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石脇第3遺跡森未地区調査前状況（西上空から）

石脇第3遺跡森未地区完掘状況全景（南上空から）

石脇第3遺跡森東地区調査前状況（上空から）

石脇第3遺跡森未地区完掘状況全景（上空から）

石脇第3遺跡森未地区SIOl完掘状況（北から） 石脇第3遺跡森末地区S101遺物出土状況（北から）



石脇第3遺跡森未地区Sl01高峰Po24出土状況（南から）

石脇第3遺跡森未地区S題02克掘状況（北から）

石脇第3遺跡森未地区S川2・04掘り下げ状況（北から） 石脇第3遺跡森未地区S川2嚢Po46出土状況（北から）

石脇第3追跡森未地区S102高坪Po54出土状況（南から） 石脇第3遺跡森未地区Sl02紡錘車S2出土状況（南西から）
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石脇第3遺跡森未地区S102周辺ピット内瓦Po75
出土状況（北から）

石脇第3遺跡森未地区S103晃掘状況（北から）

石脇第3遺跡森未地区Sl05完掘状況（南から） 石脇第3遺跡森末地区S105遺物出土状況（南から）

石脇第3遺跡森未地区S105聾Pogい113、低脚坪
Po122出土状況（南から）

石脇第3遺跡森未地区SID5高杯Po118出土状況（東から）



石脇第3遺跡森未地区SBOl検出状況（西から） 石脇第3遺跡森未地区SBOl・S＝4完掘状況（東から）

石脇第3遺跡森未地区SBO2～05完掘状況（西から） 石脇第3遺跡森未地区SBO6完掘状況（西から）

石脇第3遺跡森未地区SBOl～06完掘状況（南西から） 石脇第3遺跡森末地区SAOl～07完掘状況（北から）
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石脇第3遺跡森未地区SKOl完掘状況（東から）

石脇第3遺跡森未地区SKO2検出状況（東から）
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石脇第3遺跡森未地区SKO2土層断面（南西から） 石脇第3遺跡森未地区SKO3完掘状況（西から）

石脇第3遺跡森末地区SKO3土層断面（西から） 石脇第3遺跡森末地区SKO4完掘状況（北から）



石脇第3遺跡森未地区SKO4土層断面（西から）

石脇第3遺跡森未地区SKO8完掘状況（西から）

石脇第3遺跡森未地区SKO8完掘状況（北から）

石脇第3追跡森末地区SKO5検出状況（北から）

石脇第3遺跡森末地区SKO7完掘状況（西から）

石脇第3遺跡森未地区SKOg完掘状況（西から）
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石脇第3追跡森末地区SKO9遺物出土状況（東から）　　　　石脇第3遺跡森未地区SKO9土鍋Po143出土状況（北東から）
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石脇第3遺跡森未地区SKOg把手付土鍋Po144
出土状況（南東から）

石脇第3遺跡森末地区SKlO完掘状況（西から）
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石脇第3遺跡森未地区SK11完掘状況（南から） 石脇第3遺跡森末地区SK12遺物出土状況（西から）



石脇第3遺跡森未地区SK13土層断面（東から）

石脇第3遺跡森未地区SK15晃掘状況（東から）

石脇第3遺跡森末地区調査区西側遺構尭掘状況
（上空から）

石脇第3遺跡森末地区SK14完掘状況（北東から）

石脇第3遺跡森末地区SDOl完掘状況（北西から）
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石脇第3遺跡森未地区SDO2－1尭掘状況（西から） 石脇第3遺跡森末地区SDO2－2完掘状況（北から）

石脇第3遺跡森未地区SDO3完掘状況（北西から） 石脇第3遺跡森未地区SDO4完掘状況（南から）

石脇第3遺跡森未地区SDO5－1完掘状況（北から） 石脇第3追跡森末地区SDO5－1遺物出土状況（北から）



石脇第3追跡森未地区SDO5－1瓦出土状況（北から）

石脇第3遺跡森未地区SDO5－2完掘状況（北から）

石脇第3遺跡森未地区SDO5－1・2完掘状況（北から） 石脇第3遺跡森末地区SDO6・SK13完掘状況（北西から）

石脇第3遺跡森未地区SSOl完掘状況（西から） 石脇第3遺跡森末地区SSOl内SKl鉄刀Fl・F2、
砥石Sl出土状況（東から）



石脇第3遺跡森未地区SSO2完掘状況（東から） 石脇第3遺跡森未地区SSO3完掘状況（北西から）

石脇第3遺跡森未地区SSO4完掘状況（北から） 石脇第3遺跡森未地区ピット群03完掘状況（西から）

石脇第3遺跡森東地区遺構外壷Po225出土状況（北から） 石脇第3遺跡森東地区作業風景
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平成8年度石脇第3遺跡操り地区遠景（北西から）

平成8年度石脇第3遺跡操り地区完掘状況（南西上空から）

石脇8号墳周溝検出状況（東から）

平成8年度石脇第3遺跡操り地区調査前状況
（東上空から）

石脇8号墳墳丘検出状況（北西から）
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石脇8号墳周溝検出状況（西から）



石脇8号墳完掘状況（南上空から） 石脇8号墳完掘状況（上空から）

石脇8号墳後円部盛土状況A－A，ベルト東側（北から） 石脇8号墳後円部盛土状況A－A，ベルト西側（北から）

石脇8号墳後円部盛土状況B－B，ベルト北側（東から） 石脇8号墳復円部盛土状況B－B，ベルト北側（東から）



石脇8号墳後円部北側周溝土層断面B－B，ベルト北側（東から） 石脇8号墳くびれ部周溝土層断面C－C，ベルト北側（東から）

石脇8号墳後円部盛土除去後状況（東から） 石脇8号墳後円部埋没周溝土層断面（南東から）

石脇8号墳後円部埋没周溝晃掘状況（南東から） 石脇8号墳埋没周溝完掘状況（北東から）



石脇8号墳くびれ部埋没周溝完掘状況（東から） 石脇8号墳旧表土除去後状況（東から）

石脇8号墳盛土除去後状況（西上空から）

石脇8号墳周溝内土壌SXOl検出状況（南から）

石脇8号墳盛土除去後状況（上空から）

石脇8号填周溝内土壌SXOl完掘状況（南から）



石脇8号墳周溝内土塘SXO2検出状況（北から） 石脇8号墳周溝内土填SXO2完掘状況（北西から）

石脇8号墳埋没周溝内土壌SXO5完掘状況（西からノ 石脇8号墳北側くびれ部周溝内遺物出土状況（西から）

石脇8号墳後円部東側周溝内通物出土状況（南東から） 石脇8号墳南側くびれ部周溝内普通円筒埴輪Po58
出土状況（西から）



石脇8号墳前方部周溝内普通円筒埴輪Po60出土状況（西から） 石脇8号墳前方部周溝内童形埴輪Po122出土状況（南西から）

石脇8号墳北側くびれ部周溝内埴輪出土状況（北から） 石脇8号墳復円部北側周溝内埴輪出土状況（東から）

石脇8号墳後円部旧表土中遺物出土状況（西から） 石脇第3追跡操り地区S川1完掘状況（北から）



石脇第3遺跡操り地区SKOl完掘状況（東から） 石脇第3遺跡操り地区SKO2完掘状況（南から）

石脇第3遺跡操り地区SXO3完掘状況（東から） 石脇第3遺跡操り地区SXO3人骨出土状況その1（東から）

石脇第3遺跡操り地区SXO3人骨出土状況その2（北から） 石脇第3遺跡操り地区SDOl完掘状況（東から）



石脇第3遺跡操り地区SDO2完掘状況（南東から） 石脇第3遺跡操り地区SDO3尭掘状況（西から）

石脇第3遺跡操り地区SDO4完掘状況（南から）

石脇第3遺跡操り地区SDO5完掘状況（東から）

石脇第3遺跡操り地区S川1・SDO5尭掘状況（上空から）

石脇第3遺跡操り地区B4グリッド鉄刀出土状況（南から）



平成9年度石脇第3遺跡操り地区調査前状況（南上空から） 平成9年度石脇第3遺跡操り地区調査前状況（上空から）

平成9年度石脇第3遺跡操り地区尭掘状況（南上空から） 平成9年度石脇第3遺跡操り地区完掘状況（北東上空から）

石脇第3遺跡操り地区S川2完掘状況（南東から）



石脇第3遺跡操り地区S川2北側土層断面（西から）

石脇第3遺跡操り地区S＝2炭化材出土状況（南東から）

石脇第3追跡操り地区S H2造物・炭化材出土状況（南東から）

石脇第3遺跡操り地区S川2敷物状炭化物出土状況（南東から）

石脇第3遺跡操り地区S102嚢Po158・15g出土状況（北から） 石脇第3遺跡操り地区S川2嚢Po160出土状況（南東から）



石脇第3遺跡操り地区S川2脚付短頸壷Po164出土状況（南から） 石脇第3遺跡操り地区SBOl完掘状況（北東から）

石脇第3遺跡操り地区SKO3完掘状況（南東から）

石脇第3遺跡操り地区SKO4完掘状況（南西から）

石脇第3遺跡操り地区SKO3鉄刀F8出土状況（南東から）

石脇第3遺跡操り地区SKO4土層断面（南西から）



石脇第3遺跡操り地区SKO5完掘状況（南東から）
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石脇第3遺跡操り地区SKOG土層断面（南東から）

石脇第3遺跡操り地区SKO7完掘状況（北東から）

石脇第3遺跡操り地区SXOG検出状況（西から） 石脇第3遺跡操り地区SXO6掘り下げ状況（西から）



石脇第3遺跡操り地区SXO6完掘状況（南から） 石脇第3遺跡操り地区SXOG完掘状況（西から）

石脇第3遺跡操り地区SXOG石材除去後状況（南から）　　　石脇第3遺跡操り地区SXOG石材除去後状況（西から）

石脇第3遺跡操り地区SXO6北側須恵器羞巧Po166～169出土状況（西から）

石脇第3遺跡操り地区SDO6完掘状況（北東から）



石脇第3遺跡操り地区SDO7完掘状況（北東から）

石脇第3遺跡操り地区SDO9完掘状況（南東から）

石脇第3遺跡操り地区SDOい10完掘状況（北東から）

石脇第3遺跡操り地区SSOl完掘状況（北西から）

石脇9号墳検出状況（北西から） 石脇9号墳掘り下げ状況（北西から）



石脇9号墳完掘状況（西から）
石脇9号墳完掘状況（上空から）

石脇9号墳主体部完掘状況（南から）

石脇9号墳主体部基填完掘状況（南から）

石脇9号墳主体部裏込状況（北東から）
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石脇9号墳北側周溝土層断面（北から） 石脇9号墳北西側周溝内遺物出土状況（北東から）

石脇9号墳周溝内土鳩SXO7完掘状況（南西から） 石脇9号墳周溝内土鳩SXO8完掘状況（南西から）

石脇9号墳周溝内土鳩SXOg完掘状況（南西から）
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寺戸第1遺跡調査前状況（南東上空から）

寺戸第1遺跡完掘状況全景（北上空から）

寺戸第1通跡完掘状況全景（東上空から）

寺戸第1遺跡S川2完掘状況（北から）

寺戸第1遺跡S101完掘状況（南東から）

寺戸第1遺跡上段テラス完掘状況（上空から）



寺戸第1遺跡SSOl完掘状況（北から） 寺戸第1遺跡SKOl完掘状況（北から）

寺戸第1遺跡SKOl上面集石02検出状況（北から） 寺戸第1追跡SSOIPl内坪Polt）、製塩土器P011
出土状況（南から）

寺戸第1遺跡SSOIPl内製塩土器Poll・14出土状況（北から）　寺戸第1遺跡SSOIPl内製塩土器Po12・13出土状況（南から）



寺戸第1遺跡SSO2・SBO2・集石01完掘状況（東から） 寺戸第1遺跡SBO2完掘状況（東から）

寺戸第1遺跡SSO2PlO内聾Po15出土状況（北東から） 寺戸第1追跡集石01検出状況（南から）

寺戸第1遺跡SSO3完掘状況（南から） 寺戸第1遺跡SSO4・SBOl完掘状況（南から）



寺戸第1遺跡SSO4・SBOl完掘状況（北から） 寺戸第1遺跡SBOl完掘状況（西から）

寺戸第1追跡SSO4嚢Po21・22出土状況（東から）

寺戸第1遺跡SSO5完掘状況（西から）

寺戸第1遺跡SSO4有礼円盤Sl出土状況（東から）

寺戸第1遺跡SSO6・SKO2完掘状況（南西から）



寺戸第1遺跡SKO2土層断面（北から）

寺戸第1遺跡SKO3～OG完掘状況（北から） 寺戸第1遺跡SDOl完掘状況（北東から）

寺戸第1遺跡SDOl完掘状況（東から） 寺戸第1遺跡SDO2・03、ピット群02完掘状況（南から）



寺戸第1遺跡上段テラス・下段テラス完掘状況（南から） 寺戸第1遺跡集石03検出状況（南西から）

寺戸第1遺跡石列01検出状況（南から） 寺戸第1遺跡土器溜まり01検出状況（北から）

寺戸第1遺跡土器溜まり02検出状況（西から） 寺戸第1遺跡土器溜まり02検出状況（南東から）
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寺戸第2遺跡調査前状況（上空から） 寺戸第2追跡遠景（北から）

寺戸第2遺跡完掘状況全景（上空から） 寺戸第2遺跡丘陵頂部遺構完掘状況（西上空から）

寺戸第2遺跡丘陵頂部南側遺構完掘状況（上空から） 寺戸第2遺跡S101・03完掘状況（北から）



寺戸第2遺跡S日日・03完掘状況（西から） 寺戸第2遺跡S川1・03貼床除去後状況（北から）

寺戸第2遺跡S川1勾玉Jl出土状況（西から） 寺戸第2遺跡S川3床面遺物出土状況（西から）

寺戸第2遺跡S川3蛮Po3い44出土状況（東から） 寺戸第2追跡S H3嚢Po37・45出土状況（北から）



寺戸第2遺跡S H3嚢Po40出土状況（北西から）

寺戸第2遺跡Sl03甑形土器内遣物出土状況（東から）

寺戸第2遺跡S＝3甑形土器Po88出土状況（南から）

寺戸第2遺跡S102完掘状況（北から）

寺戸第2遺跡S104完掘状況（東から） 寺戸第2遺跡S104貼床除去後状況（東から）



寺戸第2遺跡S川5完掘状況（南東から） 寺戸第2遺跡S川5遺物出土状況（東から）

寺戸第2遺跡S川5石傲出土状況（北西から） 寺戸第2遺跡S H5貼床除去後状況（東から）

寺戸第2遺跡Sl06完掘状況（東から） 寺戸第2遺跡S107完掘状況（北から）



寺戸第2遺跡S108完掘状況（南東から）

寺戸第2遺跡S108P23内石材出土状況（東から）

寺戸第2遺跡S＝8完掘状況（東から）

一議∵’ぺ

寺戸第2遺跡S川9晃掘状況（西から）
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寺戸第2遺跡S川9床面遺物出土状況（南西から） 寺戸第2遺跡SSOl完掘状況（東から）



寺戸第2遺跡SSO2完掘状況（東から） 寺戸第2遺跡SSO3完掘状況（北東から）

寺戸第2遺跡SSO4完掘状況（東から） 寺戸第2遺跡SKOl完掘状況（北から）

寺戸第2遺跡SKO3完掘状況（南から） 寺戸第2遺跡SKO4完掘状況（南西から）
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寺戸第2遺跡SKO5完掘状況（南東から） 寺戸第2遺跡SKO6完掘状況（西から）

寺戸第2遺跡SKO7完掘状況（北東から） 寺戸第2追跡SKO7石匙S15出土状況（北から）

寺戸第2遺跡SKO8完掘状況（北東から） 寺戸第2遺跡SKO8遺物出土状況（北東から）



寺戸第2遺跡SKO9完掘状況（北から） 寺戸第2遺跡SKOg遺物出土状況その1（北から）

寺戸第2遺跡SKO9遺物出土状況その2（北から）

ヽ　　　　　　　　　　　　　、

寺戸第2遺跡SKll完掘状況（北から）

寺戸第2遺跡SKlO検出状況（南東から）

寺戸第2遺跡SK12完掘状況（北から）



寺戸第2遺跡SK13晃掘状況（西から） 寺戸第2遺跡ピット群01P9内聾Po217出土状況（北から）

北漂中学校体験発掘作業風景その1 北漂中学校体験発掘作業風景その2

寺戸第2遺跡現地説明会風景
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石脇第1遺跡調査前状況（南西上空から） 石脇第1遺跡調査前状況（西上空から）

石脇第1遺跡調査完掘状況（上空から） 石脇第1遺跡完掘状況全景（西上空から）

石脇第1遺跡完掘状況全景（南上空から）



石脇第1遺跡S川1完掘状況（東から）

石脇第1遺跡S川1特殊ピットP21尭掘状況（北から） 石脇第1遺跡S川1土師器嚢Po16出土状況（南西から）

石脇第1追跡S川1陶質土器高坪Po69出土状況（南から） 石脇第1遺跡S101P g内遣物出土状況（北東から）



石脇第1遺跡S川2完掘状況（西から）

石脇第1遺跡S102床面検出状況（東から）

石脇第1遺跡S川2造物出土状況その1（南から） 石脇第1遺跡S川2遣物出土状況その2（南から）

石脇第1遺跡S H2造物出土状況SE区（南から） 石脇第1追跡S102聾P095出土状況（南から）



石脇第1遺跡S103完掘状況（東から）

石脇第1遺跡Sl03遺物出土状況（東から） 石脇第1追跡S川4完掘状況（北から）

石脇第1遺跡S105完掘状況（西から）



石脇第1遺跡Sl06完掘状況（東から）

石脇第1遺跡S106嚢Po19g、高坪Po203出土状況（南から）

石脇第1遺跡S川6遣物出土状況（東から）

石脇第1遺跡S106Pl内高峰P0204、敲石Sll出土状況（南から）

石脇第1遺跡S107完掘状況（東から） 石脇第1遺跡SIO7貼床除去後状況（南から）



石脇第1遺跡S用7須恵器逆P0260出土状況（西から）

石脇第1遺跡SIO8完掘状況（東から）

石脇第1遺跡S川7炭化物出土状況（北東から）

石脇第1遺跡S＝8遺物出土状況（東から）

石脇第1遺跡S H柑完掘状況（東から） 石脇第1遺跡S110完掘状況（南西から）



石脇第1遺跡S111完掘状況（西から） 石脇第1遺跡SI12完掘状況（南西から）

石脇第1遺跡SI13完掘状況（東から）

石脇第1遺跡S日3土師器高杯Po307、陶質土器
志坪Po316出土状況（北西から）

石脇第1遺跡SI13特殊ピットP5内憂Po28g・295、
高巧Po304・3日出土状況（西から）



石脇第1遺跡S113P12内高塀Po306出土状況（南から） 石脇第1遺跡S114完掘状況（北東から）

㌍I離畢
石脇第1遺跡SKOl尭掘状況（南から） 石脇第1追跡SDOl完掘状況（西から）

石脇第1遺跡SDO2完掘状況（南西から） 石脇第1遺跡SSOl完掘状況（北東から）



石脇第1遺跡SSO2完掘状況（西から）

石脇第1遺跡SSO4完掘状況（西から）

石脇第1追跡発掘作業風景（南東から）

石脇第1追跡柵列・ピット群01検出状況（南から）
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ふ　 り　が な

所収遺跡名

ふ　 り　が　 な

所　 在　 地

コ　　　　　 ド 北　 緯

0　　′　　′′

東　 経

0　　′　　′／
調査期間

調査面積

m 2
調　 査　 原　 因

市 町 村 遺跡番号

右脇第 3 遺跡 鳥取県東伯郡 313q2 2 －22 350 1330 19960404 5244m 2 一般国道 9 号 （青谷 ・

もりすえ　ち　く
ヽ

30′ 57′ 一－ノ ．羽合道路）改築工事

森末地区 泊村石脇字森末 45′′ 39′′ 19960807

右脇第 3 遺跡 鳥取児東伯郡 31362 2 －22 350 1330 19960717 4590m 2

4623m 2

く　り．ち　く
lコ ヽ

8 号墳

2 －43

9 号墳

2 －44

30′ 57′ －
操 り地区

石脇 8 ・9 号墳

泊村石脇字操 り 40′′ 42′′ 19961028

19970512

19970929

寺戸第 1遺跡 鳥取県東伯郡

泊村石脇字寺戸

31362 2 －26 350

30′

25′′

1330

57′

31′′

19960619

19960927

1590m 2

寺戸第 2 遺跡 鳥取県東伯郡

泊村石脇宇久塚

31362 2 －27 350

30′

21′′

1330

57′

29′′

19960708

19961218

4540m 2

石脇第 1 遺跡 鳥取県東伯郡

泊村石脇宇野羅

31362 2 －20 350

30′

13′′

1330

57′

16′′

19970409

19970704

3929 m 2

所収遺跡名 種　　 別 主 な 時 代 主　 な　 遺　 構 主　 な　 遺　 物 特　 記　 事　 項

石脇第 3 遺跡 集落 古墳時代前期 竪穴住居跡 5 ・掘立柱建 土師器 ・須恵器 ・瓦 一辺54 m の方形区画内に

森末地区 駅家 ？ 平安～鎌倉 物跡 9 ・溝状遺構 6 ・段

状遺構 4 ・土坑 15

鉄器 掘立柱建物跡 6基

石脇第 3遺跡 集落 縄文時代後期～ 前 方後円墳 1 ・円墳 1 ・ 縄文土器 ・土師器 ・円筒 前方後 円墳か ら壷形埴輪

操 り地区

石脇 8 ・9 号墳

古墳 古墳時代後期 竪穴住居跡 2 ・掘立柱建

物跡 1 ・土坑 7 ・溝状遺

構10

埴輪 ・壷形埴輪 ・須 恵器 多数出土

寺戸第 1遺跡 集落 奈良 ・平安 竪穴住居跡 2 ・掘立柱建

物跡 4 ・段状遺構 6 ・土

坑 6

土師器 ・須恵器 ・製塩土

器

完形 の焼塩土器 出土

寺戸第 2 遺跡 集落 古墳時代前期 竪穴住居跡 9 ・土坑13他 弥生土器 ・土師器 焼失住居 2

石脇第 1遺跡 集落 古墳時代中期 竪穴住居跡14、段状遺構 土師器、須恵器、石器、 陶質土器、須 恵器窯樺出

4 、土坑 1 他 鉄器 土
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