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京都大学広報委員会

中教審答申に基づく立法化に対する

れれば，学内における批判は一切封じられ，思

総長の声明

想の自由はまったく認められないことになるお
それがある。さらに，大学設置者に大学を休校

きる 4月30日，中央教育審議会から「当面する

または閉鎖する権限を認めている結果，国立大
学の場合には，政府が紛争解決を理由として容

大学教育の課題に対応するための方策について」
と題する答申が公にされ，さらに，これにもとづ

易に大学に介入し得ることとなり，紛争解決に

いて政府において立法化が企図され， そのためち

益するところがないのみならず，大学自治は重

かく通常国会の期間の延長もおこなわれる模様で

大な脅威をうけることとなるであろう 。

あるが，奥田総長はこうし、う事態の動きの重要性

このように， 答申の内容は，当面する大学紛

を憂慮し， 5月20日の評議会にはかり，下記の声

争における大学 自らの自主的解決をむしろはば

明を発表した。

み，権力の不当な介入や大学自治を侵すおそれ
声

がある。したが って，答申の取扱いは慎重を要す

明

るものであり，いわんやこれに基づく立法化は

大学の紛争の解決に当 っては，時代を貫く大
学本来の使命の重要性にかんがみ，京都大学と

容認し得ない。たとえ紛争解決のためのみの臨

しては，研究，教育の自由を中心とする大学の
本質を配慮しつつ総力を挙げて その根本的解決

時措置としての立法化であ っても，かえっ て大
学問題の解決のさまたけ となるであろう。この

に精魂を傾けている。このことが一面紛争の現

際，
政府は慎重な態度をとるよう強く要望する。

P

年 5月20日
昭和44

象面の解決をお くら せている事実は否定できな

京都大学総長奥田

い。しかし，われわれは，この配慮こそ大学存

東

立のかなめであると考え，鋭意努力をかさねて
いるのである。

月曜会メモ

しかるに，今回の中央教育審議会の答申を見
第1
0回 （
5
.
1
9）司 会 巽 会 員

ると，種々問題とすべき点がある。たとえば，
大学における学生の地位を実質的には結局公共

大学改革に関する基本的問題につき総長の諮問

施設の利用者としてみる面が強調され，独自の

に応ずる委員会の構想について総長の説明があ

立場を有する大学構成員とみなす観点が十分で、

，
り その会の性格，構成員，月曜会との関係等に

ない。かような立場から本来尊重されるべき学

ついて質疑応答が行なわれた。このあと，部局の

生の自治活動に対する不当な制約などを帰結し

問題状況が報告され，本日の議題である講座制の

ているが，むしろ学生の自治活動はその自発的

内容， その問題点について討議。主として，管理

成長に期待すべき ものである。また，答申は学

体制としての講座制の在り方に論議が集まり，活

内協力体制を乱した教職員を一時職場から遠ざ

発な意見交換が行なわれた。なお，この議題は，

ける措置を提案しているが，この提案が実施さ

次回に継続。
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を歩んでいることに，充分な評価をはらってい

学生部建物の再封鎖について

ないうらみのあることは遺憾である。

「中教審答申

たとえば，答申は学内協力体制を乱した教職

・大学治安立法粉砕」を理由として一部学生によ

員を一時職場から遠ざける措置を提案している

5月1
5日（木〉午後 2時頃から，

って学生部の建物がふたたひ 封鎖され，学生部長

が， この提案が実施されれば，学内における批

は同日下記の掲示を出した。なお， 2
0日現在封鎖

判は一切封じられ，思想の自由はまったく認め

中
。

られないことになるおそれがある。
また，大学設置者に大学を休校または閉鎖す

〈掲示〉

る権限を認めている結果，

学生部の建物が，一部学生によって封鎖され

国立大学の場合に

たことは遺憾である。封鎖している学生諸君

は，政府が，紛争解決を理由として，容易に大

が，速かに封鎖を解くことを要望する。

学に介入しうることとなるおそれがあり，紛争

5月1
5日

解決に益するところがないのみならず大学自治

学生部長

は脅威をうけることとなろう。
また，学生の自治活動に対する所見にも，そ

法学部長の中教審答申に対する声明

の自治活動の自発的成長に期待するのに欠ける
さる 5月1
3日，法学部長名で下記の声明が発表

点のあることをおそれるものである。
このように，当面する大学紛争における大学

された。
声 明

みずからの自主的解決をむしろ阻み，権力の不

研究 ・教育の自由の保障を中核とする大学自

当な介入や大学自治を侵すおそれがあることを

治は，大学がその社会的使命を果す上での必須

憂うものである。このような答申が立法化され

な要請である。現代社会の中にありつつ，しか
もそれに批判を加えることも含め，人類の将来

ることのないように強く要望する次第である。

4
年 5月1
3日
昭和4

にわたる福祉を確保する途を思索することに大

京都大学法学部長

学の根本的使命があると信ずる。

林

良平

今日不幸にしてわれわれをつつむ学園紛争は
大学の社会的使命遂行を困難ならしめている

経済学部教官協議会の声明

が，その根源は深くまた多岐にわたるものがあ
る。われわれは学の内外の批判に耳を傾け，み

教育 ・研究の場としての大学の秩序は，大学の

ずから反省を重ねねばならないことはいうまで

自治にもとづき，大学自らの手で維持されなけれ

もない。しかしその解決にあたっても，自主的

ばならない。また大学の改革は，自主的におこな

解決の途を最後まで歩むことが，大学の本質に

われなければならない。

てらし，大学の重大な社会的使命を全うするた

われわれは，大学が現代の社会的状、況へ無批判

めの唯一の途であると信ずる。われわれは謙虚

的に順応して，実用主義的近代化に包摂されるこ

な反省の上に立って，その途を歩み，社会的要

とを拒否し，多様な思想と理論の存在を許す生き

請に応えんと決意している。大学の本質ならび

生きとした研究と教育の場としてト大学を再建す

に努力に対する社会一般の一層の理解を切望す

るべく，大学の全構成員とともに力を傾けつつあ

る
。

る。まさにこのときに，政府および文部省が中教

このたび， 「当面する大学教育の課題に対応

審の答申にもとづき「特別立法」あるいはまた次

するための方策について」中央教育審議会の答

官通達「大学内における正常な秩序の維持につい

申が発表されたが，答申には必ずしも今日の大

て」などの措置にもとづいて大学問題の解決を治

学問題の実態に対する充分な理解に基づいてい

安維持の立場か ら，管理機構の強化や警察力によ

るといえぬ点があり，紛争解決において各大学

って解決しようとする方向を明確にした。

が苦悩しつつこれに対処し併せて学園改革の途
‑ 2ー

「大学粉争収拾臨時措置法案」によれば，大学
9
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の閉校，廃校，あるいは非協力教官の排除などを

れまで大体週 1回会合を聞いて議論を続けてきた

一方的に決定するなど，きわめて重大な内容をふ

が，ょうやく作業を終ったので，近く報告書を発

くんでいる。

表する運びである。

われわれは，政府および文部省の企図する措置
には反対するとともに大学の自治を守るため，自

委員会としては，今後つぎの課題である学部段
階の議論に移る予定である。

らの反省のうえに立って，教育 ・研究の場である

委員会の仕事としては， このほかに，政府がつ

大学の民主的改革をすすめる決意をここに表明す

ぎつぎに打出す大学政策の検討を行なうことが含

るものである。

まれており，近く中教審答申の全文につき討論す

1
969
年 5月1
4日

る予定である。
京都大学経済学部
教官協議会

工学部の現況
1
. 工学部長選挙制度改革委員会準備会が 3月1
5

理学部自治検討委員会の活動について

日発足した。準備会は教授層，助教授 ・講師層，

この委員会は理学部協議会 （
構成員は全教授 ・

助手層，職員層，大学院生層および学部学生層の

助教授〉の下部機関で，理学部自治のあ り方を検

代表各 2名で構成され，学部長選挙改革委員会の

討し改革の方向を見出すことを目的と している 。

規約をつ くり ，これを発足させることを目的とし

0
教室， 2附属施設か ら各 1名の委員に，
構成は1

ている。 3月2
2日の第 1回会合以来ほぼ週 1回の

学部長，両評議員，両学生部委員を加えたもの

頻度で開催され，既に 8回の会合を重ね，改革委

で，当初は学部長が委員長を兼ねた。

2
.
2
5） で
，
第 1回の委員会（昨年1

員会の規約の骨子が固まりつつある。
まず他階層

2. 工学部の各学科においては， 2月中旬より学

と意見の交換を行なう懇談会をも つこととなり ，

科の運営方法やカ リキュラムの検討を中心に，各

学生自治会，大学院生協議会，職員組合の代表各

学科の事情を反映した改革が進められている。

5名と合同で理学部自治検討懇談会を開 L、た（ 1
.

3
. 工学部電気総合館は， 4月2
0日午前 O時3
0
分

1
1）。議論は主として学部自治一般と 学部長選挙

頃 T闘委らの学生によって封鎖された。封鎖以来

手続の改正についてであった。 その後，学生部封

自主的に解除するよう話合いを通じて説得に努め

鎖に続く非常事態のため懇談会の開催は延々とな

ているが，現在なお封鎖が続いている。

.
1
5）では，理学部改革の具体案を
り，第 2回（2

広報 No.1 参照〉

考える委員会をどのように構成するかが問題にな

4. 中教審答申について，職組，工院協等の代表

った。その際，現在理学部運営の責任を担ってい

とそれぞれ会見した際に学部長は，このような答

る協議会が，まず自ら現行の運営方式について反

申に もとづく立法化は問題であり大学問題の真の

省と検討を行なうべきであるという意見が大勢を

解決はえられないとの見解を述べた。

占めた。協議会はこの仕事を改めてこの委員会に

報 No.3参照〉

（
工学部

（工学部広

確託した。
委員会は再開第 1回 （
3.
1
0）において，具体的

農学部から

な作業として，学部および各教室 ・施設における
運営の現状調査を行なうこと，広 く学部構成員か

1
. 世学部教度会は， 5月2
0日午前 1
0時か らの臨

.
1
7）で
ら意見書を募ることを決めた。第 2回（3

時教授会において，つぎの要望書を総長に対して

は，学部長が委員長を辞退し，委員長および幹事

提出することを決議した。

2名を委員会で互選した。

決 議

委員会は，上記の作業のう ち，最初にとり上げ

去る 4月3
0日中央教育審議会は，

「当面する

「各教室 ・施設段階の運営の現状分析

大学教育の課題に対応するための方策につい

と批判』とした。委員会はこの課題について，こ

て」と題する答申を文部大臣に提出した。さら

る課題を，

1
0
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あり，これに基づく立法措置には賛成しがたい。

に政府はこの答申を基礎として近く大学粉争に
対する立法措置を講ずると伝えられている。

この問題に関し，本学として早急に意志表示
をされるよう要望する。

現在の大学における粉争に関してわれわれは

昭和44年 5月20日

深くその社会的責任を痛感し，これが解決のた

京都大学農学部教授会

め自主的に努力してきている。しかしその由っ

京都大学総長奥田

て来たるところは深く，かつ複雑である。した

東殴

がってその根本問題にふれることなしに，性急

2. 故赤藤克己教授（前農学部長〉の農学部葬が

に事態を処理しようとして，大学における研究

下記によって行なわれる。

および教育の自由を侵すおそれのある処置がと

日時：昭和44年 5月24日（土〉午後 2時より 3

られてはならない。

時半まで
場所：京都府総合資料館（京都市左京区下鴨半

中教審の答申に含まれている提案の中には，
大学自治の立場から必ずしも当を得ないものが
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