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吉田寮食堂・現棟訴訟問題
〜今までの流れを追いながら〜

about Surrender Claim Lawsuit of  Yoshida Ryo old building and 
syoku-do (event space)

⻘栁朔
SAKU Aoyagi

そもそも吉田
寮って?
What is
Yoshida Ryo?

• 吉田寮は京都大学の学生寮です。寮生が構成する自治会によって運営されて
います。

• Yoshida Ryo is a dormitory for students of Kyoto Univ. Residents 
constitute Yoshida Ryo self-government association and manage it .

• 京都大学の福利厚生施設の一つで、お金のない人にも高等教育を受ける機会
を与えるためのものです。

• It is one of the welfare facilities of Kyoto Univ. They give poor people a 
higher education opportunity.  

• 建物は築106年の現棟と⻄寮(新棟)と食堂の3棟です。
• It has three buildings, the old building(106 years old),the west (new) 

building and  syoku-do(event space).
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大学との関
係

relationship 
with the univ. 

authorities

• 吉田寮自治会と京都大学当局は確約を結ぶという形で互いを
対話の相手として認めてきた。寮に関する問題は寮自治会と
大学当局との対話により理性的かつ平和的に解決してきた。

• Yoshida Ryo self-government association and the univ. 
authorities have kept promises and  recognized each other 
as a dialogue partner. The problems about Yoshida Ryo 
have been solved rationally and peacefully by dialogue 
between parties. 

• 実際に、吉田寮の新棟は寮自治会と大学当局の対話の下で建
設されている。

• For example, the new building was built under the 
agreement in the dialogue between the association and the 
univ. authorities.

• しかし2015年に大学当局の担当者が川添信介氏に代わって以
降、大学当局は確約を破棄し学生との交渉を行わなくなった。

• After the vice president(person in charge) changed to 
SHINSUKE Kawazoe, the authorities have broken the 
promises and have not negotiate with the association. 

大まかな経緯と時系列
abstract and timeline

2017/12/19

基本方針

The basic policy

2018/7/13&8/30

交渉

negotiation

2018/9/30

退去期限

The deadline

2019/1/17&3/4

占有移転禁止仮処分

Provisional 
disposition

2019/4/26

起訴

Prosecution

Today

第1回公判

1st trial
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吉田寮生の安全確保
のための基本方針
Basic Policy for 
security ensuring of  
Yoshida Ryo 
residents

• 2017年12月19日に突如として発表された。
• Published on December 19th 2017
• 大学当局はこの方針中で、全寮生は2018年9月末日までに吉田寮を

退去しなければならないと主張
• In this policy, the authorities claim that all of the residents have

to move out from Yoshida Ryo by the end of September.
• これに伴い、2018年4月から寮生数が記された寮生の名簿の受け取

りを拒否している。
• The authorities have rejected the residents list since April 2018.

少人数交渉
negotiation

• 2018年7月〜8月に2度の交渉を行った。
• The self-government association negotiated with  the authorities in 

July and August 2018.
• 交渉当初から当局側は「意見を聞くだけで、合意をしたり大学の案を変

えたりすることはない」と発言し、対話の意義を大きく損なう発言を繰
り返した。

• from the beginning of the negotiation, the authorities repeatedly said 
that they just listened to the association’s opinion, wouldn’t agree and 
never change the authorities plan.  This made the negotiation 
meaningless.

• 寮自治会が交渉中に提示した補修プランに対しても何ら回答をしないま
ま2度の交渉で交渉を打ち切った。建設的な議論を行わず現棟老朽化を進
行させているのは当局のこうした対話を軽視した態度である。

• The authorities did not answer to the repair plans of  the old building  
the association made. Finally they terminated negotiation and have 
not talked with the association. Their attitude disrespecting dialogue 
is the main factor that deteriorates the old building.
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占有移転禁止仮処分
provisional disposition prohibiting transfer of possession

• 学生を訴えるための前段階。誰が吉田寮に住んでいるかを把握
し、訴える人を絞るための手続き。大学当局は吉田寮に誰が住
んでいるか把握できていないとしてこの手続きに踏み切った。

• It is a pre-stage for lawsuit. it was executed to identify who 
were living in Yoshida Ryo. the authorities took this process 
claiming that they could not grasp the residents.

• 大学当局は吉田寮自治会が毎月提出している寮生のリストを
2018年4月以降受け取らないことにより意図的に居住者を把握
しない状況を作り上げている。

• The authorities intentionally made this circumstance by 
rejecting the list of residents, which the self-government 
association monthly submitted.

起訴・訴訟
prosecution

• 退去期限後も吉田寮に居住する学生の一部(20人)を恣意的に選択し
て立ち退きを求める訴訟を起こした。

• The univ. authorities sued some (not all)  residents living in 
Yoshida Ryo after the deadline. They arbitrarily selected 20 
residents and sued them. 

• 社会的に見て強者(京大当局)が弱者(寮自治会)を相手取り、恫喝
的・報復的目的で行う今回の裁判は一般にSLAPP訴訟と呼ばれる。
弱者に時間的拘束・経済的負担を負わせるといった、要するに嫌
がらせ目的で行われる。

• SLAPP(strategic lawsuit against public participation) is that the 
power side sues the weak in order to impose burdens. In 
practice, student defendants are deprived of time to study by 
university, educational institution. 
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当局の行動をま
とめてみると…
the summery of 
the authorities’ 

actions so far

• 2018年4月以降の名簿受け取り拒否

• Rejecting the residents list after April 2018

• 合意形成の拒否・対話の軽視

• Rejecting to form agreements & disrespect of dialogue

• 補修プランの非開示

• Non-disclosure of repair plan

• 寮生との交渉の打ち切り

• Negotiation termination

• このように京大当局の一連の動きは当初の主張で
ある「吉田寮生の安全確保」を目指すものとは到底
言い難いものである。
• It is obvious that the authorities’ actions so far 
are not  aiming at “the security ensuring.”

当局の思惑
the authorities’ real thoughts

• 大学当局の本当の目的は学生の安全確保などではなく、
吉田寮自治会の破壊である。

• What the authorities want to do is not security 
ensuring but crushing self-government association.

• 寮生の追い出しは自治会破壊のための手段でしかなく、
現棟の老朽化は追い出しのための理由として大学当局が
作り出した外聞の良い言い訳である。

• Residents expulsion is just a way of  destroying the 
association. The deterioration of the old building is a 
plausible excuse for expulsion intentionally made by  
the authorities.
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背景
back grounds
国立大学法人化以降の大学執行部への権力集中の流れ

The trend of concentration of power to the executive after the 
reorganization national universities as independent 
administrative institution

トップダウン的な意思決定の場において学生は主張する
主体であるよりも管理される客体である方が都合がいい

It is convenient for university executive if students are 
silent rather than asserter. 

私たちがなぜ声
をあげるのか。
Why do we 
assert?

• 私たちは今回の問題を大学内の話し合いで
解決できるものだと考えているからです。

• Because we think we can solve this
problem by dialogue between parties.

• それこそが学問の府たる大学に最もふさわ
しい方法であるし、京大の自由の根源であ
ると考えているからです。

• Because solving problems by discussion 
is the most rational way and the best way 
suiting universities, seat of learning. In 
addition, the attitude to talk is the origin 
of the liberty, the spirit of Kyoto University.
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ご清聴ありがとうご
ざいました。
Thank you for your 
attention!
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