の 50％以上の支払いを保留すると

いう内容が含まれている。これは大学の運営に大きな支障をきたすことが予想さ

れる。 

この異例の事態は、国会が空転していることに端を発する。党派間の主導権争

いによって、予算を執行することもできず、社会の未来をつくるはずの大学運営

に支障をきたすという事態は誠に遺憾である。社会を良くする議論の場であるは

ずの国会が、党派間の権力争いの場とされ、地方自治体や教育の現場がその割り

を食っている。この政治のあり方は、決して許されるべきではない。 

私たちは学問を担う主体として、この事態に対し抗議の意思を示す。また、京

都大学当局としてもただちに抗議すべきであると考える。人類の未来を創造する

大学が、不当な政治運営の中で直接の被害を受けながら、沈黙を決め込むことは、

大学の社会的責務からしても許されるものではない。 

以上のような論点から以下の 3 点を申し入れる。 

 

1）予算執行の抑制策について京都大学としての立場を表明すること。またその

立場とは、抑制策の決定に抗議するものであって然るべきだと私たちは考える。 

2）予算執行の抑制策に対して抗議声明を出すよう国立大学協会に働きかけるこ

と。 

3）運営交付金の支払いが保留された場合、どのような計画で大学を運営してい

くのか明らかにすること。 

１０月２６日 

同学会執行委員会 

 

 

【４】自転車規制の強行について【議論】 

中央執行委員会より 

（０）運営会議での議論 

 クラス討論でも周知してきましたが、現在京都大学で自転車・自動車等の規制

が行われています。10 月 15 日の同学会運営会議では規制の内容をあらためて整

理すると共に、誰がどのような理由で規制を強行したのかについて議論になりま

した。以下の文章を参考にして、責任者に提出する抗議文の内容を深めていきま

しょう。 
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（１）運営管理者 

この規制の決定を行っている組織は環境安全保安機構といいます。 

彼らの主張は次の通りです。 

吉田本部構内には2000台の駐車スペースが不足しており、教育・研究の場にふ

さわしい環境保持及び緊急災害時の通路確保、歩行者の安全確保のため、駐輪場

の増設を行うと共に自転車の走行マナーについての注意喚起を行いたい。規制実

施にあたっては今年1月に行われたアンケートの結果を参考にした。（機構ホー

ムページより） 

 

（２）規制についての進行具合と今後の予定 

①自転車規制について 

2000 台の駐車スペースを確保するために機構側は、停めてもよい場所を学生

との討論無しに選別しています。 

10 月 19 日現在、駐輪場整備第一弾が終了しています。具体的には付属図書館

前のスペースです。 

機構側は工事終了後、2 週間のキャンペーンを遂行しています。 

＊キャンペーン内容 

・交通整理員を 2 名配置し施設部環境安全保健課が協力して、駐輪場への駐輪を

促す。 

・各部局の教職員にも建物周辺の所定の駐輪場への駐輪に関する誘導について協

力を要請。 

  

キャンペーン期間は平成２４年１０月１５日から 平成２４年１０月３１日ま

でです。来年度は４月に実施が予定されています。今後は毎年１回の実施が予定

されています。対象場所は吉田本部構内全域です。 

交通整理員２名を中心にキャンペーン終了後も取組を続け、引き続き各部局でも

可能な範囲で誘導を続けるようです。 

 

＊自転車規制に対する整理と反論 

前回のクラス討論でも述べましたが、運営会議での討論も踏まえてもう一度整

理します。 

一つに機構側の主張として「交通安全の確保」が述べられていますが、新しい

駐輪スペースの確保と交通安全が保たれることの関連性が不明瞭です。とめても

いい場所を限定するということはむしろ、自転車がその場所に集中し混雑するこ
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とを意味します。駐輪スペースが限られているために授業の移動時間にそこを目

指して混雑し、事故が起こるのではという意見もあります。 

 

二つにバーコードによる自転車の入構規制管理が予定されていますが、それと

交通安全の確保とは一緒にしてはならない問題です。 

学外の京大利用者を選別し、専用の駐車スペースにとめさせることが構想とし

てあげられていますが、これは明確な自治破壊です。学内者か学外者かの基準は

簡単に決められるものではなく、京大を使う全員がそれぞれの裁量に基づいて駐

車禁止場所を選定し、あとはわけ隔てなく自由に駐車することが許されるはずで

す。 

大学側が勝手に選別することはあってはなりません。仮にそれで安全が確保さ

れたとして、それは討論からはじかれた誰かを踏みつけた上での安全に他ならず、

大学自治の死につながります。あらためて全学説明会の開催を要求しなければな

りません。 

さらに、バーコードには学生番号と名前を登録するため、施設利用者の名前を

大学側がいつでもチェックできるという仕組みに転用される危険性もあります。

ここも追及しなければなりません。 

 

三つに駐車スペースの数が少ないからつくるということが述べられています

が、その一方でとめていい場所を限定し、結果的に今まで学生が自らの裁量で駐

車していた場所を駐車禁止にする政策になっています。禁止にするならばその根

拠を明確にする必要があります。本質的には車椅子のスロープ・点字ブロックな

ど、とめてはならない場所を特定し学生に周知することが交通安全に責任を取る

ベストなやり方だと思われます。 

 

②車両入構制限について。 

来年度の 4月 1日より自動車規制が行われようとしています。 

＊具体的には以下の通りです。 

・カーゲートを設置し構内への入構を制限することによって入構台数を減らす 

・一般車両の長時間駐車は課金対象とし、臨時入構車両を抑制する。 

・入構車両制限により入構台数を減らし、路上駐車を無くす。路上駐車は消防活

動の妨げとなるので、構内の駐車場へ駐車させる。 

 

＊料金案としては以下の通りです。 
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・徴収目的は構内への車両入構料金として徴収する。（駐車を保証する料金では

ない） 

・定期入構費用として、月額3,000円を予定。 

・周囲の駐車場利用料金を考慮し、臨時入構車両は１時間無料、以後１時間超過

毎に300円の課金を行う事が予定されています。 

 

＊ 車両入構制限の論点の整理と反論 

機構側は規制の正当性としてアンケートを挙げています。 

構内交通安全に関するアンケート（問７）「本部構内自動車入構について」の

回答で、自転車入構について改善を求める意見が多く寄せられました。同じく（問

８）「本部構内への交通問題に関して自由意見」においても自転車の通行や自動

車について危険を感じたという意見が多く寄せられました。 

アンケート結果にもあるように、構内の安全対策には自転車入構台数制限と駐

輪場整備の両方一体となった対策が必要です。（機構ホームページより） 

 

これに関しては、いくつもの問題点があると思いますが、今回は提起せず、今

後の討論に付したいと思います。 

 

（３）まとめ 

大学側が独自の指針に基づいて、学生からの直接の反論を受けずに規制を行っ

ているのはおかしいと思います。これまで再三、学生との討論をした上で方針を

決めることが確認されてきました。機構側はアンケートの実施を持ってそれに代

えようとしています。全学説明会を開かせることを要求し、現在の事態に抗議し

ましょう。 

上記の文章がその内容討論の参考になれば幸いです 

 

 

【５】立て看板の規制に関して【議論・文書】 

中央執行委員会より 

 前回クラス討論資料において申入書を提出する旨を提起しました。15 日の運営

会議にて多少文面を修正したうえで、執行委員会名において申入書を提出するこ

とを決定しました。10 月 26 日昼休み情宣の後に他の申入書と合わせて提出する

ので、興味のある方は一緒に行きましょう。以下に文面を載せるので、確認して
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ください。「これじゃ納得できないぞ」と思う部分があるのなら、今後は運営会

議や金曜昼休みの情宣、あるいは同学会メールアドレスにて提起するようお願い

します。 

 

 

申入書 

京都大学総長 松本紘 殿 

京都大学同学会執行委員会 

 7 月 18 日に正門周辺の立て看板に対し京都大学より「通告書」が貼り出され、

8 月初頭には全ての立て看板が強制撤去された。我々はこのことに強く抗議する

とともに、撤去した立て看板の再設置と、以下の質問に対する説明と話し合いの

場を求める。 

 

・ 「正門周辺の構築物や許可の無い立看板等の設置を認めていません」とある

が、いつ誰がそのような決定をしたのか。 

・ 正門周辺の構築物や立て看板を許可制とする明確な根拠は何か。 

 

 その理由を以下に述べる。 

一）学生がキャンパスに立て看板を立てる権利は、表現の自由として過去数十年

に渡って維持されてきた。正門周辺の立て看板の強制撤去は、学生の大学にお

ける自由な表現を阻害するものである。 

二）今回出された「通告書」とそれに付する強制撤去は学生との話し合いを全く

経ず大学当局が一方的に行ったものである。これは大学における学生自治を否

定し不当に介入する行為である。 

三）正門周辺の立て看板の規制に関しては 2011 年 3 月に開かれた説明会におい

て、継続議論とすることが確認されている。今回の強制撤去は当時の合意事項

を一方的に踏み破る許しがたい行為である。 

四）立て看板は学生の個人的所有物であり、当該との話し合いを経ずに撤去する

行為は全くもって不当である。 

 

以上のような論点から、同学会執行委員会は今回出された「通告書」と正門周

辺の立て看板の強制撤去に強く抗議するとともに、撤去した立て看板を再設置し

今回の件に関する説明と話し合いの場を速やかに設けるよう強く求める。 

10 月 26 日 
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同学会執行委員会 

 

 

 この問題において一番重要なのは、立て看板をどこに立てるかなどの運営は学

生が話し合って決めるのが重要だということです。例えば「正門周辺に立て看板

があるのは耐えられない」「自分も看板を出したいがスペースが無い」というよ

うな意見を持っているなら、立て看板を置いている当該団体と話し合うか、ある

いは同学会などでどうするかを議論する。それが学生自治であり、同時に大学当

局に一方的な規制をさせないということです。中執としては、運営会議等で提起

されればそのような議論もやっていく心づもりです。 

 補足ですが正門周辺の立て看板規制に関しては、2011 年の説明会において大

学当局は「美観が悪くなるから立て看板は規制する」、「正門周辺には大学の看板

も出さない」と言っています。しかし今回の強制撤去の直後に、正門前に大学当

局の看板が堂々と出されていました。これは「大学当局の看板は良いが、学生が

自由に看板を立てるのは許さない」という意味に他ならず、核心は「美観問題」

ではなく学生自治の破壊だということを確認しておきます。 

 

 

【６】今後の日程 
１０月２５日  情報公開連絡会 

   ２６日  申入書提出行動  

１１月 ２日  運営会議 


