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1975. 3 . 14 

No. 107 

同和問題委員会中間報告について

京都大学総長岡本道雄

このほど本学同和問題委員会より総長あて審議

経過についての中間報告が提出されましたので，

昨年9月の同委員会答申「大学における戸籍抄本

等の提出について」とともに，掲載します。

上記中間報告および答申の趣旨実現について

は，全学にわたって努力が払われ，すでに実施の

運びに至ったものも少なくありませんが（別項

「経過報告」および「同和問題委員会答申の趣旨

実現について」参照），なお検討中あるいは関係

省庁等と協議中のものもあります。後日まとめて

実現の状況報告をいたす所存であります。

昭和50年 1月20日

京都大学総長

岡本道雄殿

京都大学同和問題委員会

委員長森口兼二

同和問題委員会中間報告

本委員会は，昭和48年1月16日付達示第2号の

京都大学同和問題委員会規程により， ド総長の諮

問に応じて次に掲げる事項を調査審議し，および

これらについて必要に応じて総長を補佐する」も

のとして設置された。 「次に掲げる事項」とは，

1 同和問題の教育および研究に関すること。

2 同和問題の調査および資料の整備に関する

こと。

3 同和問題の啓蒙に関すること。

4 その他同和問題に関すること。

である。

委員会が実質的に発足したのは，昭和48年4月

京都大学広報委員会

10日であるが，委員会としては，上記規程に定め

られた事項を審議するため，発足後今日までに二

十数回の会議を行った。委員会としては，本委員

会の基本的な在り方を，問題の発生に対して代行

的に問題の処理を行うような対策機関として機能

するのではなく，大学が部落問題の解決に貢献す

る役割を果すよう全学の関心を高め，大学として

部落解放を推進するための具体的な方策を審議す

ることにあると考えてきたのであるが，委員の改

選期前に今までの審議経過の大要を整理し，中間

報告としたい。

1 同和問題の教育および研究に関すること

同和問題とは，日本社会の歴史的発展の過程に

おし、て形成された身分階層構造に基づく差別によ

り，日本国民の一部が経済的 ・社会的 ・文化的に

低位の状態におかれ，現代社会においても，なお

いちじるしく基本的人権を侵害され，とくに，近

代社会の原理として何人にも保障されている市民

的権利と自由（職業選択の自由，教育の機会均等

を保障される権利，居住および移転の自由，結婚

の自由など）を完全に保障されていないという，

もっとも深刻にして重大な社会問題である。した

がって，その早急な解決こそ国の責務であり，同

時に国民的課題なのである（同和対策審議会答申

参照）。 学問の教育 ・研究を通して真理と正義を

愛する人聞の形成を重要な責務とする大学にあっ

て，教職員・学生の部落問題に対する自発的な研

究 ・学習を奨励し，各専門分野において，部落解

放に貢献し得る研究 ・教育の発展に努力すること

は，われわれ大学人が当然果すべき社会的責任で

あろう。

この点に関し，われわれが反省しなければなら

ないのは，何よりも，大学にあって，もっとも積極

的 ・主体的に同和問題に取り組まねばならない立
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京大広報

場にある教官眉の努力の不足である。昭和47年 6

月の教育学部における教育実習生に対する差別的

指導の問題，昭和48年 1月の本学一教官による雑

誌、寄稿文中における差別文言の問題，昭和49年6

月の理学部の問題に関連して明らかになった職員

採用時 ・学生入学時等における提出書類（戸籍謄

抄本 ・住民票写等の取扱い）の問題等は，いずれ

も本学の同和問題に対する従来の認識と自覚の不

十分さを示したものと考えられるであろう。

大学が真理探求のための学術の中心として，学

聞の基礎的 ・専門的な教育と研究を行うことを使

命とすることはいうまでもないが，自由な真理探

求の道程は，多くの歴史的 ・社会的な障壁に直面

し，それらを克服する過程として続けられてきた

ものであり ，また，真理探求に対する歴史的障壁

とは，市民的権利と自由に対する不当な社会的抑

圧と深く関連したもので、あった。今日の同和問題

が，日本国民における市民的権利と自由の平等な

保障が行われていないという国民的課題と して存

在しているかぎり，同和問題に関する研究と教育

は，大学が果すべき重要な基本課題であると考え

ねばならない。各学部や研究所は，それぞれの専

門領域における研究と教育が，同和問題等基本的

人権にかかわる社会現実の解明と改革に，どのよ

うな仕方で貢献しうるかを検討しつつ，その成果

を授業と研究のなかに実体化してし、く努力が望ま

れる。

ところが現在，教職員における同和問題に対す

る自己研修や研究はなお全体としてきわめて不十

分であり ，学生に対する同和問題の授業も，教養

部の国史学および教育学の演習において各4単位

と教育学部の同和教育講義が前 ・後期各2単位開

講されているのみである。

このような現状を考えるとき，われわれは教官

自身が積極的に研究 ・学習の機会をもつように努

め，学生に対する授業も，同和問題や人権問題に

関する概論の講義を教養課程に位置づけるべきで

はなし、かと考える。すなわち，学生の所属学部の

いかんを問わず，同和問題等に関する講義を，す

べての学生に必要な一般教育科目として開講する

ことが適切であろう 。教育学部における同和教育

の講義や将来検討されるべき他の諸学部における

専門課程の同和問題に関する授業は，教義課程に

おける概論を前提とし，それとの系統性 ・関連性

を考慮して充実すべきであろう。

また，教育実習生に対しては，現在のところ上

記教育学部の 「同和教育」の講義を，教職に必要

な 「勧奨科目」として，積極的に受講するよう指

導しているほか，実習前に 「同和教育オリエンテ

ーション」，実習後に経験交流会を行っている。

更に昭和49年度は，同和教育 ・人権教育等に関す

る実習生の理解を助けるために， 「教育実習オリ

エンテーション基礎資料」の配布を行ったが，昭

和50年度以降は大学財政がきわめて困難な状況に

あるため，同種の資料集を作成 ・配布するために

特別な考慮が必要であろう。

（なお，同和問題の教育および研究に関連し

て，本学教養部同和問題等委員会においても，昭

和49年 2月28日，教養部教授会の諮問に対する答

申において， 「一般教義科目として同和問題等に

関する講義を開講することは必要であるとの結論

に達した」としてその具体化を急いでいるが，同

時に， 「便宜主義的な措置で問題の重要性を糊塗

するわけにはし、かなし、」として，次のような見解

を示している。すなわち， 「学聞の基礎的な研究

と教育を任務とする大学にあって，差別の問題を

学聞における人間の欠落の問題と関連させて考え

るならば，基本的かつ長期的には」 ， 「すべての

学問領域の自己変革が並行すべきであるととも

に，同和問題等に関する講義も，差別の問題それ

自体をより基礎的な次元で取扱うのが望ましい」

とするのである。）

2 同和問題の調査および資料の整備に関するこ

と

2についての本委員会の審議は，文献 ・資料セ

ンターの設立を長期的目標とし，目標に至るまで

の経過的な措置をどのように考えるべきかを中心

に行われてきた。その大要は，次のとおりであ

る。

本学の教職員 ・学生が部落解放に必要な調査研

究や学習を積極的に行ってし、くためには，それら

に役立つ文献 ・資料類の収集 ・整備と，これを容

易に利用し得るような手だてが講じられねばなら

ない。この事業は，多額の予算と活用するための

機構を必要とするものであるが，当初は，もっと

も基本的な同和問題の文献 ・資料（場合によって
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は資料室もしくはコーナー）を，本学構内の数箇

所（たとえば，本部構内・教養部構内・北部構内・

医学部構内など）に設置していくことが望ましい

と考えられる。

ところで，この種の文献・資料は，設置場所を

どこにするとしても，性質上，当然学部の枠をこ

えた共同利用に供し得るものでなければならない

し，文献 ・資料の拡充をはかつていくに際して

も，その選択を設置部局に個別に委ねるのではな

く，妥当な選択に基づいて全体的に配慮していく

ことが望ましいであろう 。このような点に留意す

るなら，同和問題委員会内にたとえば同和問題文

献 ・資料小委員会といった常設の委員会を設けて

必要図書の選定を行い，附属図書館にその購入 ・

保管・閲覧等の事務を委託するのも一つの方法で

あると考えられる。なお，この種の資料 ・文献の

収集・整備は，将来，学内外の部落問題に関する

高度の研究要求に応じ得るような，本格的な文献

センター設置へと発展させていく構想、を含めて，

更に検討を続けねばならないと考える。

また，本委員会は，昭和49年6月15日， 「大学

における戸籍抄本等の提出について」岡本総長の

諮問を受け，この問題に関する調査 ・検討を行ーっ

た。その検討経過については 「4 その他同和問

題に関すること」において記すとおりである。

3 同和問題の啓蒙に関すること

京都大学広報委員会は，昭和47年 9月11日に，

京大広報号外として「同和対策審議会答申」およ

び「同和対策事業特別措置法」を学内教職員・学

生に配布したが，これは同和問題の啓蒙上きわめ

て重要なことであり，新任教職員・新入生等に対

しでも，配布すべきであると考える。

また，一般教職員および学生に対する啓発のた

めの機会についても適切な措置が講じられねばな

らない。各部局において，すくなくとも年一回の

講演会 ・学習会等の企画がなされるべきであろ

う。

4 その他同和問題に関すること

本委員会は，岡本総長より， 「大学における戸

籍抄本等の提出について」昭和49年 6月15日，諮

問を受けた。委員会は，本問題に関して小委員会

も設け，調査と審議を行った結果，昭和49年 9月

17日， 別記のような答申を行った。

なお，学生就職時の求人側所定用紙（出願書類

の様式）についてみれば，そのほとんどが本籍地

（都道府県名のみ）の記入のみを求めているが，

なかには本籍の記入欄を設けているものもある。

また，採用に際しては，ほとんどの企業 ・官公庁

が戸籍謄（抄）本の提出を求めている。このよう

な現状を考えれば，本人の申請のみによって万一

誤記があり得る事態に具えて， 「本人の申請に基

づき記載したものである」旨の注意が必要であろ

う。更に，このような戸籍謄（抄）本の提出を求

める求人側に対しては，すでに全国高校長会議の

決議と要請に基づき，中央 ・地方行政官庁におい

て，統一応募方式（戸籍謄抄本類の提出も本籍の

記載も求めないもの）によることを指導している

ことに注意を促し，大学側の主旨を部落解放の観

点に立って容易に理解させるための説明文を用意

しておくべきであろう。

国家公務員や地方公務員の任用に関しては，教

職免許の申請様式などを含めて，全国的に答申の

方向性において，漸次改善される展望をもち得る

が，なお法規によっては改善に困難の予想される

場合もある。たとえば，博物館法施行規則第11条

に定める学芸員の資格認定申請の場合，受験願書

に本籍の記載を求めているのみでなく，住民票の

写しも添えるよう明記されている。今後，すべて

の官公庁を通じての統一措置の確立が行われるよ

う，関係方面との連絡をとり，実現にむけて努力

すべきものと考える。

昭和49年 9月17日

京都大学総長

岡 本 道 雄 殿

「大学における戸籍抄本等の提出について」

京都大学同和問題委員会答申

委 員 長 森 口 兼 二

京都大学同和問題委員会は，昭和49年 6月15

日，本学総長より 「今回の理学部の問題に関連

し，大学における戸籍抄本等の提出について」諮

問を受けた。

われわれは，同和問題を「人類普遍の原理であ

る人閣の自由と平等に関する問題であり，日本国

憲法によっ て保障された基本的人権にかかわる課

題」であって， 「その早急な解決こそ国の責務で
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あり，同時に国民的課題でるる」 （同和対策審議

会答申）との基本認識に立って本問題の審議を行

った結果，つぎのような方針に沿って善処すべき

であるとし、う結論に達した。

すなわち，本学においては，今まで，職員の採

用および学生の入学時等に，戸籍謄（抄）本等の

提出を求めてきたが，戸籍謄（抄）本や住民票

（写）等の書類には部落差別につながる本籍や生

育歴が記載されており，差別意識がひろく残存し

ている現状においては，本人の人権 ・人格の侵害

を招くおそれがある。このため，本委員会は，今

後の本学における職員の採用および学生の入学等

に際し，戸籍謄（抄）本または住民票（写）の提

出を求めるべきではないと考える。

なお，本人の諸権利を擁護し福祉を増進する上

で，戸籍に関する書類を必要とする場合は，住民

票（写）によるのではなく，住所 ・氏名 ・生年月

日・扶養親族の有無等の確認を行うに必要な「住

民票記載事項証明書」によって行うことが適当と

考えられよう。当該市町村長が上記証明書の交付

をしていない場合は，昭和43年3月26日付自治振

第41号により，上記証明を行う旨の指導が自治省

行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知

（住民基本台帳法に関する質疑応答集の問13に対

する答参照）されている趣旨に基づき，大学とし

て協力を求めるべきであると考えられる。

また，職員の採用に際して必要とされる欠格条

項不該当の確認は，職員の誓約書等によって，こ

れを行うのも一方法であろう。学生については，

戸籍謄（抄）本の提出を求める方式を改め，本籍

を記入する必要のない身上記録等を作成させて保

存するのが望ましいと考えられる。

本委員会は，以上のような方針に基づく捨置

を，できるだけ早い時期に実施に移されるよう答

申する。

（参照）

O住民基本台帳法に関する質疑応答集に

ついて

（昭和43年3月26日自治闘4「
自治省行政局振興課長から各都）
道府県総務部長あて通知 ／ 

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）および

住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）の

実施に関し，別紙のとおり 「住民基本台帳、法に関

する質疑応答集」を送付するから，管下市町村に

示達のうえ，よろしくご指導願いたい。

なお，このことについては，法務省，厚生省，

社会保険庁，食糧庁および防衛庁とも協議済みで

あるので念のため申し添える。

住民基本台帳法に関する質疑応答集

問13.住民票の記載事項の証明の請求があった場

合の取扱いはどうか。

答当該請求に応じ，証明すべきである。

経過報告

昭和49年6月15日，京都大学総長は「今回の理

学部の問題に関連し，大学における戸籍抄本等の

提出について」京都大学同和問題委員会に諮問

し， 9月 17日付で問委員会から答申が提出され

た。

総長は 9月20日付でこの答申の趣旨を実現する

ため，各部局において，実施に移すにあたっての

問題点を検討するよう依頼し，次いで、10月23日付

で同和問題委員会委員長より提出された資料を送

付した。以来各部局において鋭意検討された結果

が11月22日に持ち寄られ，総長はこの結果に基づ

いて，別項「同和問題委員会答申の趣旨実現につ

いて」の内容を50年1月14日拡大部局長会議に諮

り承認を得た。

1367-2 

昭和50年 1月29日

各部局長殿

京都大学総長

岡本道雄

同和問題委員会答申の趣旨実現につ

いて（通知）

同和問題委員会からの答申を受けて以来，答申

の趣旨を実現するため，各部局で御検討いただ

き，その結果をお伺いしたところでありますが，

更に大学全体とし、う視点から具体的に検討を行い

ましたところ，下記のとおり，成案を得ましたの

で，速やかに（遅くとも本年4月），これを実施

に移していただきたく，よろしくお願いします。

なお，職員関係分等残された部分につきまして

は，引き続き検討中又は関係省庁等と協議中であ

ります。成案ができ次第お知らせしたし、と存じ ま
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すので御了承願います。

記

学部学生，大学院学生，聴講生，医学部附属諸

学校学生，研修員等について

(1) 戸籍謄（抄）本の提出を求めない。

別表

文 書 等 の

願 書 : O入学願書 O聴講生願書

'Y-ι 験 票

合格者名簿

A寸u.ー 籍 簿 ：

名 簿

種

(2) 新たに作成する別表記載の書類から本籍又

は本籍地（欄）を除外する。ただし，法令等

により必要とされる場合については，本籍地

（都道府県名のみ）欄を残すことはできる。

類 備 考

｜ 入学試験

｜ 学部 ・大学院

｜ 学修生了者名簿名簿卒等業者名簿

0在学証明書 O在籍証明書（旧制大学院を含む。） 0在籍期間

証明書 O学業成績証明書 O履修証明書 O単位修得 （見込〕

証明書 O学修証書

0合格証書

証明書（各種） （社図書会教館育に関にす関する科る科目目司，書博物議館開に関すするる科科目目，

及び同交付願 その他。

0教員免許状取得（見込）証明書

0学土試験合格（見込）証明書

0大学院修了（見込）証明書

0学位授与（見込）証明書 O退学証明書

0現認証明書 Oその他の証明書

届（各種）

0住所属 O改姓名届 O改籍届 Oその他の届
事改改姓籍項証屈名屈は明書廃は止住を添。民票付記させ載

る。

求 職 票

保 証 書 －
入学許可もの際提出させ
ているの

履 歴 書

入学許可書

学生身上カード

学生生活カード

類その他上書記に
す る 類

入学試験の実施にあたってとられた

措置および経過について

る。

1 本学教養部の学生は，さる 1月23日国立大学

学費値上げ反対などを主張して無期限ストライ

キに入り， 1月24日以降教養部正門入口にバリ

ケードがつくられ，教養部の一部が占拠されて

きTこ。

本学において，さる 3月3日から 5日までの 3

日間にわたり行われた入学試験の準備主実施のた

めとられた措置および経過は，以下のとおりであ
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総長は，本年度入学試験委員会の意向をうけ

て，文学部及び経済学部の入学試験は教養部構

内において実施する計画を立てていたので，数

回にわたる部局長会議での討議の結果，学生に

よる自主解除の実現に期待をかけながらも，も

し自主解除されない場合には，大学の手でバリ

ケード撤去等を行うこともやむを得ないとの判

断に達していた。

2月25日，総長は評議会において，本学の現

状と上述の判断について説明し，「最後まで学

生の自主解除を期待するが，それが実現され

ず，大学の手で解除しなければならないとき，

また入学試験の実施にあたっても，響察の援助

を得なければならない場合もあり得ること，そ

の場合，その時期等について部局長会議の意見

をきいたうえで決定したし、ので，その点総長に

一任されたし、」旨述べ，評議会はこれを承認し

た。

2 2月28日，午後5時過ぎ下記の掲示が出され

た。

（掲示）

現在教養部において学費値上げ反対のスト

ライキが，行われているが，入学試験を実施

することは，大学に課せられた一つの重大な

社会的責務であるので，受験生に混乱と動揺

を与えるような行為は，厳に慎しむべきであ

る。

学生諸君は，入学試験のもつ意義を自覚

し，自らの責任において速やかに占拠，バリ

ケード等を解くよう響告する。

昭和50年 2月28日

京都 大 学 総 長 岡 本 道 雄

3 3月 1日，午前7時20分頃から学生部長及び

学生部委員が，教養部構内で集会を聞いていた

学生に対し，自らバリケードを解くよう説得を

続けた。 8時15分頃，学生達は，隊列を組んで

正門脇の潜門から退出した。直ちに本学の教職

員によりバリケードの撤去が始められ， 8時40

分頃，終了した。この問機動隊が一条通で待機

していた。学生による投石行為があったので，

機動隊は一時本部構内に立ち入った。

4 3月 2日，総長は下記の掲示を出し，構内立

入制限等の措置をとった。

（掲示）

3月 3日から 5日までの間入学試験実施の

ため，とくに試験場周辺における次の行為を

禁じます。

集会を聞くこと。

ー マイクを用いて静穏を害すること。

ーデモを行うこと。

四 その他入学試験を妨害する一切の行為

昭和50年3月2日

京都大学総長岡本道雄

（掲示）

入学試験を支障なく行うため， 3月 3日

（月）から 3月 5日（水）午後1時までの間，

次の措置をとることになりましたので各位の

理解と協力をお願いします。

本学関係者ならびに受験生以外の方の入構

を禁止する。

昭和50年3月2日

京都大学総長岡本道雄

(1）構内立入制限

3月 3日から 3月 5日午後1時までの間，

本学関係者並びに受験生以外は立入禁止。

(2) 車輔制限

3月 3日午前7時から 5日午後 l時まで，

本学関係者の車及び本学にやむを得ない用務

のある車輔以外は，入学試験を実施する構内

への入構を禁止。

(3) 車繭通行門（吉田地区構内）の限定

0本部構内

午前7時から午後6時まで入構は北門

出構は裏門

午後6時以降

O教養部構内

出入構は正門

午前7時から午後6時まで 出入構は西門

5 3月3日から始まった入学試験は，予定どお

り5日に終了した。

なお， 3月2日深夜，教養部E号館の窓ガラ

スの一部が破壊され，また， 3月 5日試験終了

直前，教養部正門に再びノイリケードがつくられ

た。
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