
180713交渉の報告
文責：吉田寮自治会

　この資料では、先日7月13日に行われた吉田寮自治会と大学当局との「少人数
交渉」で話した内容について、詳細を報告する。なお「交渉でのやり取り」は、交
渉の音声記録から一部を抜粋・要約したものである。

【概要】（※ページ番号をクリックすると該当する箇所に飛びます）

（総論）
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 現棟の老朽化対策　P.13
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交渉の最後に確認した事項

　今回の交渉では、最後に以下の事項を口頭で確認した。以下の10点について、
川添理事は「この表現の仕方で大きな問題はない」と述べた。

✔ 交渉で知り得た寮生の個人情報について、当局は不必要に第三者に伝える
ことはしない

✔ 話し合いの最後に、その回で話した内容を確認する

✔ 吉田寮の交渉形態は他寮に波及させない
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✔ 交渉のオブザーバーは、寮自治会が提示した条件（例えば 5人程、人数は
場合によって相談。名前身分を明かし、吉田寮との関係性を説明する）を
含めて当局が持ち帰って検討する

✔ 過去の確約が存在しそれで合意がはかられていたことを前提とし、内容に
ついて今後話し合う

✔ 現棟の老朽化対策について吉田寮自治会の改修案の 3案を今後大学内で検
討し、寮自治会にフィードバックする

✔ 現棟の老朽化対策について、大学の専門家を交えた話し合いを吉田寮自治
会とし得る

✔ 現棟の耐震調査については、今後検討していく

✔ 現棟の老朽化対策について、大学当局は吉田寮自治会と話し合いを継続し
ていく

✔ 西寮使用について、大学当局は吉田寮自治会と協議を継続していく

個人情報の取り扱いについて

【経緯】
　2016年3月7日に川添理事が発表した「吉田寮自治会との話し合いのあり方等
について」という文書において、「参加者は話し合い冒頭において、氏名・所属身
分・役職などを相手に通知するものとする。」という条件が提示されていた。これ
に対し、吉田寮自治会は2018年4月12日に川添理事へ、「教職員と学生との権
力差を鑑み、大学当局が交渉において知り得た交渉出席者の個人情報について、第
三者には知れ渡らないように配慮するといったルール・ガイドラインを寮自治会と
合意の上定めることを求める」旨の要求書を提出した。7月13日の交渉において
も冒頭で、「個人情報の取り扱いに関する方針」という文案を吉田寮自治会が川添
理事に対して提起した。
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【交渉でのやり取り】　
吉田寮自治会：今渡した通り、こちらが名前を明かした時に個人情報を他人に渡さないよ
うにしてください。
川添理事：今みたいに曖昧な言い方じゃ納得できません。
自治会：こちらは先程学生証を見せました。寮生であることは確認されている。記録に残
る形で言うのは、どういう風に記録が残るかを明らかにしてからやってほしい。
（個人情報取り扱い方針読み上げ）
理事：それは認められません。それは団交と同じ考え方ですね？
自治会：記録に残さないのであれば、名前を…
理事：記録の意味は？
自治会：大学側の議事メモに残さない、音声記録に残さない、個人情報にちゃんと配慮す
ることが約束されるのであれば、名乗ることはやぶさかではない。僕らだって不安。交渉
に出る10人選ぶという時に、交渉に出たら川添さんに名前を覚えられて、研究室の先生に
呼び出されて、という不安がある。それを払拭するために約束して欲しい。お互い緊張関
係があるということだけじゃなくて、前提としてこれくらいの約束なら川添先生にしてもら
えると思って、書いて来た。
理事：これなら僕が認めると思ったということ？
自治会：これの主旨に沿ったことです。文言の一言一句がお気に召さないなら、方向性だ
けでも了承して欲しい。
理事：方向性という曖昧なことでは何も決まったことにならない。
自治会：決めるつもりはなくて、確認したいということです。文章で確認したいことの本
質としては、この話し合いで明かした氏名や情報を川添理事及び大学が、別の形で不利益
を被るような…。
理事：不利益になる仕方で扱わないことを約束する。不利益になっても仕方ないようなこ
とをやれば別だけど。
自治会：それはどういう判断？
理事：個々の事案による。当たり前じゃない。一般的に、絶対やらないなんて約束できる
訳ない。
自治会：ここで約束しておきたいのは、今大学で個人情報を書く場合って、大学の個人情報
取り扱いのポリシーがあって、それにのっとるわけじゃないですか。
理事：もちろん。
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自治会：だから基本的にそういうのに則る、つまり、個人情報を不用意に第三者に伝える
とか、例えば他の会議体において、寮生の●●さんが、みたいなことを、個人への攻撃に
なりうるような、こちらから見て圧力に感じるようなことをやめて欲しい。そこは、教員
と学生では力関係が全然違うので、その旨が確認できればいいんです。
理事：君たち10人はこの話し合いの形態を飲んで出て来ている訳だから、いわば特定され
てもいいとは言わないませんが…
自治会：いや、いいとは言わないですよね。
理事：だけど当然の前提として受け入れてここに来ている訳です。そう思ってますから。
自治会：それは受け入れてます。その上で不安がある。
自治会：個人情報の取り扱いに配慮して欲しい。
理事：不安は、意味のない不安だ。
自治会：大学においていくらでもアカハラやパワハラ起こってるじゃないですか。そういう
ことが起こりえないと川添理事から約束して欲しい。いやだってね、現に大学いくらでもア
カハラ・セクハラ・パワハラが起こっているでしょ？
理事：もちろん知ってます。
自治会：そうですよね。川添先生だってよくわかっているでしょう。教員歴長いから。
理事：ちょっと待って。そしたら初めて会った学生にパワハラをしないと約束する教員がい
ますか？

【コメント】
　これまで、大学当局を相手として団体交渉を行う時に、出席する「学生など当事
者」側が個人情報を明かさないようにしてきたのは、大学当局・教職員側と、学生
など当事者側の権力の差を理由とするものである。京都大学の学内規程において、
学生など当事者側は当局や教職員を処分することができないのに対し、当局・教職
員側は学生を処分したり福利厚生を受けられる学生を決めるなどの権限があること
を、制度として保障されている。実際、2015年の川添学生担当理事就任以降、
「通告・命令・告示を無視した」とされる学生が、「京都大学の諸規程又は命令に
違反する・学生の本分を守らない行為である」という理由で処分される事が相次い
でいる。また、「教育研究活動を妨害した」とされる特定の「学外者」に対しても
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「終日入構禁止措置」といった制裁が行われている。おまけに、処分の根拠として
用いられる規程の制定過程についての情報開示を要求しても開示されず、学生は意
思決定過程に参加できない。このような状況下では、「大学当局の一方的な決定を
通知するというやり方ではなく、話し合いによって解決を目指す」という、いわば
大学の現行方針に反対している吉田寮自治会側の交渉出席者が、個人情報を大学当
局に知られることによって「大学にとって不都合な存在だとして処分をされたり圧
力を掛けられたりするかもしれない」と感じる不安は、川添理事の言うような「意
味のない不安」などではない。現に川添理事も、「不利益になる仕方で（個人情報
を）扱わないことを約束する」と述べた上で、「不利益になっても仕方ないような
ことをやれば別」と付言している。「不利益になっても仕方ないようなこと」がど
のような行為なのか、それが誰によってどのように判断されるのか明らかにされて
いない状況で、大学当局による恣意的な学生処分が行われないかどうかという不安
を払拭することはできない。

合意形成について

【交渉でのやりとり】
（交渉形態についての議論のなかで）
自治会：今日の話し合いで合意したこと、検討するといったことを、文章にまとめたい。
理事：拒否します。
自治会：なぜですか。
理事：何のために記録を取っているのか。
自治会：記録のすり合わせはできませんか。
理事：こちらは音声を取っているが、それ以外に議事録を作るつもりはない。
自治会：双方の言葉とかで認識の違う所が出て来た場合、「自治会の認識ではここは前回
認められたと思っていたけど、当局の認識では認めていない」とかいうことになって、話し
合いが順調に積み重なっていかないので、合意したこと・していないことをはっきりさせて
いきたい。
理事：文章でやる必要はない。何が決まったか決まらなかったか、口頭で整理すれば十分。
自治会：口頭で整理した上で、最後文章という形でまとめることはできないのか。
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理事：いらない。
自治会：なぜことさら文書を断るのか？
理事：必要ない。
自治会：全て覚えられるということでもないと思うんですが…
（中略）
自治会：言葉が大事なのではない。内容にお互いが合意したことということです。
理事：合意したこと？　合意するための場ではありません。
（中略）
自治会：齟齬が生じる可能性がある。僕達がまとめたことに、次回以降そちら側からけち
をつけられても困りますし。双方どちらがまとめても問題は起こりえる。
理事：そういうものなんだよ、人間のやる会議ってのは、ある意味では。
自治会：そうですよね。でもそこはなるべく、全然違う二者なんですから、ちゃんと齟齬が
ないようにしておきたいということですよ。
理事：だから口頭でこうですよねって言って終わるようにしましょう。
自治会：分かりました。じゃあそれで、確認してもらうということで。

（確約についての議論の中で）
理事：意見は聞きたいですね。僕がダメだということで君たちがどういう見解を持っている
のかは聞きたい。合意がなければ大学が決められないということだけは認められません。
大学は仮に君たちの合意が無くても、やるべきことはやらなければならないからです。

【コメント】
　立場と利害関係の異なる二者が話し合いをする時に、話し合われた内容の確認を
文書化して丁寧に確認したいという提起があった際にそれを拒否する姿勢というの
は、合意形成のための努力を怠っていると捉えざるを得ない。事実、川添理事は
「合意するための場ではない」ということを明言した。京大当局は吉田寮自治会と
合意形成をするつもりはないのだという姿勢を明示しているのである。

　また、川添理事は2018年 2月16日発行の Campus Life News 紙において、
「基本方針は吉田寮の廃寮を目的としていない」と明言したが、7月13日の交渉
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において「吉田寮自治会と合意形成はしない」であるとか、「納得していなくても
出て行ってもらう」などと、その前提を反故にするような発言をした。

入寮募集の継続について

【経緯】
　2015年7月29日、京大当局は吉田寮に対して確約違反となる「入寮募集停止
の通知」を一方的に発表した。これを受けて 7月 29/30 日に当時の学生担当理
事・杉万前副学長と吉田寮自治会の間で団体交渉を持ち、確約を結んだ。

＊150729確約書

＊150730確約書

　杉万前学生担当理事は「大学当局が当事者である吉田寮自治会との一切の合意な
く決定した入寮募集停止が確約違反であること」を認め、文書は撤回し、ホーム
ページ等で撤回の旨を周知するよう尽力することを約束した。また、「入寮募集停
止は提案に過ぎず決定ではない。今後撤回に向けた団体交渉を吉田寮自治会と行
う」旨を約束している。

　後任の川添現学生担当理事が、吉田寮自治会と確約を結んでいない以上、2015
年7月時点での確約が最新のものであり、この確約に基づいて吉田寮自治会は行動
することになる。よって、大学当局による入寮募集停止要請は確約違反であるため、
吉田寮自治会は従うことができず、少なくとも撤回に向けた団体交渉が開かれるま
では慣行通りの入寮募集を継続せざるを得ない。また、募停を行わなくとも老朽化
対策を行うのは可能であるというのが吉田寮自治会の見解である。この吉田寮自治
会の考え方は当局に対しても提示し続けたが、当局からの応答はなかった。

【交渉でのやり取り】
（吉田寮現棟の老朽化対策についての話をしている流れ）
自治会：寮生と対立したいんですか。
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理事：したくない。
自治会：案が決まってから出すと、何でそんな固まった案をいきなり出して来るんだと言わ
ざるを得ませんよ。
理事：言ったら良いですよ。
自治会：いや、そしたらけんかになっちゃうじゃないですか。
自治会：紛糾します。
自治会：お互いけんかをしたい訳じゃない時に…
理事：僕達は君たちにけんかを売られていると思ってますからね、ハッキリ言って。
自治会：衝突を起こしたいという意図はこちらにはない。
理事：それは君たちに自己認識が足らないんじゃないか。
自治会：どういうことですか。
理事：君たちが2年間やり続けたことに対して、大学がどう思っているかについて、自己認
識足らないんじゃないかと言っている。
自治会：どう思ってるんですか、川添さんは。
理事：（怒声）けしからんことをやり続けたと思っている、君たちに。
自治会：具体的にどこがですか。
理事：寮生を増やし続けたじゃないか。でもうこれ以上ダメと思ってストップをかけたのに
募集をしたんじゃないか。
自治会：違いますよね。そこはちゃんと話をして…
理事：（怒声）違うのか！
自治会：なんでそんな怒鳴るんですか。恫喝されても困ります。
理事：恫喝ととっていい。
自治会：恫喝って…はい、川添さんから恫喝を受けたという事実はしっかりと受け止めます
理事：ああ、言ってくれて構いません。
自治会：はい、恫喝されました。

【コメント】
　川添理事は、吉田寮の入寮募集継続を恫喝を伴って自治会を一方的に非難した。
これは、これまでの学生担当理事と吉田寮自治会双方の努力によって結ばれてきた
確約を全く尊重せず、また前任の杉万前学生担当理事の確約内容も無視している行
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為である。また、現棟の老朽化対策は、大学当局がこれまでの自治会との話し合い
の積み重ねを蔑ろにしたり、交渉を拒絶したりしたことによって進まないまま時間
が経過してしまったという事実があるのに、その遅れを吉田寮自治会に一方的に責
任転嫁しているという点で不誠実である。

新棟について

【経緯】
　2017年 12月 19日の「基本方針」において、吉田寮からの退舎を求める理由
として、大学当局は「大地震が来たら倒壊する恐れがあるから」という理由を述べ
ている。これでは、築 3年の新棟について、退舎を求められる理由は無いのだが、
翌日川添理事の文責で出した文章において「寮生が現棟・新棟いずれに居住してい
るか分からないため（いったん全員出て行ってもらう）」と説明している。この疑
問を解消するために、吉田寮自治会は2018年3月分の名簿より、新棟（西寮）居
住者を明示した名簿を大学当局に提出した。これによって、「新棟に居住している
寮生が誰であるか大学当局も把握できる」状況になった。なお、吉田寮自治会が京
大当局に対して毎月寮生名簿を提出しているのは、1989年に、京大当局からの
「寄宿料徴収のため自治会名簿を提出して欲しい」という要求に対して寮自治会が
応じること形で確約が結ばれた経緯に始まっている。2018年4月以降も慣行通り、
吉田寮自治会は毎月寮生名簿を当局の厚生課窓口に提出しに行っているが、突如
「必要が無いので受け取らない」と拒否されるようになった。必要が無いと判断す
る理由を訊いても「大学の方で寮生を把握する努力をしているし、川添さんがもう
受け取らないと言ったから窓口では受け取ることはできない」と繰り返されている。

【交渉でのやり取り】
理事：シンプルな理屈だとそれはそうなる（新棟からも退舎しなければならない根拠は失
われている）んでしょうね。ただ、君たちの出す名簿を信用できない。これまで、12月に
基本方針を出してそれ以降も3月までは名簿を受け取ってきて、当然名簿に書かれている学
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生諸君について色んなデータの付きあわせをやりますよね。多くの場合、君たちが出してい
るデータは信用できない中身が含まれている。
自治会：どういう問題なんですか？
理事：いない人がいることになっていたり、いるのにいなかったり。
自治会：いるのにいなかったりというのはそんなに大多数において認められることなんで
すか？
理事：大多数とは言えないけど。
自治会：若干もしかしたら事務的なミスがあったということはあるかと思いますけども、
それをもって正確じゃないとおっしゃるということですか、信用できないと。
理事：基本方針以前にもケアレスミスがたくさんあったようですね。
自治会：こちらとしては誤差とは言いませんが、ミスは人がやっている以上どうしても起こ
り得る。事務的作業をしている人なら分かると思うが。
理事：人間がやることだから、完璧でないと認められないというつもりはない。範囲が超
えているのかどうかというのが問題なんですね。4      月以降受け取っていないけど君たちが置  
いて行ったので、ちらっと見ると君たちの名簿には…
自治会：見たの？　受け取らないんじゃなかったんですか。
理事：見たよ。そこに置いてあったんだから。そこには「氏名不詳」の名前が名乗れない
学生15名？そんな名簿出して来る団体信じられますか？説明できんの？
自治会：入寮募集停止の要請があったこと、当然我々も承知していますし、それに関して
ずっとこちらからもこういった見解であると毎回示していたと思います。その度にそちらか
ら毎回同じ文章が出ていて、しかしそこでこの度基本方針が出された時に、もう決定した
ものであると言われてしまったわけです。我々としては当然そんな一方的に決定したと言っ
て、要請から一段階上がったことは不当だと思っていますが、その上で、それ以降入寮した
り、あるいは川添理事が基本方針で、3月時点で退舎しなければいけないと言われている立
場の寮生が名前をきちんと報告した場合、当然何らかの不利益を大学の方から受けるん
じゃないかという風なことを想定せざるを得ないということがある訳です。具体的には、
話し合いの中で新規の入寮とかに関してきちんと決めるよりも、より外圧的な形で、つま
り研究室であるとか、あるいはそういったところで外圧的に個々人が不利益を被ることが
あってはならない。あるいは大学の中での処分とかですね、そういったものが入寮募集の
ことに関して話し合うことの埒外で、処分といったことが個々人に対して差し向けられては
ならいないという風に、私たちも考えざるを得なかった。そうすると、やはり…

10



理事：わかったわかった、ちょっと理解不能なので
(中略)
自治会:：名簿の内容について、そちらとこちらで見解に相違があることは分かりました。
そのうえで、吉田寮の新棟は耐震性が確保できていることはさることながら、90名弱の学
生が共同生活をするということは、これから大きな震災が来た時に、安否確認であるとか、
留学生もけっこういるんですけども、日本語が不得手な留学生などが同じ寮に住んでいるこ
とによって、避難生活が円滑に進むという共同生活のメリットもあ
ります。代替宿舎に移ってしまえば、アパートの隣近所の人なんてそんなに知っている人で
はないですし、外国語話せるわけでもないですし、寮で一緒に生活している方が、何かが
あった際に、お互いに声を掛け合って助け合うということができるのではないかというメ
リットがまず一点。二点目としては、新棟にいる学生を代替宿舎に移すとすれば、年間で
5000万円くらいかかると思われるんですけども、新棟に学生が住み続けられればその支出
というものは抑えられると思うんです。そうすればそれを運営費交付金であるとか、学費で
あるとか、国立大学の原資は色々あると思うんですけども、それの無駄遣いを減らすとい
う面では、意味があることだと認識している。これについてお考えはいかがですか。
理事：もちろん、一点目と二点目、事実としてその通りでしょうね。だから、そういう金
銭的なデメリットを負ってでも実現した方がいいという価値判断の問題ですね。考え方は
色々あるといしか言いようが無い、
お金に勝る価値があるだろうと。留学生だけでなく日本人でも同じで、寮という形態、
個々人がばらばらの代替宿舎に住むよりもいいという理屈は分かる。その上でそのメリッ
トを新棟に住む 90人だけに与える、京都大学としての理屈はなんなんでしょうか。
自治会：学生宿舎にはもちろん限りがありますよね。他の寮についてもそういった便宜が
あると思いますが...
理事：私の基本的な立場は、京都大学の学生全体に、公平に正しい仕方で平等に福利厚生
施設が使われるようにすることです。そのときに、たまたま新棟に残った90人に特別なメ
リットを与える理由は本当にあるのだろうか？
自治会：予算の無駄の話だったと思いますが、それを学生のメリットじゃなく、一応 90人
程の予算の無駄は避けることができる。現棟の補修とかにも使える。
理事：これは違った観点ですが、既に代替宿舎に出ている寮生がいる。それは基本方針の
「新棟からも出てください」という方針に則ってオペレーションをやってきた。だったら
やっぱり、寮生の諸君に対して公平な扱いをしなくてはならないという観点からは、ここ
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で方針転換するというのは大学としてはとれない変化。京都大学の資源を使って提供する
サービスである寄宿舎であるわけだから、他の条件は同じなのに違った扱いをするってい
う制度の変更をするわけにはいかない。
自治会：「公平」というのはどこの範囲内での話ですか？
理事：さしあたりは、昨年の12月時点で寮生であった諸君の、代替施設への転居に関して。
自治会：でも2017年12月時点で寮生だった人たちの中で、代替宿舎の希望を出したのに
断られた人もいますよね。
理事：それは条件が整わなかったから。正規生と非正規生の扱いは異なるべきだと思って
いる。
自治会：それは「公平」とは言えない。
理事：僕に言わせれば「公平」です。

【コメント】
　交渉の中で突き詰めていくと川添理事は、「吉田寮自治会が提出する名簿が信用
ならない」理由として、2018年4月以降の名簿において、当局に一方的に退舎期
限を切られた寮生（研究生、聴講生、科目等履修生などの「非正規」とされる学
生）や新入寮生の名前が伏せられていることであると述べた。これについて、自治
会から圧力や処分の危険性があり当局に対して名前を名乗ることが難しいというこ
とを説明した。ちなみに4月以降の名簿において、「寄宿料を納めるための根拠」
としての名簿の役割を阻害しないように、名前を伏せている寮生がいても全体の人
数については明記している。しかし、川添理事は取り合わなかった。この川添理事
の対応の問題点は2つある。まず 1点目は、川添理事が学生と大学当局の権力関係
の差に対して向き合い、それを是正するための努力をする気がないという点である。
吉田寮自治会としては、  2018      年      4      月の名簿を提出する段階で、不利益を被らない  
よう当局による配慮が認められるのであれば、この名簿で名前を伏せている寮生で
あっても氏名を明かす用意があると伝えた。しかし、当局命令に従わない者を処分
するという行為を当局が頻繁に繰り返している現状で危険が高く不可能であると判
断せざるを得ないのだが、その権力差を川添理事は無視している。2点目は、当局
の厚生課窓口において受取拒否をした名簿を、「吉田寮自治会の名簿が信用できな
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い」という根拠として使用していることである。他者の作った文書資料を「信用で
きない」と判断するためには、その文書資料自体を「公的に入手している」ことが
前提であるが、大学当局は繰り返し「受け取っていない、置いて行ったから見ただ
け。その上で信用できないと判断した」と繰り返すのみであった。

　また、川添理事は「京都大学の学生全体に公平で正しい仕方で平等に福利厚生施
設が使われるようにするべきである」と自分の姿勢を説明した。しかし、「基本方
針」における退舎期限の設定においても、代替宿舎を用意される対象としても、大
学当局が定めるところの「正規生(学部生、院生)」と「非正規生(研究生、科目等履
修生、聴講生、短期交流学生など)」という学籍区分の別及び正規就業年限を超え
ているかどうかという点において、条件付けを行っている。吉田寮自治会は長年に
わたる寮生自身による自治運営・入寮選考において、それぞれの学生が個別の事情
を有することを配慮しながら、画一的な学籍区分や正規就業年限の超越による判断
ではなく、低廉な寮費・生活費で住める場所を必要とする京都大学の学生が吉田寮
に居住できるように、入寮資格を自治会主導で広げていった。はじめは「男子学部
生のみ」が入寮資格を持っていた状態から、現在では「京都大学に学籍を有する全
ての学生及びその者と切実な同居の必要性を有する者」まで、京都大学学生の福利
厚生施設として現状考えうる最大限まで門戸を開いている。このような寮自治会の
取組みの歴史、すなわち入寮選考において「公平性」を担保するための努力を継続
して行ってきたことを蔑ろにしながら、一方的に学籍区分によって条件付けを行い
「公平」を謳う川添理事の不誠実さは看過することができない。

現棟の老朽化対策について

１）大学当局の見解・検討状況について
　吉田寮自治会と京大当局（学生担当副学長）はこれまで、現棟の老朽化対策につ
いて長年に渡り協議を積み重ねてきた。2012年に吉田寮自治会は公式に現棟の補
修存続を要求し、同年9月に赤松明彦副学長との間で、補修の実現に向けて継続協
議していく旨の確約を結んでいる。その後2013年9月に大学当局が補修案を出し、
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対して吉田寮自治会も 14年1月に代替案を提示した。15年3月、杉万俊夫副学
長は安全確保を再優先するという考えから、寮自治会が主張している条例適用案に
理事として賛同することを表明した。また、技術的な可否を検討するための調査実
施に向けて意欲を示していた。

　しかし2015年11月に川添氏が理事に就任して以降、現棟補修要求に対しては
何らの具体的な反応も返されていない。寮自治会が 16年7月に出した当局内の検
討状況を問う公開質問状に対しては「自治会の案も含めて検討を進める」という回
答しかなかった。更に1年半後、「基本方針」発表に至ってすらその状況は変わっ
ておらず、退去後の現棟の扱いについては「収容定員の増加を念頭に置きつつ、検
討を進める」というのみである。

　なお、川添理事は「基本方針」発表にあたり「（老朽化対策の）検討のためにも
吉田寮自治会には少人数での話し合いを提案している」とも発言している。あたか
も寮自治会が川添理事の交渉条件に応じないために老朽化問題が進まなかったかの
ようだが、決してそうではない。2016年5月〜7月にかけては、学生生活委員会
第三小委員会と吉田寮自治会との折衝の中で、老朽化対策が議題にされていたし、
寮自治会が出した公開質問状に文書などの形で検討状況や補修案への見解を述べる
こともできたはずである。

　ともあれ、7月13日の交渉がもたれるにあたり最大の焦点は、現棟老朽化対策
に関して川添理事と意見を交え、着実に老朽化対策を進展させることであった。

【交渉でのやり取り】
自治会：（寮自治会の補修案が数年単位で棚上げされていることを踏まえて）大学当局の
なかでの検討状況を教えて下さい。
理事：自治会の案を含めいくつかの案について、あらゆる点を検討中である、としか言え
ません。　
自治会：例えばどういう案について検討しているんですか。
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理事：基本方針の第4項（「定員拡充を念頭において検討を進める」）に書いたことに尽
きる。
自治会：具体的な検討中の案について情報を開示してください。
理事：開示は今の段階ではできません。
自治会：どうしてですか？　当然吉田寮自治会と丁寧に合意を形成していくということは…
理事：合意形成なんてするつもりはありません。
自治会：吉田寮自治会という当事者ときちんと話し合っていく、協議を行うということは
認めてこの場に来ているんですよね。
理事：協議するとか交渉するという言い方は最初から認めてません。君たちの意見をきく
ということは十分やります。　　　
自治会：僕らとしてはきちんと協議して、双方で納得できる形までやってほしいと思ってま
すけど、そこはなかなか簡単に折り合いがつかないのはわかってます。その上で最大限こち
らの意見を聞き話をするのであれば、当然今検討段階の案を出すことは、その前提となる
はずです。実りある話し合いをするためには、大学の中で検討している案を寮と検討する
のはあっていいはず。
理事：今の段階で出せるものはありませんけど、これだけ時間をかけているので、出せる
時が来れば、出せる範囲で意見を聞くことはあります。
自治会：なぜ今開示できないのですか。
理事：混乱を呼ぶからとしか言いようがない。大学にはいろいろな考え方があるから。
自治会：混乱、では分からない。手続き的な問題があるのか。検討中の案がまだ開示でき
るようなレベルにないということですか。
理事：事務的・技術的な問題ではない。どうもっていくのが一番よい結果をもたらすかを
考えている。
自治会：寮生にきちんと提示するのが一番うまくいくための第一段階では。
理事：意見は伺いましたが、そう思わないという意見もある。
自治会：寮生と対立したいのですか。我々も案が決まってから出されると、何でそんな固
まった案を出すのかと言わざるを得ません。
理事：言ったらいい。
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➔ 川添理事は「案が開示できるレベルにないのか」という問いかけには否定
した上で、「今出すと混乱を招く」「どうもっていくのが一番よいか考えて
いる」など曖昧な理由を以て、一切の情報開示を拒否した。

２）寮自治会から複数の改修案を提示
　吉田寮自治会がこれまで提示してきた現棟補修案は、「京都市歴史的建築物の保
存及び活用に関する条例」を吉田寮に適用することで、建築基準法の適用を除外し、
最大限に現在の様態を維持した補修を行う、という案である（通称「条例適用案」、
資料A参照）。

　今回の交渉では、条例適用案に加えて、更に二つの案を寮自治会として提示した。
これはこれまでの大学当局との議論の中で示された懸念（建築基準法の適用は避け
られない、補修では安全性が確保されないのではないか、といった）に対応するた
めに、寮自治会内で考案したものである。

①　RC接合案（資料B参照）

　何らかの理由で条例適用が不可能である場合、大規模補修にともなう建築基準法
の適用を受けた改修を行う。面積制限をクリアするために、管理棟・居住棟を分割
し間に鉄筋コンクリート製の躯体を挟み、別棟解釈を適用する。

②　居住棟建て替え案（資料C参照）

　仮に補修では十分な安全性が確保されない場合、より高い安全性を必要とする居
住棟部分は歴史的な景観を損なわない範囲で建て替え、管理棟部分を補修する。ま
た南寮裏に2階建ての居住棟を増築し、定員の拡充を図ることも視野に入れる。
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【交渉の中でのやり取り】
自治会：私たちもいろいろな専門家や市役所を訪ねて、こういった案を頑張ってつくってき
た。だからここがネックになっているから難しいなどと言われれば、自分たちで検討・修
正して、また案を出すこともできる。
理事：違う目でこの案について評価して欲しいと。
自治会：そうすることによって、検討が更に進んでいくと思う。私たちもそれを望んでいる
わけです。この案を全部飲めと言っているわけではない。それは分かっていただけると思い
ます。
理事：意見を聞ける専門家からこんな案が出たがどう、とコメントを求めることくらいは
できる。そんなことはこんな交渉の場で話すことか？　プラクティカルな面ならもっと違
う場で訊きにくればいい。
自治会：じゃあそれはお願いします。

➔ 川添理事は、寮自治会が示した三案について持ち帰り検討し、フィードバッ
クするとした。また、自治会案について議論を進めるにあたっては、寮自
治会と当局側の専門家を交えた話し合いをもつ可能性もあるとした。

【コメント】
　「問題の抜本的解決は現棟の老朽化対策にある」ということは、大学当局・寮自
治会双方の共通認識だった。しかし現在の大学当局は、とにかく寮生の退去のみに
血道を上げ、老朽化対策については既にある程度の検討を進めているにも関わらず、
まるで寮自治会と話し合うことを避けるかのように、情報開示を頑なに拒んでいる。
これは当事者との合意形成を軽視する行為であり、以下の様な過去の約束に反して
いる。

確約「新棟・新規寮・及び現在の寮に関しては、何らかの案が出た時点で公開す
る」（同内容について、98年、99年、01年、04年、10年、11年、15年に確
約）
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　大学当局がこのように老朽化対策を遅延させること自体が、寮生の生命・安全を
危険に晒し続ける行為に他ならない。また仮に現在の寮生全員を別の場所に退避さ
せたとて、今後も吉田寮を必要とする経済的その他の困窮を抱える学生に対し、い
つまでかも分からない寮＝福利厚生施設の縮減は、多大な不利益を与える行為であ
る。現状で当局側から案が示せないならば、既に寮自治会が提案している改修案を
ベースに議論を進め、早急な老朽化対策を実現すべきだ。

　交渉の中で川添理事は現棟の老朽化対策について、「意見は聴くが合意形成する
つもりはない」と述べた。しかし、建物の存廃や改修方法は寮の運営に大きく関わ
る問題であり、現に寮を運営し、寮を必要としている寮自治会など当事者との協議
を経ずに一方的に決めて良いことでは決してない。この点についても、以下の確約
に証明されるように、これまで寮自治会と大学当局が認識を共にしてきたことであ
る。

確約「京都大学と吉田寮自治会は吉田寮の新寮・新規寮の建設と現吉田寮の老朽化
対策について誠意をもって合意を形成する努力を行う」　（同内容について、09
年、11年、15年に確約）

確約「大学当局は本確約末尾に示す「吉田寮現棟(管理棟・居住棟)の建築的意義」
を認め，その意義をできるかぎり損なわない補修の実現に向けて，今後も協議を続
けていく」（同内容について、12年、15年に確約）

我々は、大学当局がこれまでの議論の積み重ねを無視した案を、寮自治会との合意
をはかることなく決定・強行することを、強く懸念している。
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予算に関して

１）前提情報
　杉万理事（当時）は2015年2月の交渉において、「吉田寮工事設計費」として
約6000万円が2015年度に執行予定であると明かした。そして、この予算で「現
棟の改修方法を検討するための調査」を行いたい、と述べた。また、2015年の京
大の年度計画には「吉田寮改修工事の設計に着手する 」とあった。さらに、杉万
理事は、2015年8月、吉田寮自治会からの公開質問状において、「部分解体を含
む詳細な調査を行い、「京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」適用の
可能性も含め、どのような耐震化が可能かなどを精査する必要」があると述べてい
る。

　しかし、2015年11月に川添氏が理事に就任以降、調査を実施する運びとはな
らなかった。そこで、この予算がどのように消化されたのか、あるいは、消化され
ずに残っているのか、など、予算執行の現状を寮側は問うた。

参照：

・「平成27年度年度計画」（2015.03.31）
　   http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/operation/documents/nendo_27.pdf  
・「吉田寮自治会からの公開質問状に対する回答」（2015.08.17）
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/ofce/kyoiku-suishin-nakusei-shien/kosei/news/2015/150817_1.html

２）川添理事の返答
　一般論として、川添理事が2015年度の予算について関知しているかを問うたと
ころ、「自分の所管のことで、知らないということはないと思ってます」と発言し
た。しかし、吉田寮の「工事設計費」として執行予定だった6000万円がその後ど
うなったかについては、「把握してません」と答えた。そして、その後、以下のよ
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うなやり取りがあった。結局、予算の執行状況は返答が得られず、持ち帰って返答
するということすら認められなかった。

【交渉でのやりとり】
自治会：それでは、そこ（筆者注：6000万円の執行状況）を次回に向けて調べてきてもら
うということでお願いします。
理事：（強い口調）そんなつもりはありません。
自治会：どうしてですか。
理事：分からないもの、そんなもの。
自治会：記録に残っていますよね。
理事：そんな金の使い方をしているわけではないから。昔の役所とは違ってきてるんだから。
自治会：だからこそ、開示はできますよね。当然、どういう風に予算を使ったかを。
理事：何の予算を？　杉万さんが調査予算と言ったもの？
尾田・課長補佐：寮の政策に関して自治会が予算を気にするのは、意味ないと思います。
自治会：意味がないことはありません。
課長補佐：大学がしかるべき予算を確保をして、補修なり建て替えなりをするわけですか
ら、そこに寮生さんが、それはどういう予算なのかを、いちいち学生さんに説明するのは
……。

３）予算を知ることは意味がないのか
　上記の通り、川添理事を中心として当局側は、予算の性質について答えることを
渋り、それ自体に意味がないという主張を展開した。この主張は、過去の事例を捨
象した発言であり、それ自体に政治的意図があると考えるのが妥当だ。その理由は
2つある。

　まず第一に、予算について当局は、その都度に応じた、一貫性のない説明で、寮
側を困惑させてきたからだ。たとえば、2009年、当時の西村理事は、7月の交渉
では、「予算は一度申請するとひっくり返すのが大変」と発言したにもかかわらず、
9月の交渉では「予算はいつでも撤回可能である」と矛盾した発言をした。これは、
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9月の交渉において、その交渉翌日の部局長会議で予算申請をすることを正当化す
るために西村理事がひねり出した説明だった。このように、予算に関する説明を、
交渉を有利に進めるカードして使ってきた歴史がある。

　第二に、寮の改修に関わる費用を、文部科学省に概算要求するか、学内予算で確
保するかによって、寮の管理運営や改修の選択肢に関して、できることが変わって
くるという事実があり、予算次第ではある特定の条件が既定路線化してしまい、当
事者との合意形成がないがしろにされる恐れがあるからだ。たとえば、法人化前に
は、文部省（当時）は、新寮建設等のための基準を、以下の通りに定め、すべての
国立大の学生寮にこの条件を適用してきた。

    ① 管理運営規程の制定
    ② 負担区分の明確化（私生活費の自己負担）
    ③ 居室の個室化
    ④ 食堂の不設置
したがって、この4条件を満たさなければ新寮の建設のための費用が認められるこ
とは不可能に近かった。また、文科省が進める「国立大学法人等施設整備 5か年計
画」（2016）では、事業を支援する評価の指標として、「施設マネジメント」が
重視されており、このような制約のもとでは、学生による自主管理が縮減される可
能性が高い。

　一方で国立大学法人化によって、一定程度は、各法人が使える裁量の広い予算が
増えたことも確かである。現に、吉田寮の新棟建設や食堂の補修は、第一期中期目
標期間（2004-2009）と第二期中期目標期間（2010-2015）の重点政策に京大
が盛り込んだ「吉田南構内再生整備」から資金が出た。

　しかし、京大当局は、第三期中期目標期間（2016-2021）の重点政策から「吉
田南構内再生整備」を外した。そして、寮の事業に関して、「重点戦略アクション
プランの中で実施するのではなく、国への予算要求等も含め別途検討する」、「基
本的には文部科学省が実施している施設設備費補助事業による整備を中心と」する
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という見解を明らかにしている（2016、財務部財務課）。一方で川添理事は交渉
のなかで、以下のような発言をした。文科省への予算要求を否定した。

　

【交渉でのやりとり】
理事：それは、概算要求となればこういう風に使うと約束しているから、動かないけれど、
そんなことで動いてるのはもちろんあるけれど、寮関係、寄宿舎関係では最近は全然あり
ませんからね。
自治会：じゃあ寮に関しては概算要求には出さないということですか？　そうとも言えな
いですよね？　概算要求の可能性もあるわけですよね？
理事：吉田寮の老朽化対策という費目で要求しているということ？
自治会：そうであるとか、吉田南の最南部キャンパス再整備という形で予算を申請して、何
かしら再編するという、可能性はないのですか。
理事：その可能性はないとも言えない。
自治会：だからこそ予算の性質を慎重に聞きたいということです。
理事：そんなことはね、ぶっちゃけた話するけど、極論すれば、何に使うか制限はいろん
なかたちであるけれど、ごまかすとは言わないが、いろんなかたちで必要と決めたら大学
は使うんですよ。
自治会：そこは僕達も知っておきたいわけですよ。
理事：そこは、説明がつかなくて、何とかしたから、実現できたとか何とか頑張ったけど
ダメだったとしか言いようがないことがたくさんあるわけですよ。

【コメント】
　もちろん、学内で合意形成、機関決定があれば、何かしらの形で予算が確保でき
ることは間違いない。しかし、予算の性質によって、ある条件が既定路線化するこ
とは、自主管理の縮小につながりうることから、きちんと情報開示を求め、不用意
に予算が申請されてしまわないよう、寮としては警戒しているのである。

参照：
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・「東北大学　学生協だより　NO.17」（2001.09.19）　
https://www.tohoku.ac.jp/japanese/studentinfo/studentlife/07/studentlife0701/nakuseikyo/kou17.htm

・「第4次国立大学法人等施設整備 5か年計画」（2018.03.29、文部科学大臣）
　http://www.mext.no.jp/a_menu/shisetu/kokuritu/1368923.htm
･「平成29年度国立大学法人等施設整備の方向性」
　（2016.05.13、「国立大学法人等施設整備に関する検討会」）　
http://www.mext.no.jp/b_menu/shinni/chousa/shisetu/046/naiyou/__icsFiles/afeldfle/2017/06/27/1386972_01.pdf

・学生意見箱「重点戦略アクションプランについて」（2016.04.19、財務部財務課）
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/cli/mail/documents/juutensenryakuactionplan.pdf

・学生意見箱「重点戦略アクションプランの回答に関する追加質問について」
（2016.07.20、財務部財務課）
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/education-campus/cli/mail/documents/jyutensenryakuactionplantuika.pdf

※国立大学法人の中期目標・中期計画については、以下のサイトなどを参照。
・「国立大学法人　基礎資料集」（国立大学協会）
　http://www.janu.jp/univ/naiyou/fles/20170110-pkisoshiryo-
japanese.pdf
・「国立大学の法人化をめぐる10の疑問にお答えします！」（文部科学省）
　http://www.mext.no.jp/a_menu/koutou/houjin/03052702.htm
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