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金田堂ノ脇遺跡

Sト01完掘状況（西より）

SK－02遺物出土状況（西より）

SX－01検出状況（南より）

SX－01環状鉄製品出土状況（西より）

SX－01土層断面（西より）

SX－01遺物出土状況（北より）



SS－01検出状況（北より）

金田堂ノ脇遺跡

SS－Ol完掘状況（北より）　　　　　SD－01・02完掘状況（南より）

SS－01土層断面（南より）

集石1検出状況（東より）

SD－03土層断面（北より）

作業風景（北東より）

調査地全景（西より）



金田堂ノ脇遺跡

SI

SK－02出土遺跡

SK－07出土遺物

図版3

SD－04出土遺物

SS－01出土遺物



図版4
金田堂ノ脇遺跡
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SX－01出土遺物2

金田堂ノ脇遺跡
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遺構外出土遺物1

図版5



SK－06出土遺物

Po78

金田堂ノ脇遺跡

遺構外出土遺物2



御内谷向田遺跡

表土剥ぎ後状況（北より）

SK－03東西土層断面（南より）

SK－04東西土層断面（南より）

2区作業風景（北東より）

SK－03完掘状況（北より）

SK－04完掘状況（北より）

1区調査地全景（北より）



図版8

SK－03・04出土遺物

御内谷向田遺跡

SC－01出土遺物

遺構外出土遺物

S2



御内谷妙見浴遺跡

調査前風景（西より）

調査地土層断面〔南半〕（北東より）

SX－02土層断面（北西より）

SX－07土層断面（北西より）

調査地全景（北西より）

調査地土層断面〔北半〕（北東より）

SX－04土層断面（北西より）

SX－04完掘状況（北西より）



御内谷妙見硲遺跡

SX－01完掘状況（南東より）　　　　　SX－03完掘状況（南東より）　　　　　SX－05完梶状況（北西より）

SX－08・09完掘状況（北西より）

土器出土状況1（北より）

SX－11完掘状況（北西より）

SD－01土層断面（南西より）

土器出土状況2（北より）



御内谷妙見塔遺跡
図版11

Po17

遺構外出土遺物

Po16底面



御内谷第2遺跡

S卜01遺物出土状況（南より）

Sト01壁溝検出状況（西より）

Sト01完掘状況（北より）

SK－01完掘状況（西より）

Sト01南北土層断面（北西より）

Sト01高坪出土状況（西より）

Sト02完掘状況（北より）

調査地全景（西より）



御内谷第2遺跡

Sト01出土遺物

学習軍軍志Po27　　　　Po28

Sト02出土遺物

図版13
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遺構外出土遺物
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御内谷下々ケ市遺跡

調査前風景（西より）

SS－01・02土層断面1（南より）

SS－01・02完掘状況（西より）

作業風景（北より）

調査地土層断面（南より）

SS－01・02土層断面2（南より）

竃形土製晶出土状況（南より）

調査地全景（西より）



御内谷下々ケ市遺跡

Po3

SS－01出土遺物

P32出土遺物

SS－02出土遺物

図版15

遺構外出土遺物



御内谷棋硲遺跡

調査前風景（西より）

SS－01土層断面1（北より）

SS－01土層断面2（南より）

SD－01土層断面（南より）

SS－01遺物出土状況（西より）

SS－01完振状況（北より）

調査地全景（北西より）



御内谷棋硲遺跡

SS－01出土遺物

Po21

遺構外出土遺物



御内谷法城遺跡

調査前風景（南より）

法城古墳調査前状況（南より）

後円部南北土層断面〔北側〕（西より）

くびれ部南北土層断面（西より）

作業風景（南より）

後円部東西‘土層断面（北より）

後円部南北土層断面〔南側〕（西より）

前方部南北土層断面（西より）



御内谷法城遺跡

前方部東西土層断面〔西側〕（南より）

後円部西側周溝土層断面（北より）

第2主体南北断面（北西より）

第1主体遺物出土状況1（西より）

前方部東西土層断面〔東側〕（南より）

、　、十・一よ・．1

第1主体南北断面（西より）

第2主体東西断面（北より）

第1主体遺物出土状況2（北より）



御内谷法城遺跡

前方部土師器出土状況（南より）

くびれ部墳丘下遺物出土状況（南より）

SX－01土層断面（南より）

法城古墳（西より）

前方部須恵器出土状況（南より）

SK－01完撮状況（北より）

SX－01完掘状況（西より）

法城古墳墳丘除去後（南より）



御内谷法城遺跡
図版21

Po9



図版22
御内谷法城遺跡

Po22

Po25

Po23　　　p。24

墳丘下出土遺物

くびれ部墳丘下出土遺物

遺構外出土遺物



御内谷ガシソ畑遺跡

調査前風景（北西より）

SD－01・02完掘状況（南西より）

SD－01土層断面（南より）

SD－03土層断面（北西より）

SB－01完掘状況（西より）

SD－03完掘状況（南東より）

SD－02土層断面（北より）

第1面全景（南西より）



御内谷ガシソ畑遺跡

SB－02検出状況（西より）

SK－04完掘状況（南西より）

SS－01土層断面（北より）

SS－02～04完掘状況（北東より）

SK－02土層断面（東より）

SK－09完掘状況（南より）

SS－01完掘状況（西より）

第2面全景（北西より）



御内谷ガシソ畑遺跡

SB－01P5内出土遺物

鮮lJ三・・㌢．群
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Po27

遺構外出土遺物
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ふ りがな ふ り　が な コー ド 北緯 調査期 間 調査 調査 原因

所収遺 跡名 所　 在　 地 市町村 遺跡番号 度分秒 東経 面積

2m

かねだどうのわき

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう
鳥取 県西伯郡会 見町

かねだあざおおみどう
31832 461

35020 ′28〝 19970407～

611

一般県道

金 田堂 ノ脇 金 田字 大兄堂 1042 －1 133022 ′40〝 19970911

みうちだにむ－うだ

とっとりけんさいはくぐんあいみちよう鳥取県 西伯郡会見 町

みうちだにあざむ－うだ 31832 465

35020′23〝 19970408～

863
Ll・一・　　　」　　　　　し＿御 内谷向 田 しll－　　　　　　　　　　」　　　　　＿ヽ御 内谷字 向 田1419 133022′36〝 19970806

みうちだにみょうけんざr

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう鳥取県 西伯郡会見 町

みうちだにあざみ　うけんぎー
31832 466

35020′17〝 19970610へノ

177
し＿　し．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」御 内谷妙 見硲 LL　　　　　よ　　　　　　」御 内谷字妙 見硲66 133022′37〝 19970905 福 頼市 山

伯 者大 山
みうちだにだいに

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう鳥取県西伯郡 会見町

みうちだIrあざまきざP
31832 244

35020′15〝 19970603へノ

158
し＿　し．－　l＿　　　　　」御 内谷第 2 し＿　」　　　　　　　　　　　　　　　　　」御 内谷字棋硲9 1 133022′37 〝 －19970905 （T ）線

地方 特定
みう　ちだにげげがいち

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう鳥取 県西伯郡 会見町

みうちだにあざげげがいち
31832 467

35020′　8〝 19970612～

330
＿ヽ　　ヽ＿＿御 内谷下 々 ケ市 l・．＿　　し＿御 内谷字下 々 ケ市162 133022 ′34〝 19970905 道路 整備

工事 に伴
みう・ちだにまきぎー

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう鳥取 県西伯郡会 見町

みうちだにあざまきぎー
31832 468

35020 ′　4〝 19970820～

1362し＿　し＿＿　　　　　　　　　　　」御 内谷模硲 」　l・．－　　　　　　　　　　　　　　　　」御 内谷字棋塔 183 133022 ′32〝 19971009 う事前 調

査
みうちだにはうじょう

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう
鳥取 県西伯郡会見 町

みうちだにあざほうじ　う
31832 469

35 019 ′56〝 19970918へノ

587御 内谷法城 」」　　　　　　　　よ御 内谷字法城320 133022 ′31〝 19971129

みう　ちだにがしんはた

とっとりけんさいはくぐんあいみちょう
鳥取県 西伯郡会見 町

みうちだIrあざがしんばた
31832 459

35019′55〝 19970912へノ

12 18、－　　」　　　　　　　　　　　　　　　　し御 内谷ガ シ ソ畑 し－　l－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿ヽ御 内谷字 ガ シ ソ畑334 133022′30〝 19971129



所収遺跡名 種　 別 主な時代 主　 な　 遺　 構 主　 な　 遣　 物 特 記 事 項

金田堂ノ脇 その他の 古墳 ・中世 竪穴住居跡 1　 溝状’縄文土器 ・弥生土器 ・ 青磁 ・古瀬戸香炉 ・

遺跡 ．（土 遺構4　 段状遺構 1 土師器 ・瓦塔 ・青磁 ・ 土師質土器が一括出

坑群） 土坑 8　 中世墓1 陶器．・土師質土器 土した中世墓

御内谷向田 その他の 縄文 ・近世 土坑 5　 道状遺構 1 組文土器 ・弥生土器 ・ 土坑の内の2 基は自

遺跡 溝状遺構2　 杭列 土師器 ・須恵器 然河川の一部の可能

性あり

御内谷妙見硲 その他の 弥生 ・古墳 土墳墓11 土坑 3 弥生土器 ・土師器 ・ 吉備系の赤彩された

畢 － 溝状遺構 1 須恵器 高杯出土

御内谷第 2 集落跡 弥生 ・古墳 竪穴住居跡 2

土坑 1

弥生土器 ・土師器 ・

陶磁器 ・甑形土器

御内谷下々ケ市 その他の

遺構

中世 段状遺構2 土師質土器 ・瓦質土器．

竃形土製晶 ・布目瓦

御内谷模硲 その他の

遺構

古墳 土坑 3　 溝状遺構 1

段状遺構 1

弥生土器 ・土師器

御内谷法城 古墳 古墳 前方後円墳 1

土坑 1　 土墳墓 1

土師器 ・須恵器

御内谷ガシソ畑 その他の

遺構

古代 掘立柱建物跡2

土坑16　溝状遺構3

段状遺構4

土師器 ・須恵器

l

l

、

l

l

l

l
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一般県道福頼市山伯者大山（T）線地方特定道路整備工事に伴う

埋蔵文化財発掘調査報告書

鳥取県西伯郡会見町

御内谷遺跡群

金田堂ノ脇遺跡

御内谷向田遺跡

御内谷妙見埼遺跡

御内谷第2遺跡

御内谷下々ヶ市遺跡

御内谷槙埼遺跡

御内谷法城遺跡

御内谷ガシン畑遺跡

発行 1998年3月31日

発行者　　財団法人　鳥取県教育文化財団

〒680－0011鳥取市東町1丁目271番地

電話　（0857）26－8397
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