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京都大学広報委員会5 No. 

6月10日評議会あり方検討委員会第 1回の会合

が聞かれた。

まず，総長から設置に関する趣旨説明のあった

後，委員長を互選し，田畑評議員が選出され，委

員長に就任した。

ついで，この委員会での今後の検討方針，運営

に関する事項等についてフリートーキングを行な

い，評議会と部局長会議との関係，評議員の権限

と責任，評議会の議題提出および招集等に関し現

行法令その他学内規則上の解釈をめぐって種々の

問題が提起された。なお，今後の委員会の運営に

関しては，つぎのとおり決定した。

1. 毎週火曜日に開催し， 9月中旬をめどとして

それまでに結論を得る。

2. 委員に事故あるときの代理出席者について

は，学部および教養部の委員にあっては当該部

局の他の評議員，研究所の委員にあっては同系

列の研究所の評議員で，あらかじめ委員の指定

した者とする。

3. 必要に応じて，専門的事項に関し委員以外の

者の出席をもとめて意見をきく 。

なお，次回は，今回提起された問題を整理する

とともに評議会のあり方についての資料や他大学

における運営の実態などを検討していくこととな

った。

委員名簿

文学部小川環樹

教 育学部苧阪良 二

法学部田 畑茂二郎

経済学部田中真晴

理 学部小林 稔

医学部西尾雅七

薬学部井上博 之

工学部奥島啓 弐
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評議会あり方検討委員会の発足

全学教職員討論会開催について

6月11日総長から，大学の運営に関する臨時措

置法案を議題とする討論会の開催について，つぎ

の掲示が出された。

掲示第27号

教職員一般

全学教職員討論会の開催について

下記により，全学教職員討論会を開催します。

記

6月14日（土〉午後 1時～3時

法経第一教室

大学の運営に関する臨時措置法案

について

昭和44年 6月11日

第13回（6.9) 司会福田会員

「共通問題検討委員会」が近く発足する旨，総長

より報告があった。この委員会は，各部局長より

推薦された委員で・構成され，各部局に共通の具体

的な問題についての検討が行なわれること。月曜

会での提起事項も，この委員会で検討すること等

の説明があり，あわせて総長より評議会内に設け

られる「評議会あり方検討委員会」についても報

告があった。これらの委員会の討議事項は，公表

するなどして，ひろく学内の意見をきくこととし

たいとの説明があり，これに対し，会員より委員

会の構成等について，種々の意見が述べられた。
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京 大広 報

ついで前回に引き続き教養部と学部の関係につ

いて討議に入り，新制大学における教養部の現

状，旧制大学と旧制高校との関係，一般教養に関

する考え方，いわゆる「くさび型」を採用した場

合の教養課程と専門課程のあり方，カリキュラム

改革等について活発な意見が出されたが，時間切

れとなり，次回にも本題についてのより細部にわ

たる具体的な面の討議を続行することとなった。

（事務局〉

政府による最近の一連の措置

に対する文学部の考え方

「大学の運営に関する臨時措置法案」が国会に

提出されるに至った現下の状況の下に，その立法

化に対する反対声明は，すでに，本学総長から

も，また諸部局からも発表されている。文学部に

おいては，長時間これについての論議をかわし，

「文学部弘報第3号」 (5.29）にその論議の結果

をまとめて，次の如く発表した。

さきに政府は「文部次官通達」 (4.21）によ

り，大学紛争に対する響祭力の自由な介入をみ

とめようとした。さらに中央教育審議会はその

答申（4.30）において，大学における学生の自

治活動と教職員の批判の自由とを抑え，また大

学設置者に大学を休校し閉鎖する権限をもみと

めようと している。これらは，大学問題の解決

を名として，大学の自治を，国家権力によって

制限しようとするものである。またすで・に国会

に提出されている「大学の運営に関する臨時措

置法案」は，目下の紛争処理のみを目ざし，大

学管理についての新たな全般的規定を与えるこ

とには及ばないもののごとくであるが，しかし

その向う方向と法案の質とは，次官通達や中教

審答申のそれとま ったく 同じである。

われわれは，これら一連の政府の措置に対し

て，真の意味における大学自治を守ろうとする

立場から，反対を表明せざるをえない。政府は

むしろ，自らの文教政策の貧困を反省すべきで

あろう。紛争に対する「対策」としてみても，

これらの措置によ ってもたらされるものは，事

態の表面的な「終結」ではありえても，問題そ

のものの「解決」ではけっしてない。法案の発

表以来，多くの大学に起こりつつある出来事か

らもすでに明らかなように，かえって事態をま

すます紛糾させるだけであろう。

しかしながら，たんに反対を表明することは

容易である。外に向つての反対の表明は，内に

向つての反省と努力によって裏づけられなけれ

ばならない。卒直に省みて，大学の自治と学問

の自由を危くする要因が，大学および大学人自

身の内部にも存在しないかどうか。相つぐ学舎

の封鎖とくり返された暴力行為とが教育・研究

活動を阻害しつつあること，ひいてはまたそれ

が政府の介入に口実を与える結果になりつつあ

ることは，あらそいえない事実というべきであ

る。これらの行為が，大学の在り方についての

根本的な聞いを提起し，したがって大学人全体

の深い反省をうながす機縁ともなったことは，

否みがたいであろう。けれども，その問いが提

起された当初からすでにかなりの日数を経て，

情況が推移した今日では，依然として続いてい

るこれらの行為と現象はその質を大いに変じ，

もはや恐るべき荒廃しかもたらさないだろうこ

とを，われわれはつよく危倶する ものである。

少なくとも，封鎖が自発的に解除されなし、かぎ

り，問題の所在はかえって不明確となるばかり

であろう。

われわれはかくして，大学の自治に対する外

部権力の介入に一致しγ反対するとともに，紛

争のよってきたる根本に真正面から対応する努

力を，さらに積みかさねて行かなければならな

い。われわれがその思想的立場のL、かんを問わ

ず，いやしくもこの努力を共にするかぎりにお

いて，われわれ自らの主体的責任による問題の

真の解決への道は，けっして閉ざされてはいな

い。そしてそれが，あるべき唯一の道なのであ

る。

工学部事務室および共同講義室

の封鎖をめぐる事態について

6月5日午後3時噴T闘委の学生から6月6日

学部長との団交を聞きたし、旨の電話があったが，

学部長との討論集会はL、ままでの方針に従し、， T

自治会全体のものとして行ないたい旨，工学部学

生部委員から回答した。しかるに6月6日午後4

時前へ／レメット姿のT闘委の学生約30名が突然学

部長の研究室に押しかけ，彼らが設定した集会に

直ちに応じることを要求した。学部長は止むなく

これらの学生と工学部共同第4講義室に行き， 6

月3日の学生大会に対する見解， T自治会との確

認書の白紙撤回，正常化路線の全面的ストッ プ，

1月21～23日のロックアウトに対する自己批判，

5月23日の全学バリケード封鎖に対する退去勧告
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京大広報

と機動隊立入りに関する自己批判などについて，

翌7日午前1時すぎまで討論が行なわれた。学生

はさらに討論の継続を強く主張したので，休憩に

入り，午前10時より再開し，午後3時前まで続い

た。この問機動隊立入り問題を中心に各項目につ

いて討論が行なわれたが，多くの点で議論はかみ

合わず，午後2時50分討論は打ち切られた。

ところが3時すぎ全共闘涯の学生約150名が，

授業再開粉砕を叫びながら，工学部事務室および

共同講義室を封鎖した。これに対し， 8日正午よ

り封鎖に反対する学生，教職員が共同講義室前で

抗議集会を聞いていたが，1時すぎ封鎖に反対す

る学生ら約200名が封鎖を解除し，さらに 3時頃に

は工学部電気総合館の封鎖も解除した。しかしそ

の直後，一部学生は電気総合館を再び封鎖した。

農学部本館封鎖にいたるまでの経過

昭和44年6月6日，相農学部長事務取扱から「農

学部におけるパリケード封鎖にいたるまでの事態

の経過について」とし、う文書が農学部内に配布さ

れたが，以下はその要約である。

5月30日午後1時より臨時教授会が学外で聞か

れる予定であったが，柏学部長事務取扱ほか数名

の教授が会場に向かう途中，一部の学生によって

行動を拘束され，農学部会議室においていわゆる

‘大衆団交’を強要された。当夜の約束にもとづ

き，翌31日午後2時より農学部会議室において教

授会が聞かれ，教授会公開問題について審議され

たが，出席者数が規定改正に必要な定足数に達し

なかったのと，さらに審議を要するとの意見のた

め議決に至らず，早期再聞を約して午後5時頃閉

会となった。閉会直後，一部の学生が会議室に突

入し，退出しようとした多くの教授達の行動を阻

み，会議室に押戻して午後11時過ぎまでいわゆる

‘大衆団交’を強要した。以上の 2日間にわたる

一部学生の行為に対して，柏学部長事務取扱は6

月2日付の文書をも って強く反省を求めた。

なお31日夜の、大衆団交’において，学生側は

主として教授会公開と教授会団交について追求し

たが，散会直前に相学部長事務取扱は，これらの問

題について「可能な限り 6月3日午後3時よりこ

の場所で教授会を聞くよう努力する」と回答した。

しかし6月2日には，朝から農学部玄関前の立看

板などにより， 3日午後3時よりの教授会に対し

て教授会包囲，教授会再突入などの呼びかけが行

なわれ，同夜沢田評議員からスト実行委員長に反

省、を求めたが，呼びかけは引続き強化された。

このような情勢のため，柏学部長事務取扱は，

3日午前11時頃より学外において教授会を招集

し，午後3時から予定されている教授会開催の可

否などについて審議することになった。その結果

下記の文書にまとめた事項を教授会で、決議し，午

後3時過ぎ沢田評議員よりスト実行委員長に，予

定の教授会が聞かれないことを電話連絡するとと

もに下記文書を農学部玄関前に掲示し，各教室

事務を通じて配布した。

記

6月3日午後3時農学部会議室において教授会

を開催し，教授会公開問題などについて協議す

る予定で準備を進めていたところ，玄関前立看

板などによれば，一部の学生は教授会を包閲し

これを監視し，やがてその場において教授会団

交を強要するなどの暴挙に出るもののように考

えられる。

すでに 5月30日および31日における学生の暴挙

に照らしてみて，本日予定した午後3時よりの

教授会は正常に進め得るものとは考えがたい。

よって本日午前11時より教授会を聞き，つぎの

ように議事をとりまとめた。

1. ‘教授会包囲’ ‘教授会突入’ ‘バリケー

ドゼネスト’などの暴挙は容認できない。

このような状況のもとにおいては理性的な

審議や話し合いは不可能である。

2. 教授会は一定の条件のもとで公開する。

3. 教授会はし、わゆる‘大衆団交’には応じな

い。しかし教授会は学部集会を聞き，学部

全構成員との意見交換の場をもつことにし

たい。

教授会公開，学部集会をもっ条件，形式，内容

などについて引続き審議を進める。また各層の

意見をも十分にきいたうえで成案をえたいと考

えている。

昭和44年6月3日午後2時30分

農学部教授会

以上のような経過を経て， 3日午後6時噴より

農学部本館のノミリケード封鎖が始められた。

教養部セミナー（学生一泊椋行）について

教養部では，昭和42年度以来，教養部セミナー

（学生一泊旅行〉を実施してきたが，この計画は

教官と学生が起居寝食をともにして懇談し，また

専門教官の現地講演による施設・史蹟の見学によ

って，教官と学生，学生相互の接触を深めるため

のもので，従来多大の成果をあげてきた。本年度

は，久米直之教授を委員長とし，すでに（1）理学部

附属大津臨湖実験所，第二琵琶湖学園，長命寺，
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(2）四明ケ獄，高山植物園，延暦寺根本中堂，西塔，

横川，竪回浮御堂，（3）天理病院，天理参考館，石

上神宮，（4）信楽，玉桂寺，タキイ農場，近江化学

陶器株式会社，（5）理学部附属天文台生駒山太陽観

測所，原子炉実験所（大阪府熊取町〉， (6）農学部

水産学教室（舞鶴市〉，松尾寺， (7）長岡天神及び

乙訓丘陵などへの一泊旅行が実施ずみである。近

く， （8）理学部附属瀬戸臨海実験所（和歌山県白浜

町〉， (9）犬山自然公園，明治村，モンキーセンタ

ー，帥山の辺の道，石上神宮，天理参考館，崇神

天皇陵などへの一泊旅行が予定されており，さら

に秋期には，一層多数のスケジュールが計画され

ている。なお参加受付は，教養部学生掛で行なっ

ている。

胸部研教官会議の発足並びに大学

臨時措置法案に対する声明

1. 胸部研では下記の趣意書にそって 5月19日全

教官を含めた教官会議を発足させ，討議が行なわ

れるようになった。

趣意書

現在迄の医学教育，研究，診療に関する体制

が含んでいる矛盾が指摘され，早急に解決され

るべき問題と して提起されている事は周知の如

くである。

これらに対する自主的な改革案を提出し，討

議する場として，京都大学結核胸部疾患研究所

に暫定的に教官会議を発足させたい。

期する所は，一定の規約の下に討論が行なわ

れ，具体的な改革の為の方策が生まれる所にあ

り，これを以て直ちに従来の教授会を単に拡大

し，それに代る機能を持つものとするものでは

ない。

出来るだけ近い将来に広く全研究者を含む会

議に結実させることを期待している。

2. 大学臨時措置法案に対する教官会議の声明

政府は今延長国会に大学紛争処理の名目のも

とに「大学の運営に関する臨時措置法案」を提

出している。

この法案は現在激化している大学紛争の処理

を画一的に法のもとに規制しようとするもの

で，紛争に当って提起されている根本問題の解

決には全く触れていない。更に，表面上は紛争

処理を唱えているが，中教審答申を足場とし

て，大学の管理体制を強めるものであって，こ

れによって大学への政治権力の直接の介入が容

易に行なわれ，大学本来の存立の意義が失われ

るおそれが大である。大学問題の真の解決は，

このような法的措置によってではなく，大学自

身の自主的な改革への努力を基盤として行なわ

れるべきである。

このような観点から我々はこの法案に全面的

に反対する。

昭和44年6月6日

京都大学結核胸部疾患研究所教官会議

食糧科学研究所の現況

本研究所においては，現在，教官 ・職員 ・大学

院学生からなる幹事会（仮称〉が設けられ，大学

および本研究所の改革すべき問題点の検討が進め

られている。

今回，国会に提出された「大学の運営に関する

臨時措置法案」は，このような大学みずからの自

主的改革への努力をむしろ阻害するものであると

して，つぎの芦明が出された。

声 明

今回，国会に提出された「大学の運営に関す

る臨時措置法案」は，立法的措置による紛争収

拾を目的としているが，かえって紛争を助長し，

大学の自主的改革を阻害するばかりでなく，こ

れによって大学の自治および学問の自由が重大

な脅威にさらされることは明らかである。した

がって本法案の立法化に強く反対する。かかる

意味において5月20日付の総長声明を支持する。

昭和44年6月10日

食糧科学研究所

数理解析研究所の近況

本研究所は，共同利用研究所としての特殊性か

ら審議機関である協議員会の他に，所長の諮問

機関として学外研究者を含めた運営委員会が置か

れ，それらによって運営されている現状であるが，

最近，研究員聞の意見および情報の疏通をはかる

ため，所内に研究員会議を発足させた。本研究所

は大学院生をのぞいて学部学生の教育に直接には

関与していないので紛争の渦中にはないが，この

問題および政府の大学の運営に関する臨時措置法

案に対する研究員，事務職員全体の検討集会が聞

かれ，今後と も継続することとなった。
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