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1. はじめに 

 吉田寮・現棟は1913年に建築された、京都大学の学生寄宿舎の一つです。今日に至るまで

109年間、大学生の生活の場として使用されてきました。現棟は木造建築であり、適切な補修

を行うことで非常に長期にわたって使うことができます。とはいえ、109年間十分な補修が行

われておらず、また近年甚大化しつつある天災や風災による被害も大きいため、建物は早急な

補修が必要とされています。 

 しかし近年京大当局は、これまで大学と寮自治会との間で積み重ねてきた現棟の大規模補修

に向けた話し合いを打ち切り、更には従来大学の責任において行ってきた日常的な補修すら

サボタージュするようになりました。挙げ句の果てに、現棟の老朽化対策を拒否してきた責任

を棚に上げて、「安全確保」を理由に寮生を現棟から追い出す裁判を提訴しています。 

 そのような中で吉田寮は、大学当局に補修を要求し続けるとともに、現棟の自力補修に取り

組んでいます。この冊子は、吉田寮を知ってくださっている方にも、あまり知らないという方に

も、吉田寮の自力補修について知っていただきたいという思いで作られました。吉田寮を取り

巻く問題に対するご理解の一助となれば幸いです。 

 

吉田寮補修特別委員会 

2. 吉田寮の構成 

・現棟(管理棟＋北寮＋中寮＋南寮＋プレハブ) 

       …居住スペース。1913年築。プレハブは1989年築。 

 

・食堂…イベントスペース兼炊事場。食堂のうち「厨房」と呼ばれる部分は、                

       楽器演奏スペースとして使われている。 

       1889年築、1913年に現在の場所に移転。2015年に大規模補修完了 

 

・新棟(西寮)…居住スペース。2015年完成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

家賃：年3万円 
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3. 吉田寮の歴史(主に建物について) 

年 できごと 

1889 第三高等中学校(94年に旧制第三高等学校へ改組)の寄宿舎の一部として 

食堂が竣工 

1897 京都帝国大学創立 

1913 吉田寮(現棟)竣工。食堂、現在の場所に移転 

1941 火災で中寮全焼(その後再建) 

1959～60 民間の労働者用寄宿舎を学生寮に転用、吉田寮の一部となる 

(旧吉田西寮、現薬学部構内) 

1986～ 第一次在寮期限闘争(～89) 

1989 旧吉田西寮、完全撤去 

プレハブ建築 

1996 食堂横にあった旧サークルボックスで出火、食堂の防火壁から 

西側が焼ける 

2012 ①現棟補修計画の継続協議 ②新棟建設 ③食堂大規模補修 

の方針で大学当局と寮自治会が合意 

2015 3月、食堂大規模補修完了、新棟竣工 

杉万学生担当副学長(当時)、寮自治会が提示した現棟補修案に賛同 

11月、新任の川添副学長(当時)、寮自治会との話し合いを拒否。 

以降大学当局は、寮自治会の現棟補修案に「検討中」としか回答しなくなる 

2017 12月、当局が突如として新規入寮募集停止方針を決定 

18年9月末を寮生の退去期限として一方的に通告する 

2018 7月、川添副学長(当時)と交渉がもたれるも、当局側に寮側との合意形成の意思

は一切ないということを川添氏が主張。 

川添氏による寮生への恫喝発言もあった 

2度の交渉をもって、当局側が一方的に交渉を打ち切る 

9月、台風21号により北寮屋根が甚大な被害を受ける 

9月30日、退去期限の到来 

2019 1月、京都地裁により「占有移転禁止の仮処分」がなされる 

4月、大学当局が寮生20人に対し現棟・食堂の明渡しを請求する民事訴訟を提起 

2020 3月、寮生・元寮生25人が追加で提訴される。被告は計45人となる 

2022 11月2日、第15回口頭弁論 

 

 

吉田寮小史 

ウェブサイト 
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4. なぜ私たちは現棟の補修を求めているのか 
 

(1)なぜ学生寮が必要なのか 

 吉田寮自治会は、学生寮について「低廉な家賃で学生生活を送れる、学生の学ぶ権利を保障す

るための、福利厚生施設」だと考えています。京都大学で学ぶためには、学費の他に、実家からの通

学が困難な場合、京都近郊での生活費が必要となります。下宿生にとって、実家通学と比べて特に

追加の費用として増えるのが家賃です。大学の提供する修学支援として授業料の免除等がありま

すが、家賃を補填するためには他の奨学金を利用したり、賃労働をしてお金を稼いだりする必要が

あります。他の奨学金には成績や大学修学年数によって制限があったり、アルバイト労働をする場合

には時間を消費したりと、家賃を補填するためのこれらの手段は、学生を疲弊させ、京都大学あるい

は京都という環境を活かした広い学びを困難にしてしまいます。その意味で、安価な下宿先としての

学生寮は、学生の学ぶ権利を保障する、ある種の格差是正装置として働くのです。故に、私達は大

学に学生寮が必要だと考えます。 

 

(2)なぜ「自治寮」である必要があるのか 

 自治寮である吉田寮では、その空間を使う当事者間での話し合いによる意思決定を原則としてい

ます。ここではまず、私達の考える当事者間による話し合いの重要性を、2点挙げて説明します。 

１つ目は、その場所について、当事者にしか分からないことがあり、また往々にして当事者が最も

その場所について多くの事を知り、考えていることが挙げられます。そのため、その場所にいる当事

者が意思決定プロセスに参画していることで、実態に即して熟慮された結論が得られ易いと考えま

す。 

2つ目は、当事者間の話し合いによって、各々がより納得できて利益を享受できるようになること

です。考えの異なる人々が等しく満足する結論を導くことは極めて難しいことです。ただ、その場所に

いる/その事柄に関わっている当事者が話をし、話を聴き、意見を調整できるバッファ/話し合いの場

があることで、各々が他人の考えを認識し、それを織り込んで自らの考え・行動を変化させて、互い

がより納得できる形での共存を図ることができます(自動にそうなるわけではなく、人々が歩み寄っ

ていくことを志向する必要もありますが)。当事者の話し合いによる意思決定を無視すれば、権力を

発揮できる主体による独りよがりな「正当性」に基づく結論や、実態に即さない非合理的な結果が

導かれることが多くなるでしょう。 
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以上を念頭に置いて、自治寮であることのメリットを具体的に説明します。 

前項に挙げた事柄を例として取り上げましょう。学生寮の「低廉な家賃」によって恩恵を受ける学

生は主として経済的に貧しい学生ですが、この「経済的に貧しい」というのは必ずしも「保護者」の

世帯収入が低いことによってのみ起こる状態ではありません。DV やネグレクトなどの家庭内不和に

より、収入の多い家計負担者が子の学費を捻出せず、経済的に困窮している学生が少なからずい

ます。大学による修学支援制度は親の世帯年収を参照して選考されることが多く、少なくとも現状

ではこのような個々人の事情に寄り添って支援する人を決めることはできていません。ですが、学生

から構成される自治会による入寮選考は入寮希望者一人ひとりと面談をして行うため、入寮希望

者とより近い立場で個々人の細かい事情も汲んで選考を行うことができます。このように、自治寮で

あることで福利厚生施設としての質の向上を見込めます。 

歴史的に見ても、経済的に困難の多い留学生に対して吉田寮自治会は自らの決定で早くから入

寮資格を開いていました。話し合いによって編み上げられた当事者の意見を反映し、吉田寮居住者

の意見を代表するのが吉田寮自治会です。その存在意義に、学生寮の設置者(大学当局) の一存

で寮費や設備、運用などに改変を加えられるのを避ける、というのがあると考えます。 

学生寮は学生個人の経済事情や生活環境について深く関わるため、その居住者である学生の

意見を飛び越して設置者が「自分のものだから」といった論理で学生寮についての物事を決めら

れるのは極めて道理に適わない状況であり、それを避けるための交渉主体として寮自治会があ 

るのです。 

また、自治による生活空間の運営は、寮外部との接触時のみならず寮内部においても重要であ

り、居住者として各寮生が主体性を持って自分の住む環境にまつわる事柄に参画できるというのは

健全な空間のあり方だと考えています。加えて、当事者による自治の気風は、学生同士、或いは寮に

やってくる人々の間での制約の無い交流を生み、対話による幅広い学びを得る機会となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年春に行われる「吉田寮祭」(今年は夏に開催) 

     吉田寮祭2022の webサイト 
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(3)学生自治寮にとっての吉田寮現棟 

私達は、上記の理由から、学生自治寮としての吉田寮の存続を望んでいます。その上で、自治寮

として現棟は非常に使いやすい建物だと考えています。 

まず、吉田寮現棟に外に出るための出口は複数ありますが、主要な玄関は一つであり、その周囲

に共有スペースが集中しています。これによって居住者の動線が重なり、同じ寮に住む人とよく顔を

合わせることになります。受付に溜まっていればほぼ常時誰かが通りかかり会話が生まれ、また廊

下も広く開放的なので、狭いアパートの廊下などと違い、立ち止まって話しやすい環境になっていま

す。このようにして日常的に育まれる互いへの認識とそこから生まれる共同性は寮としての意思決

定といった自治活動をする際に活かされ、血の通った共同体として円滑に、かつ不要なトラブルをな

るべく避けて寮運営を行うことを可能にします。 

 

 

 

 

 

                                                        (左)吉田寮現棟・受付 

 「吉田寮写真集」より 

                                                    上の qrコードよりアクセス可能 

https://takakoom.wixsite.com/yoshidadormphotos/blank 

その上で、建築史学会の指摘する通り(http://www.sahj.org/data/img/petition_15112

5. pdf)、吉田寮の建築的な価値は非常に大きいと考えています。これについては、建物が良質な

木材で構成されていることや、明治・大正期の建築意匠や技術を今に伝える希少な建築物である

ということもさることながら、そのような建物が100 年以上に渡って学生の寄宿舎として使われてき

たことの価値も重視されるべきだと考えています。それは、吉田寮に関わってきた多くの人々が、自分

たちの生活・活動空間のより良いあり方を追求して試行錯誤を重ねてきたということであり、その足

跡が建物自体に染み付いていることも少なくありません。元々は廊下の一部だったであろう受付が、

今では人々が日常的に集い活発に交流する空間となっているのはその代表例と言えます。 

また現棟が100 年の長きにわたり維持されてきたのは、寮にいる多くの人々が現棟に対する愛

着やリテラシーを培って主体的に維持管理を行ってきたためでもあります。隔月程度のスパンで企

https://takakoom.wixsite.com/yoshidadormphotos/blank
http://www.sahj.org/data/img/petition_151125.%20pdf
http://www.sahj.org/data/img/petition_151125.%20pdf
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画される大掃除は、全寮の掃き掃除といった所謂清掃活動に加えて年に一回現棟の床に油引きを

行うなど、寮生の生活のみならず建物の維持も意識して行われています。他にも、台風の際には多く

の人々が防災準備に関わって、被災を最小限に抑えようと努力しており、時に調理時の煙等で火災

報知器が作動したときは、消火器を持って多くの人が現場に集まります。寮にいる人々の活動と密

接に関わってきた現棟維持の歴史性を踏まえても、それが補修して使い続けられるのであれば、使

っていきたいという考えに至るのは自然なことでしょう。またそもそも、スクラップ& ビルドの過剰消費

ではなくて、今ある建物を補修しながら長く使い続けることが一番資源の節約にもなり、大学が負う

べき社会的な責任にも適うと言えます。そして、伝統的木造建築である吉田寮現棟は、正にメンテナ

ンスをしつつ長く建物を使っていくことに適した建物なのです。 

 

(4)現棟補修という結論について 

 以上をまとめると、吉田寮自治会が現棟の補修を求める動機の根本にあるのは、学生自治寮の必

要性であり、その上で歴史的価値を織り込みつつ、自治寮として優良な建物である現棟を使用した

い、ということになります。 

 

(『吉田寮自治会が現棟を補修したい理由について』より抜粋 

文責：吉田寮自治会、一部補修特別委員会が改変) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 「p.8 現棟屋根の自力補修について」声明掲載ページ 

                     吉田寮では現在、様々な自力補修が進められており、工費の 

カンパを募集しております。 詳細は12ページに記載しております。 
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5. 当局の補修サボタージュと自力補修という選択 

本年8月5日、吉田寮自治会は京大役員会に「現棟の老朽化対策に向けた話し合いの再開と、

現棟の継続的補修を求める要求書」を提出しました。また合わせて、これ以上大学当局が現棟の

補修を拒否するならば、寮自治会として現棟の維持管理のための小中規模の補修を自分たちで行

わざるを得ないこと、具体的には業者委託による現棟屋根の修繕を予定していることを伝えました。       

これに対して9月1日、大学当局より回答がありました。しかしその内容は、「2018年台風被害に

より応急処置として設置したブルーシートについては、その役割を果たせていない現状が確認でき

たならば、再度ブルーシートを設置することを考慮しますが、その他の現棟の補修を行うことはありま

せん」とし、さらには「大学の所有・管理する施設を許可なく補修する行為は認めません」と寮自治

会による自力補修もやめるように、という大変理不尽なものでした。 

大学当局が「寮生の安全確保」を唱えておきながら、現棟の老朽化対策を棚上げにし続けてい

ること、従来行ってきた現棟の維持管理のための小・中規模の補修すらをも怠り意図的に現棟の老

朽化を進めていることに、強く抗議します。 

大学当局の回答とそれに対する寮自治会の応答について詳しくは、 

2022年9月6日付け声明『「現棟の老朽化対策に向けた話し合いの 

再開と現棟の継続的補修を求める要求書」への2022年9月1日付けの 

大学当局の回答に対する声明』を参照ください。 

吉田寮自治会は、吉田寮の自治自主管理を行う立場から、これ以上京大役員会が現棟の維持

管理をサボタージュする状況を看過することはできません。大学が現棟の補修を行わない以上、現

棟の福利厚生機能を維持し、将来的な補修存続の可能性を絶たないため、自分たちでも補修を行

わねばならないと考えます。大学当局は自力補修を「無責任」な行為だと言いますが、自らが補修

義務を放棄しながら当事者による自力補修すら認めないことほど無責任な話もなく、到底受け入れ

られる主張ではありません。 

よって私たちは今回、予定していた現棟の屋根の自力補修（業者委託） 

を行うこととします。具体的な補修の内容については、8月5日付の声名 

「吉田寮現棟の補修に関する京大役員会への要求書提出と、現棟屋根の 

自力補修計画について」を参照ください。 

しかし繰り返しますが、本来福利厚生施設である吉田寮の補修は大学の責任において行われる

べきです。また私たちが今回行う補修はあくまで、抜本的な老朽化対策を行うまで現棟を維持管理

するための、最低限の修繕・応急処置にとどまります。大学役員会に対しては、引き続き、現棟の抜

本的老朽化対策に向けた吉田寮自治会との話し合いを速やかに再開すること、それまでの間、現

棟の適切かつ継続的な補修を大学の責任において行うことを、要求します。 

(吉田寮自治会2022年9月6日付声明より抜粋、一部改変 https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2325/) 

https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2254/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2254/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2327/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2327/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2327/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2327/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2327/
https://www.yoshidaryo.org/archives/seimei/2325/
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6.どのように自力補修を行っているのか 

＊吉田寮が現在進めている自力補修は、屋根補修だけではありません。屋根補修は瓦屋さんに依

頼して、足場も組んで行っているかなり大規模かつ本格的なものですが、そのほかにも様々な補修

を当局の補修サボタージュに屈することなく行っています。これまで行ってきた自力補修の事例を紹

介していきます。 

 

① 屋根の補修 

 

 

                                              北寮屋根は2018年台風21号により被害を 

                                                               受けたが、当局は左写真のようにブルーシート 

                                      を用いた応急措置をしたのみで、以後は放置。   

 

そのため下の写真のように、より防水性の高い

シートをかけなおす補修を行っている。 

 

 

          ↓施工中                                 ↓施工後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                経年劣化や台風による 

                                                    瓦の割れ・ズレを補修した 

                                    

                                                    (左)補修前 

                                                    (右)補修後 
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② 壁の補修(廊下・外壁) 

 吉田寮現棟の廊下の壁は、主に土壁から構成されています。土壁は木造家屋との相性がよく、建

築的な美しさは大きいのですが、長年日光や雨風にさらされていることや、経年劣化が激しいことか

ら、補修を必要としていました。 

 補修特別委員会では「土壁塗りワークショップ」と題して、壁の下地となる竹小舞の作り方を学ぶ

ところから始め、荒壁塗り、中塗り、漆喰仕上げを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑土の接着を促すため竹小舞を組んだ             ↑コテを使って土を練り込む 

 

 

 

 

 

 

 

                    ↑土、砂、ワラスサを練り上げる 

 

③ 庇の補修 

 各棟の庇の補修を、専門の大工さんに来ていただきながら行っています。 

 

 

 

 

 

 

↑傷んだ杉板や腕木を差し替える                  ↑板金を巻いて完成 
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④ 扉の改修 

 109年お世話になった扉に別れを告げ、古材を再活用した新しい扉が建て付けられました。 

 

 

 

 

 

 

 

                          (左)補修前の寮食堂または建て替え前の学生集会所に使用

されたと思われる白緑色の扉を建て付けた 

                                               (右)「古材文化の会」のご協力により入手した古材扉を建て

付けている様子 

 

⑤ 床補修 

 床板を上げ、状態の確認をした後に、腐朽した部材を交換・補強しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(左)専門家の助力を得ながら、 

     床板を支える根太を交換した 

    (2017年) 

 

(中)(右)2022年も補修作業を実施中 
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＜カンパのお願い＞ 
 今回実施している現棟屋根の自力補修には最大1,173,040円を要しており、吉田寮自治会の

財政のみで実施していくことは困難です。吉田寮自治会の主張に賛同いただける皆さまには、もし

可能であれば、補修費用のカンパをお願いいたします。 

 今回いただいたカンパは現棟の屋根の自力補修のために用います。同口座に振り込まれる別の

用途のカンパとの区別のため、お手数をお掛けしますが、カンパの際には用途指定の明記をお願い

します。また同意が得られる場合は、カンパをいただいた方のお名前・ご所属を吉田寮公式サイト上

にて公開させていただければと思います。詳しくは、下記の「カンパの仕方」をご覧ください。 

 なお、もしも今回予定している屋根の自力補修に必要な費用を上回る額のカンパが集まった場合

は、その他の現棟の自力補修のために使用させていただきます。吉田寮の存続に向けて何卒ご支

援・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

〜カンパの仕方〜 

下記の振込口座へ、A)払込取扱票か、B）その他の方法で振込ください。 

振込口座：ゆうちょ銀行／吉田寮在寮期限対策局／店名:四四八／店番:448／種目:普通預金

／口座番号:4373830 

A）払込取扱票で振り込む場合 

通信欄に「現棟補修のため」と記載してください。また吉田寮公式サイト上での名前の公開が可能

な場合は「公開可」と記載し、さらに「公開する名前と所属など」を記載してください。通信欄を使用

せずに、下記のメール送付に代えても構いません。 

 

B）払込取扱票以外の手段で振り込む場合 

吉田寮自治会（yoshidaryo.jichikai@gmail.com）宛にメールを送ってください。件名には「現棟

補修のためのカンパ」と記してください。メール本文には「現棟補修のためのカンパを振り込んだこ

と」と「振込日」と「振込名義」を記載してください。また「吉田寮公式サイト上での名前の公開可

否」と、公開可能な場合は「公開する名前と所属など」を記載してください。 

------------------------------------------------------ 
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