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京都大学構内遺跡調査要項

京都大学埋蔵文化財研究センター要項

第 1条京都大学に埋蔵文化財研究センター（以下「センター」という。〉を置く。

第2条 センターは，京都大学敷地内の埋蔵文化財についての調査研究及びその保存のため必要な業

務を行う。

第3条センターにセンター長を置く。

2 センター長は，京都大学の専任の教授をもって充てる。

3 センター長の任期は， 2年とし，再任を妨げない。

4 センター長は，センターの所務を掌理する。

第4条 センターに，必要に応じて，助教授，助手その他の職員を置く。

第5条 センターに，調査研究及び保存に関する業務を処理するため，研究部を置く。

2 研究部に主任を置き，前条の教官をもって充てる。

3 主任は，研究部の業務をつかさどる。

第6条 センターにセンターの事業に関する基本的計画，人事その他管理運営に関する重要事項を審

議するため，運営協議会を置く。

2 運営協議会は，次の各号に掲げる委員で組織する。

(1) センター長

(2) センターの研究部の主任

(3）前2号以外lの学識経験者のうちから総長の委嘱した者若干名

(4）事務局長及び施設部長

3 センター長は，運営協議会を招集し，議長となる。

4 前各項に規定するもののほか，運営協議会の運営に関し必要な事項は，運営協議会が定める。

第7条 この要項に定めるもののほか，センターの組織及び運営に関し必要な事項はセンター長が定

める。

センター長西川幸治（工学部教授） 運営協議会委員石井久夫（事務局長）

運営協議会委員小野山節（文学部教授） イ少 榊原郁夫（施設部長）

今 蔭地利明（文学部教授） 研究部主任清水芳裕（文学部助手）

ペ少 川又良也（法学部教授） 研究部研究員五十川伸矢（文学部助手）

今 上田正昭（教養部教授） 。 浜崎一志（工学部助手）

。 足利健亮（教養部教授） イ少 宮本一夫（文学部助手）

イシ 東村武信（原子炉実験所教授） ク 難波洋三（文学部助手〕

ク 鎌田元一（文学部助教授） Jシ 盛 恵子（施設部教務補佐員）

ク 山中一郎（文学部助教授） 事 1多 室和田俊司（施設部事務官）

。 石田志朗（理学部助教授） 。 中村美代（施設部事務補佐員）

。 林 昭三（木材研究所助教授） /,, 菅原令子（施設部事務補佐員）

今 清水芳裕（文学部助手）
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京都大学構内遺跡調査要項

京都大学構内遺跡調査金規約

第1条 この会は，京都大学構内遺跡調査会（以下「調査会」という。）と称し，京都大学の委託によ

り同大学構内における建築物新営工事等に伴い必要な敷地内の遺跡調査を行うことを目的と

する。

第2条調査会は，事務所を京都市左京区北白川西町財団法人阪本奨学会内に置く。

第3条調査会は，第I条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1）京都大学の委託により行う当該敷地内の埋蔵文化財についての発掘調査

(2）前号の調査により出土した埋蔵文化財の保存，管理に関する事項の審議

(3）埋蔵文化財の調査に関する発掘調査概要報告書の作成

(4) その他必要とする事項

第4条調査会に次の役員を置く。

(1）会長 l名

(2）委員

イ 京都大学の学識経験者若干名

ロ 新営工事等の敷地の属する京都大学の部局の長または部局附属施設の長

ハ新営工事等の敷地の所在する地域の文化財保護行政当局の推薦する老若干名

(3）監事若干名

2 会長は，前項2号イの委員の推薦する者とする。

3 会長の任期は2年とし，再任を妨げない。

4 委員及び監事は，会長が委嘱する。

5 第I項第2号ロ及びハの委員は，当該敷地内の遺跡調査に関する委員としての任務が終わっ

たときは，退任する。

第5条会長は，調査会を代表し，業務を総括する。

2 委員は，委員会を構成し，委員会の議決に基づく業務を執行する。

3 監事は，調査会の会計を監査する。

第6条委員会は，会長及び委員をもって組織する。

2 委員会は，会長が招集し，議長となる。

3 委員会は，新営工事等の敷地が京都市以外の地域にある場合で，必要と認めたときは，部会

を置くことができる。

第7条第3条の発掘調査の実施に当たるため，調査会に調査涯を置く。

2 調査班は，調査班長，調査員及び調査補助員をもって組織する。

3 調査班長は，委員会の議に基づき会長が委嘱する。

4 調査員及び調査補助員は，調査班長の推薦により会長が委嘱する。

第8条調査会の事務を処理するため，調査会に事務局を置く。

2 事務局に職員若干名を置く。

3 職負は，会長が任免する。

第9条調査会の経費は，京都大学から支出される調査委託費をもって充てる。

第10条調査会は， 4月1日に始まる年度ごとに，事業報告書及び収支決算書を作成し，監事の監査

を経て，年度終了後3ヶ月以内に委員会の承認を受けるものとする。

第II条 この規約に定めるもののほか，調査会の運営に関し必要な事項は，会長が定める。
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京都大学構内遺跡調査要項

調査委員会

会長

委員

久馬ー剛（農学部教授）

小野山節（文学部教授）

大山喬平（文学部教授）

亀井節夫（理学部教授）

川上 貢（工学部教授）

西川幸治（工学部教授）

足利健亮（教養部教授）

規約第4条 1項（2）ロ

内野治人（医学部附属病院長）

赤井浩一（工学部長）

山中一郎（文学部助教授）

石田志朗（理学部助教授〉

西村 進（理学部助教授）

上野陽里（医学部助教授）

清水芳裕（文学部助手〉

建本信雄（事務局庶務部長）

佐野哲郎（教養部長）

藤原元始（RIセンター長）

規約第4条l：項（2）ハ

浪貝

泉

毅（京都市埋蔵文化財調査センタ一所長）

拓良（奈良大学助教授）

監 事金

松田

光男（施設部企画課長） 有原満雄（医学部附属病院管理課長）

栄博（教養部事務長） 岸本弘三（工学部経理課長）

上回照夫（RIセγター事務掛長）

事務局

事務局員 和田俊司（施設部事務官） 松本一代（調査会事務員）

調査班

調査班長・主任清水芳裕，五十川伸矢，浜崎一志，宮本一夫，難波洋三，盛 恵子

調査員 伊東康人，梶 聡，竹村厚司，竹村恵二，千葉 豊，早野三郎，

森本 晋，山口和穂

調査補助員 石本由野，上野京子，加茂友基，河野一隆，菊池啓介，坂田朱美，

高橋克毒，高橋照彦，田中克幸，谷口由利子，中村宜弘，西川恵美子，

松田 聡，宮崎智嗣，横田泰之

作業員 五十棲彰雄，射場実信，右川 清，浮田博文， JII上ョ、ンエ，木村謙次，

河野佳子，古前健次，鈴木 功，橋本庄次，橋本俊夫，長谷川智造，

長谷川秀実，福田文治，三谷正三，安田秀男

病院構内AJ 18区整理調査班

所在地 京都市左京区吉田橘町

工事名 附属病院内科系病棟新営

調査期間 1986年4月1日～同10月31日

面積 4294. 5ni' 

班長・主任清水芳裕，浜崎一志，難波洋三

調査員 l名

調査補助員 2名

作業員 2名
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病院構内AJ 19区整理調査班

所在地 京都市左京区吉田橘町

工事名 医学部内科系臨床研究棟新営

調査期間 1986年4月1日～同11月30日

面積 3000ni' 

班長・主任五十川伸矢，宮本一夫

調査員 3名

調査補助員 7名

作業員 9名



京都大学構内遺跡調査要項

教養部構内AP25区発掘・建理調査班 本部構内AX30区発揚・整理調査班

所在地 京都市左京区吉田二本松町 所在地 京都市左京区吉田本町

工事名 教養部校舎新営 工事名 工学部媒体総合実験研究棟新営

調査期間 1986年7月1日～ 調査期間 1986年9月16日～

1987年1月31日 1987年il月31日

面積 599nf 面積 330nf 

班長・主任清水芳裕，宮本一夫，難波洋三 班長・主任清水芳裕，難波洋三

調査員 4名 調査員 I名

調査補助長 9名 調査補助長 2名

作業員 14名 作業員 11名

医学部構内AL20区発掘調査班 学生寄宿舎建設予定地試掘調査

所在地 京都市左京区吉田橘町 所在地 京都市左京区吉田近衛町

工事名 放射性同位元素総合センター 調査期間 1986年4月28日～同4月30日

有機廃液処理設備室新営 面積 24nf 

調査期間 1986年12月15日～ 担当者 清水芳裕，五十川伸矢，浜崎一志

1987年 1月311:1

面積 33lnf 農学部附属農場試掘調査

班長・主任浜崎一志，難波洋三 所在地 京都市左京区北白川追分町

調査員 2名 調査期間 1986年8月26日～同4月30日

調査補助員 4名 面積 16nf 

作業員 9名 担当者 清水芳裕

附属病院サービスサプライ棟増築予定地試掘調査

所在地 京都市左京区聖護院川原町

調査期間 1986年8月29日

面積 12nf 

担当者 浜崎一志

調査補助員 4名

京都大学構内遺跡の調査体制j

) ：：：：－，~－，~叫2業

主主派「中主任員員

京都大学捜蔵文化財研究センター 京都大学構内遺跡調査会
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表 3 京都大学構内遺跡のおもな調査

（地点は図版1を参照，文献中「埋」は京L
大埋文研， 「調」は京大調査会をさす。／

年度 l詔 ti地点 l担当者思想｜間 違 構l遺物 i文献i備考

1923 I農学部 JI I・21演田 耕作 I表試採掘・ 11 I l石散器土器， ｜梅島原田ぉ24'1

1924 I農学部 l不明ト藤本理三郎 l

問｜委阪需 l l長喜清皇宮b・I発掘 lI l弥生土器［皇制

1934 I 大武阪山古府墳阿 I l梅原末治 l発掘 lI ｜語伊玉i梅原お｜

1935 I北小倉白 1町111 l露土器， 梅原351

側｜農学部 Is i羽館 易｜採集｜ ｜ l縄文土器｜

1971 i農学部 I4 I石田志朗 l採 集 ｜ ｜ i弥生土器｜埋79 1 

1972 農 学部 Is I l採集 II 棒 l

［ 都小野出比山呂節志 1事前発掘l一l時 l｜｜弥石出器 l都小野出7山3・1建をし物条保時存をずら

追分地蔵 l6 l事思議盟 l事前発掘16001 l鶴土器， ｜害見込 l

教養部 I7 I藤岡向｜謀議iI ［縄文土器問731

1973 I農学部 I8 I中村徹也｜事前九 131瓦 溜直接1l埋78bl職場戻し

農学部！ 9 i中村徹也 l事前発掘円。。l l空話器， l中村河

農学部 I10 l中村徹也 l事前発掘｜ ω｜ ｜縄文土器 l

植物園 l11 i 中村徹也｜事前発明 4001 籍軍 l 縄文土器 lt~74b,l!!iil
1974 農学部 I12 I中村徹也（事前発掘｜叫 ｜縄文土器 l中村74aI 

農学部 I13 I中村徹也 l事前発掘Iaool ｜縄文土器｜中村75[ 

1975 I教養部 l14 I諸山徹：＼事前発掘l判 ｜麟瓦［中間｜

1976 警桔呂劃 I凶6｜泉 拓良 l戸事輔前発掘明即町l同川川90卿00憎皇期l望盟鵠奇蒜毒？九J[I同調7η7 ｜ 

雪Eisl) 19 I剛保良［事前耕12哨i/.1奇襲霊瓦 I:n・a I 

r嘉stI 29 I吉 野 治 雄 ｜ 保 存 lI l調77 l君臨寝室
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年度｜詔ti糊｜担当者l鶴間遺構｜遺物｜文献｜備考
1976 

病AHl7 院区
34 泉拓良 事前発掘 200 

葉石第九
土師器，瓦 堤.78a

喜歌山妻［ ｜丹羽佑一｜事臓掘ド。。！鍵代｜鷲土器， 1駒 saI 

1977 空FI4!
39 宇岡野田 保隆良夫

事前発掘鴨宮 土陶師磁器器，瓦， 塩.？Sa,
埋81a 

間 I41 I争犠
事前発掘1200 土井中世戸器善溜寺，， 土陶師磁器器，瓦，

1978 
理BE学29部区

54 語岡田 保審良議事前発掘 500 

器官 弥土生師器土器，瓦， 埋79

時劃 55 I季野銭円河川駅土坑［鵠器，｜埋拘｜

れ31震I56 I各議｜事前発掘16501麟期｜縄文土器｜欝（

交w糊w28tl震｜ 5幻7 ｜雲器露露犠量片戸前発可…50蜘00憎白叩警子協議繰妻｜円同埋榔8加o ｜ 

1979 
医Ap 学19部区

74 書中世，土井戸器， 土石陶師磁器器器，，瓦， 埋81b 
！日

本AT27部区
75 五十川伸矢 事前発掘 400 

霊野長龍望
土恵師器器，，白須磁埋.81b 竪を現穴住地居保存跡

1980 
本AT27部区

89 115 近掘世道路， 土世師陶器磁，器近埋8Ib

本AX28部区
90 

泉五浜十崎川伸一拓恋良矢
事前発掘1120 

草重；：・雑建
毒…事まう自

埋.83

京美都府月

私議議議

事前発掘1468 

論控E語a事撃手島
捜83

襲警
結直 I91 I吉野治雄｜事前発掘II廿瞳戸｜時議｜埋83 I 

実験排票 I98 I清水締｜立 合｜ ｜護霊場｜走師器，丸｜埋83 ｜鵡矧
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年度語ij一両当者［鶴岡遺構l遺物 l文
削｜普品0霊II…雲崎雫l事前発掘1272

伊山喜lIii月11111事前細1·~守耕l監； l 榔4
fx2s震l110 I浜崎一志（事前発掘I34富世土器毒襲最恥榔3 

鵠2置γll~t::J·＇担割84
芸都七＿＿L~_~j J l輔君津3

1982 I堕!Ll泉拓良l試円f哩計J槌 4

~露雫［事前吋塑塑；： i~昔話瓦］埋郎
官，，I "' I瀧き判事前発掘l'"lt時l時計 ［問

=3':: ! I泉吋ー草地障害－
tT29! l哨野骸l事前発掘18901新型師骨比四6

警E~3f I 1251 t野鞍｜事前発掘18031雄官奇襲警，JL.I埋86

1983 I！謎I1341 t+m模開発掘18明枝l審理雨量｜埋86

t51・刊誌，，：判事前発掘I'"I ~:I! I轄庁87

瓦瓦19医｜川盟主l事前発掘186悌制鮪器，｜埋87

t~； I 刊号丸一I ＂＇＇謀議問強引埋87
時「
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年度｜諸星雲［地点｜担当者｜鶴岡遺構｜遺物｜文献｜備考
1985 北 部区 事前発掘 624 古物坑代跡，近溝，世，建土溝主弥恵生郁器器土器，須， 埋88

B J31 

病AJl 8院区
事前発掘429刻｜近中世世土井戸取， 世土師陶器磁，器近第2章

病AJ 19 院区
155 毒事Jfl竺雲 近中り世世穴井土戸取， ｜｜｜ 土世鋳陶師型器磁器，近， 第2章

1986 
教AP養25部区 I 167 議清水 詰芳裕輔「瑚1鶴近｜量j臨近｜制掌

!xsof ［哨童書警｜事前発掘13301髄最｜奇襲警 ｜第4章｜

話。産I1引議詰開発掘ド311報土取｜麟’ ｜ 

間 I170 I曇fl墾「掘

むl劃巾崎－$1試掘I121 

北 部区 172 清水芳裕 試掘 16 

｜議事九BI 32 

空J品Iー水芳裕｜立合II 
｜計JII伸矢［立合｜ ｜ 

君主stI 1ペ浜崎－$1立 合｜ ｜ 

警主劃ワ崎一志｜立合｜｜

をW3劃 l引日l吋立合II 
む10壁Il771li判 flfi申矢｜立 合lI ｜奇襲霊 ｜ 

弘16fIリ崎一志｜立合II 

空J1劃 I引鯨芳裕｜立合｜｜
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