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1974. 7. 5 

No. 97 京都大学広報委員会

構内交通安全対策について

標記の乙とについて検討を重ねて乙られた安全
委員会から， 去る4 月15日， 別項のような提案が
あ りました。

安全週間にあた り， 乙とに掲載しますので， こ
のととについて御意見のある方は， 総長あて（経
理部管財課気付） に文書で提出してください。

京都大学総長 岡 本 道 雄

なお， 構内における車両の運行速度制限につい
ては， 従来の交通規制を一部改めて， 既lζ次のと
お り実施（車両交通制限標示板構内18か所に設置
済） してお ります。

車両交通制限
本学構内における車両の乗入れ駐車は， 本学

関係者又は本学i乙用務のある方以外は禁止しま
す。

構内通行の安全及び騒音防止のため下記のと
お り制限します。
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昭和4 9年4 月15日
京都大学総長

岡 本 道 雄 殿

安全委員会委員長
藤 永 太一郎

構内交通安全対策について
大学は， 本来， それにふさわしい環境のもとで

教育・研究が行われるべき場所であ ります。しか
るに， 今日， 京都大学もモータリゼーションとい
われる社会的奔流を避ける ζとはできず， 既iζ本
部地区各構内では車両の運行・駐車が無秩序とな
り， 教職員・学生の身の安全が脅かされる程であ
ります。しかも， 乙の様相は， 今後さらに悪化す
るものと思われます。

乙のため， 安全委員会においては， 早急に適切
な対策を樹てるべき必要を認め， 構内交通安全小
委員会を中心に， その方向と可能性等を検討して
まい りました。その結果， まとめられた対策の概
要は， 以下のとお り 2 段階になってお りますが，
先ず第l 段階から至急具体化されるよう提案いた
します。

記
1. 構内における車両の運行および駐車に対する

規制は， 次の目的を達成確保するだめに行うも
のとする。
1） 歩行者の通行が， 安全に行える乙と。
2） 消防活動と緊急時の避難とが支障なく円滑

に行える乙と。
3） 教育・研究および診療にとって， よ り良い

環境が保たれる乙と。
2. 乙れがため， 第1段階の規制として， 本部地

区各構内について統一的に次の措置をとる必要
がある。

1） 大学は， 構内における車両の運行速度を厳
重に制限し， 一方， 必要に応じて構内に， 歩
行者専用道路， 歩道および車両乗 り入れ禁止

区域等を設けるものとする。
2） 大学は， 歩行者 専用道路等の 設定に 応じ
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て， 駐車場を整理・統合のうえ確保し， 他の
場所での駐車を禁止する。各部局は， 駐車場
に要する土地 の使用について， 大学の方針に
協力するものとする。

3） 大学は， 本学教職員・学生および乙れに準
ずる者の通勤・通学車ならびに本学官用車お
よび学内団体の業務用車両に， あらかじめ登
録証を交付し， 乙れを 当該車両に 標示させ
て， 構内への乗 り入れを認めるものとする。

4） 外来車および資材運搬車等の構内乗 り入れ
は， 必要最小限にとどめるものとする。

5） 各部局は， それぞれが所在する構内ごとに
協力して， 当該構内の車両運行および駐車状
況を適時把握するとともに， 規制違反車に対
しては注意蓄を貼付するなど適当な指示を行
うものとする。

3. 以上が第1 段階の規制であるが， ζれによっ
て大学が認めるとととなる構内乗 り入れ・駐車
台数は， 大学が確保できる駐車場の収容能力を
はるかに乙えるとととな り， 第1段階の規制で
は実効があがらないととも十分予想される。従
って， 第1 段階の規制実施後は， すみやかに第
2 段階の規制， すなわち， 乗 り入れ・駐車台数
の許可制限と規制違反車に対する強制撤去措置
等を実施するとととする。しかし， とれら強い
規制実施のためには， 事前に教職員・学生等大
方の理解と意志の一致が得られるよう， 大学と
して格段の努力が必要であると恩われる。

注）先頃当委員会が部局に依頼した調査では，収容を要
する車両台数を 必ずしも 正確には 把纏できて いない
し駐車場の検討についても部局ごとに大きな差が認
められる。 従って， 当面は， 構内の運行と駐車とを 主
に規制し， 部外事の構内 乗り入れを 制限するととも
に， 次の規制の準備として， 通勤・通学専等を 一応登
録制とし，これによって乗り入れ台数とその実態を 正
確に把握して， 台数制限の方法と限界および駐車場確
保の可能性と限界を 見極めるなどしていく必要がある
と恩われる。 このことも規制lを 2段階に分けて実施す
るよう提案する ことになった一つの 理由である。 ま
た， 第2段階の規制実施までには大学としても，それ
相応の工事を要するなど準備期間も必要であろうとい
うのが， 他の理由である。

安全週間によせて

今年も例年どお り7月 1 日から7 日まで， 国家
公務員 安全週間が 実施されます。 乙の安全 週間
は， 国の各職場に発生する不幸な災害を根絶し，
もって公務能率の向上に資するために行われる官
庁の全国的な安全運動であって， 今年は数えて25
回自にな ります。

もちろん， 乙の運動は官庁だけのものではあ り
ません。7月 1 日は， 「国民安全の日」と定めら
れてお り， 国民のひと りひと りがその生活のあら
ゆる面において安全についての反省を加え， 安全
の確保lζ留意し， とれを習慣にまで高める乙とに
よって各種災害の発生の防止をはかるととをねら
いとして， 広い運動が展開されます。民間各事業
場を対象とする全国安全週間も， 労働省および中
央労働災害防止協会の主唱のもとに， 労働災害の
根絶と防止を期して， 同 じく7月 1 日から7日ま
で実施されます。

京都大学においても， 国家公務員安全週間にあ
た り， これらの運動との述携を保ちつつ， 乙の週
間の趣旨を十分理解し， ζれを機会に管理者をは
じめ教職員が一体とな り， 相互に協力して安全管
理活動の推進をはか り， 災害の栂絶を期したいと
考えます。

II 

さて今年の運動は， 「“絶対”と思ったときに
もう一度」を標語として実施されます。

労働災害による被災者と死亡者は， 年々減少の
傾向にあ りますが， 近年においては， 機械設備等
の大型化や工事の大規模化等lζ伴う潜在危険性の
増大， 新しい生産方式の導入， 技能労働力の不足
等ーから生ずる困難な問題が次々に提起されていま
す。乙れは， 大学においても同様であって， 乙れ
らの問題に対処し， 安全水準の向上を期するため
には， 管狸者をはじめ教職員が， 労働災害発生の
現状と問題点を的確に認識し， それぞれの立場で
その防止について創意工夫をとらすとともにそれ
を確実に実施して， 安全かつ快適な職場の形成を
はかる乙とが必要であ ります。

ζのような見地 から， みんなで考えみんなで実
践する乙とにな りますが， やは り何といっても，
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し， 明るい職場を つくろうという 趣旨で あ りま
す。具体的重点目標は， 次のようなととにな りま
す。
1 ） 安全管理体制の充実

本学においては， 人事院規則10-4 （職員の
保健及び安全保持） をうけて， 京都大学職員健
康安全管理規程を定め， また安全委員会を設け
て， 安全管理の基本体制を確立しています。第
1図は， との機構の概要です。

広大

ちょっとした 気の ゆるみや 馴れによる 安心感か
ら， 安全でない動作や作業が行われがちで， 乙れ
が重大な災害発生の原因となる乙とが少なくあ り
ません。 そ乙で， 今年度の 国家公務員 安全週間
は， 「“絶対”と思ったときにもう一度」を標語
に， 職場で行われているすべての安全管理活動を
乙の際見直して， 危険な設備等はないか， 危険な
動作は行われていないかを再検討し， 全教職員が
安全思想を身につけて， 災害の発生を未然に防止

京

保健・安全管理機構図
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〔備 考〕
I. 「規程」とは， 京都大学臓員健康安全管理規程のζとである．
2. 図中①①は， ともに教磁員の意見であり， 矢印は， その処理の経絡を示

す．①は部局限りで処理できる事項であり， ①は他部局への関連等全学的
問題として処理する乙とが適当な事項である． なお， 処還を要する問題と
しては部局管理機情で自主的にとり上げるものがある． ζの場合も， 上と
同様の経路をとって処理される．

3. 図中①I主， 委員会の答申・建援であり， 矢印はその形成・処理の経絡を
示す．

4. 左の点線をもって翻った部分は， 部局の管理俊備を示す．意見聴取のた
めの委員会・懇談会等については， 部局どとに， 実情に却して適当に処理
されるべきもので， 己ζに示した図式Ii， 一例に過ぎない．
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ければな りません。
2 ） 安全教育

毎年7月 初旬に実施される本学の放射性同位
元素等の新規取扱関係者に対する教育訓練は，
全学的な安全教育の一つであ りますが， 個々の
部局・作業場においても， それぞれ危険・有害
な業務に教職員を新たに配置した場合， 新しい
機械・設備・方法を導入した場合等には， 安全
教育を徹底し必要な知識と技能を付与しなけれ
ばな りません。特に大学においては， 技術革新
の最先端で試験的に行われる実験， 開発テスト
等も多くあ りますので注意を要します。

3 ） 危険な作業を必要とする設備等の点検整備等
昨年の人事院規則10-4 の全部改正において

423 - 3ー

各部局においては， 人事院規則10-4 にもと
づき， 安全保持に関する各種事務を担当するた
め安全管理者（事務長等） が， および作業場で
の直接の危害防止を担当するため， ボイラ取扱
の業務その他危険の生ずるおそれのあるいくつ
かの業務にそれぞれ知識経験資格のある危害防
止主任者（教官， 技官） が置かれ， 安全管理の
実務にあたっていますが， 現場の教職員の意見
聴取をも含め各作業場の実態に合わせて， これ
ら組織が有効に機能できるよう部局長はじめ関
係者の努力が必要であ ります。通常の研究・実
験室を離れて， 野外実験・共同実験を行う場合
についても， 安全管理の責任者を設置する ζと
とされていますので， 遺ろうのないようにしな
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も， 設備等の検査体系が整備されましたが， こ
れら設置検査， 変更検査， 性能検査および定期
検査を義務づけられたもののほか， 高圧ガス取
締法， 消防法等他の法律の適用を受けるものに
ついても， 点検整備を怠らぬよう努めなければ
な りません。

4 ） 作業環境等の点検整備等
従事する乙とによ り健康障害を受けるおそれ

のある有害な業務の行われる場所の作業環境に
ついては， その有害性の程度を測定しまたは調
査し， 有害な 条件の下での作業を避け， 改善す
る等の 乙とは 規則に 定められて いますが， 老
朽， 狭酪等劣悪な作業場の改善， 危険物・有害
物質・放射性物質等の保管状況の点検， 避難順
路の点検等はもちろんの ζと， 作業場の整理整
頓にいたるまで関係者の不断の努力が必要であ
ります。

5） 作業方法の安全化の積極的推進
危険な作業そのものをなくすために， 人力作

業の機械化等も有効なととですが， よ り安全な
作業工程への変更も大切で， 乙のため作業行動
の標準化と分析を行い， 「む り」， 「むら」， 「む
だ」を省いた安全な正しい動作の方法・手順を
定め， 乙れを作業心得等として日常の馴れを反
省する指針とするととも重要であ ります。
以上は， きわめて常識的な目標であ り， 常々関
係者の努力も続けられてきたはずの ことであ り
ます。 しかしながら， 京都大学においても， い

第2図 最近3 年間の原因別職場災害発生状況

I 2 3 4 5 6 ワ 8 9 10件
注1 ）公物上と認宏さオit�原因による．
注2) �！146年度区:'Jt14ワ与度、Eコ1148年度

にそれぞれ発生した件費主である．

まだに職場の災害を根絶する ζとはできません。
最近3年聞に京都大学で発生した職場災害の原因
は， 凡そ第 2図のとお りですが， ζれを検討・反
省するとき， 今年度安全週間の標語「“絶対”と
思ったときにもう一度」を思いお乙します。 やは
り教職員ひと りひと りの問題として， もう一度必
ず身近な乙との点検と反省を加え， いつも安全な
作業を続けていただきたいものであ ります。

m 

教職員の健康・安全管理を徹底し， 災害の未然
防止に努める必要のある ことは， すでに述べたと
お りですが， 不幸にして職務上の災害を受けた教
職員に対しては， できる限 りの救済を行うのが使
用者の義務であ り責任であ ります。 国はかかる観
点から国家公務員災害補償法を制定し， 職員が公
務に基づいて負留しもしくは疾病にかか り， また
は死亡した場合における各種の補償基準と， かか
る職員の職場復帰を容易にするための福祉施設に
ついて定め， その実施の迅速と公正を期していま
す。 さらに昨年の改正で， 最近の交通事情の変化
に伴う事故の増加にかんがみ， 通勤途上の災害に
ついても， 乙れを直ちに公務上とはいえないにし
ても， 就業との密接な関連性がある乙とに着目し
て， 公務上の災害と同様に補償される ことにな り
ました。

ζれらの考え方は， 一般民間勤労者に適用され
ている労働基準法および労働者災害補償保険法の
補償還論と軌をーにしていますが， 公務員の特殊
性もまた配慮されています。 その種類と内容の概
略を表示すれば別表のとお りです。

平均給与額は， 原則として， 災害の発生した日
の属する月 の前月 の末日から過去3 カ月 聞に支払
われた給与の総額を， その 3 か月聞の総日数で除
して得た額です （補償法4 条）。 補償を受ける権
利は離職しても消滅しません（補償法7 条） が，
故意もしくは重大な過失等によって， 負傷・疾病
・事故が起とった り， その程度が懇化した りした
ときは， 休業補償または障害補償の全部または一
部が制限される こともあ ります （補償法14条）。
また， 乙の法律による公務上または通勤途上の災
害の認定， 補償金額の決定等について不服のある
場合は， 人事院に対して審査を求めるみちが講ぜ
られています（補償法24条）。
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J]ij 表

種 類 事 由 布日 償 内 H令』1・

（
療弘養

戸
補

11

償
芸 ）

｜｜ 負傷し， または疾病にかかった場合 ！ なお るまで
療養

を行川た嚇費を鵡

休業補 償 ｜｜ 負傷し，または疾病にかかり，臓のため勤務す I 1日につき平均給与額の1
6�0 に相当する伽支給

（補償法 12条） ることができない場合で給与を受けないとき

障害 年
補償 金

（！�） 
一

時金
遺族 年
補償 金
補

ま17

噛

条
� 

一

E寺
の 7 金

負傷し …病… ーと問 ｜ 平叩のー
ないし重度の身体障害がある場合 額を年金として支給

負傷し 一
の身体障害がある場合 を支給

死亡した場合において一定の 要件をそなえた遺族 平均給与額に365を乗じて得た額の
1
3
0°0 ないし

がし、るとき
1
6
0°0 に相当する額を年金として支給

死亡した場合において遺族補償年金を受けること 平均給与額の 1,000日分，700日分または400日
ができる遺族がL、ないが一定の 要件をそなえた遺 分に相当する額を支給
族がし、るとき等

葬 祭 補 償 死亡した場合 葬祭な行った者に7万円に平均給与額の3 0日分を
加えた額 か平均給与額の60日分のいずれか高い方

（補償法 18条）

さらに， 現在同法に基づいて実施されている福
祉施設としては， 義肢・義眼等の補装具の支給の
ほか， 外科後処置， 休養， リハビリテーション，
休業援護金， 奨学援護金などがあ ります（補償法
21条， 22 条）。

なお， 通勤途上の災害は， 密接に関連するとい
っても 公務上の 災害その ものでは あ りませんの
で， 全費用を国が負担する乙とはせず， 例えば，
被災職員も， 受益者として療養補償 を受ける場合
には一部負担金（初診料相当の 200円） を固に納
付するとととしているなど， その内容には若干の

の額を支給

差があ ります。
さて， 安全週間にあた り， その説明に加えて，

不幸な事故が発生した場合の補償内容の概要を一
応紹介しましたが， その具体的手続の概要は別記
のとお りであ ります。万一の場合には， 迅速に公
正な補償が実施されなければな りませんので， 参
考のために掲げておきます。 また， 最近 3 年聞に
本学において発生した公務災害等の認定状況とそ
の後の経過は次のとお りであ ります。安全週聞に
おける一つの反省材料として， とれも参考のため
掲げておきます。

最近3 年間の職場災害等発生認定状況と経過

発生の
年 度

4 6 

47 

48 

発生件数

考
嫡｜

疾病 ｜｜負吋 。山叫ん�！��� 倫

i 16 l±_i_5 _I_ 1凶j 1 I 2 ii 1 I 3 : 13 '1 [ 1 1 13 1可｜蛋間関

｜ペトベド 4 1 1 I 2 I 1 2 l II I 4 1 9 11 I 1 13 1 II 
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（別記）
公務災害等補償手続の概要

（認定手続の開始）
1. 職員が公務上の災害（死傷病） を受けたとき

は， 当該部局の補償事務主任者が， 手続を開始
する（規則10-6第20条前段）。

0補償事務主任者は部局事務長で， 庶務（人
事） 掛長に書類を整えさせる。

o被災職員 又は その遺族 （以下「被災職員
等」という。） の請求ではなく， 補償事務
主任者に災害の状況を把握させ， 補償を迅
速かつ円滑に行おうという乙とである。

2. 被災職員等から， その災害が公務上のもので
あると申し出たときも， 補償事務主任者は同様
の手続を開始する（規則16-0第20条後段）。

（認定と通知）
3. 補償事務主任者は， 人事院が定める書面によ

り， 速やかに実施機聞に報告しなければならな
い（規則16 ー0 第20条）。

0実施機関は， 文部省であるが， 本学の窓口
は庶務部人事課福祉掛である。

4. 報告のあった災害が， 公務上のものか否かの
認定は， 実施機関の 長が速やかに 行う（規則
16-0第 6 条， 第22 条）。

o実施機関の長とは， 文部大臣であるが， 速
やかに認定を行うべき立場から， 公務上の
災害である乙とが明らかな軽度の負傷で，
次の各要件を満たすものについては， 京都
大学総長に認定権が委任されている。
1） 負傷の原因となった事故が， 出張 期間

中又は研修（当該職員の常時勤務する施
設内での研修を除く。） 期間中のもので
Tよし、乙と。

2） 勤務時間中に 発生した もの （超過勤
務・宿日直勤務を含み， 休息時間・休憩
時聞を除く）。

3） 障害補償年金及び遺族補償年金を支給
すべき乙ととなるおそれのないもの。

0したがって， 上記以外の災害については，
すべて京都大学総長が， 文部大臣に認定方
を申請するととになる。乙の場合， 文部省
の担当窓口は大臣官房人事課福祉証思給係
である。

5 . 災害が公務上のものであると認定されたとき
は， 補償を受けるべき者に速やかに通知される

（規則16-0 第23条第l項）。
o補償の内容・注意事項等もあわせて， 補償

事務主任者を通して通知・説明される。
6. 災害が公務上のものでないと認定されたとき

は， 被災職員等にその旨理由を付して通知され
る（規則 16-0 第23条第2 項）。

o不服申立ての芋続についても， 同時に説明
される。

（補償の実施）
7. 補償を受けるべき者は， 補償内容に応じ所定

の請求書（福祉施設を受けようとする者は， 所
定の申請書） を実施機関の長に提出する（規則
16-4第1 条， 第 5 条， 第12条， 第21条）。

0乙れらについては， 補償事務主任者が手助
けを行う。

8 .  実施機関の長は， これらを審査し， 支払金額
等を決定・通知して， 速やかに支払う。

0実施機関の長は， 文部大臣であるが， 補償
実施の権限は京都大学総長に委任されてい
る。

0決定内容の通知は補償事務主任者を通じて
行うが， 支払は経理部経理課支出掛が直接
行う。

（審査の申立て）
9 .  被災職員等は， その災害が公務上と認定され

なかった乙とについて（あるいは， 公務上の災
害と認定されてもその補償の内容について）不
服があるときは， 人事院に審査の申立てをする
ととができる（補償法第24条）。

0審査の 申立ては， 補償事務 主任者 ではな
く， 被災職員等が行うものである。

10 . 乙れについて人事院が判定したときは， 実施
機関はその判定に拘束される（規則13ー3 第20
条， 第21条）。

（通勤途上の災害）
11. 通勤途上の災害についても， 前各項と同様で

ある。
（庶務部人事課）

6月18日の熊野寮捜索について

さる 6 月15日（土）午後に， 本学学生が公務執
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行妨害罪ならびに傷害罪の容疑によ り学外におい
て逮捕された。

乙れに関連して， 6月18日（火）午後熊野寮の
学生のー居室が， 令状によ り捜索を受けた。

乙の捜索は， その連絡方法等において従来の捜
査当局と大学当局との聞の慣行にもとるものであ
ったと判断されたので， 翌6 月1 9日（水）午前に
所轄警察署に 対して遺憾の意を 表明する ととも
に， 従来の「慣行」を尊重するよう申し入れた。

（学生部）

白馬山の家の夏季開設について

本学の学生および教職員の厚生施設として， 例
年夏季 および冬季に 開設されている 白馬山の家
を， 今夏も下記によ り開設しますので， 利用を希
望される方は， 直接体育会事務室まで申し込んで
ください。

ζの山の家は， 中部山岳国立公園白馬山麓の栂
池高原にあ り， 雄大な北アルプスの峰々に四ま
れ， 登山および避暑などに最適です。

なお， 建物は， 山小屋風の木造地 上2 階地 下1
階建で， 間取 りは1 階が食堂兼談話室， 2 階が寝
室（ベッドで42名収容）， 地 階が浴室， 乾燥室等
からなっています。

コu
s－－
ロ

同＜ t! 
1 名 称 京都大学白馬山の家

あずみ おたり ち〈に
2 所 在 地 長野県北安曇郡小谷村大字千国字

柳久保乙869 の2
（交通機関）

国鉄大糸線「白馬大池駅」下車， 松本電鉄パ
おや はら

ス「親の原」下車， 徒歩約2 0分
3 開設期間 7月2 0日（土）から8 月2 0日（火）

まで

4 所要経費 1 人1泊 使用料80円， ほかに食
費等実費程度

5 申 込 み 運営に関しては， 体育会が窓口と
なっていますので， 申込みその他
利用に関する詳細は， 体育会事務
室（西部構内総合体育館内・電話
学内2 574）に照会して ください。

6 備 考 冬季開設は， 12 月10日（火）から
1 月10日（金）まで， ならびに2
月10日（月 ）から4月2 0日（日）
までの予定。

（学生部）

工学部永田進治教授の逝去について

ーーーーーー一一ーで 工学部永田進治教授
（化学工学教室）は病
気療養中のととろ， 5 
月30日午前 6時35分肺
癌のため逝去された。
享年61才。永田教授は
反応工学講座担任で工

学博士。昭和1 6年本学助教授とな り， 創設問もな
い工学部化学機械学科（後の化学工学科）の充実
と発展に貢献された。 化学反応装置に 関する研
究， 特lζ撹持操作lζ関して顕著な研究業績を挙げ
られた。 昭和24年教授。学外においては化学工学
協会副会長， 撹持技術研究会会長などをつとめら
れた。 乙れら生前の功績に対し正四位勲三等旭日
中綬章が授与された。

なお， 永田教授の工学部化学工学教室葬は， 来
る7月14日（日）午後2 時から 3時半まで工学部
土木 総合館15 5号室において執 り行われる予定で
ある。
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