
写真111区全景（上空から）

写真121区全景（北から）
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写真131区南端全景（上空から） 写真141区北端全景（上空から）

写真151区全景（南から） 写真161区南端土層（北から）

写真17SX054（東から） 写真18SX054（西から）
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写真19SX054東半出土状況（西から） 写真20SX054西半出土状況（東から）

写真21SX054東端土層（南から） 写真22SX054東端土層延長部分（東から）

写真23SX055調査状況（北から） 写真24SX055調査最終状況（東から）
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写真25SX055士層l 写真26SX055士層1北半

写真27SX055土層2 写真28SX055土層5

写真29SX055土層4 写真30SX055土層3
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写真31SX055士層6

写真33SX055遺物番号l出土状況（東から）

写真35SX055遺物番号26出土状況（南から）

写真32SX055士層1サンプル採集

,tZ~~~ 

写真34SX055遺物番号1出土状況（東から）

写真36SX055遺物番号34出土状況（東から）
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写真37SB021 （北から） 写真38SB042 （上空から）

写真39SB042 Pl土層 写真40SB042 P2土層

写真41SB042 P3土層 写真42SB042 P5土層
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写真43SB042 P6土層 写真44SB042 P8土層

写真45SB042 P9土層 写真46SB042 PIO土層

写真47SB042 Pll土層 写真48SB042 Pl2土層

- 83 -



写真49SC003 （西から） 写真50SC004（東から）

写真51SC005 （東から） 写真52SC011 （東から）

写真53SC013 （西から） 写真54SC014-1 （西から）
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写真55SC014-2 （北から） 写真56SC018•023 （南から）

写真57SC018貼り床除去後・SK052（西から） 写真58SC025 （南から）

写真59SC025土層

写真60SC027（上空から）
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写真61SC027 （南から） 写真62SC035 （北から）

写真63SC035 P8 （西から） 写真64SC036 （南から）

写真65SC036土層 写真66SC044（南から）
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写真67SK007 （西から） 写真68SK008・009（東から）

写真69SK020 （西から） 写真70SK024（北から）

写真71SK026 （南西から） 写真72SK043 （東から）
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写真73SK043土層 写真74SK045 （北から）

写真75SK045土層 写真76SK048 （東から）

写真77SK049 （南から） 写真78SK050 （北から）
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写真79SKOOl検出状況（北東から） 写真80SKOOl周辺メッシュ掘り下げ状況（北東から）

写真81SD006土層 写真82SD006 （東から）

写真83SX002土層l 写真84SX002土層2
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写真85SXOlO士層 写真86SX031 （西から）

写真87SX031 （南東から） 写真88SX031土層

写真89SP101出土状況（北から） 写真90SP367出土状況（北から）
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写真921区出土遺物2
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241 

写真931区出土遺物3
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282 

写真941区出土遺物4
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写真952区遠景（東から）

写真962区全景（上空から）
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d
 



写真972区全景（北から） 写真982区調査区内土層

写真99SK077調査開始状況（上空から） 写真100SK077調査状況（南から）

写真101遺物番号336出土状況（東から） 写真102遺物番号341出土状況（東から）
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写真103 SK063 2段目掘り下げ状況（東から） 写真104SK077土層1

写真105SK077土層2 写真106SK077 （西から）

写真107SK077 （南東から） 写真108SK077周辺調査状況（北西から）
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写真109SB083 （北から） 写真110SC065 （西から）

写真111SD061・062（西から） 写真112SK068・069土層

写真113SK068・069（南から） 写真114SK068遺物番号396出土状況（北西から）
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写真115SK066 （北から） 写真116SK070 （南から）

写真117SK073～075検出状況（北から） 写真118SK073 （北から）

写真119SK073～075 （西から） 写真120SK073周辺メッシュ掘り下げ状、況（西から）
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写真121SK073東西土層西側 写真122SK073東西土層東側

写真123SK073南北土層 写真124SK073完掘後（北から）

写真125SK074（北から） 写真126SK074土層
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写真127SK075 （南から） 写真128SK075士層

写真129SK078 （北から） 写真130SK078土層

写真131SK079（南から） 写真132SK079土層
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写真133SK080 （南から） 写真134SK080土層

写真135SK081 （北から） 写真136SK081土層

写真137SX072土層l 写真138SX072完掘後（南から）
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写真1392区出土遺物
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写真1403区全景（北東から） 写真1413区全景（北から）

写真1423区全景（上空から） 写真1433区南半全景（上空から）

写真1443区南端部（南西から） 写真145SD085土層
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写真1467区全景（北から）

写真1477区東側掘削状況（北から）

写真1497区遺構検出断割状況1（北西から）

写真1487区西側掘削状況（北東から）

写真1507区遺構検出断割状況2（北西から）
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写真1518区南側調査区掘削状況（南から）

写真1528区北側調査区掘削状況（北西から） 写真1538区北側調査区掘削状況（南から）

写真1548区遺構検出面断割状況（北西から） 写真1558区東壁土層堆積状況（西から）
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所収遺跡名 所在地 市町村 遺跡番号 ロ1

まっきだいせき ふくおかけん 20090415～ 記録

松木田遺跡 福岡県 40132 0789 33度30分 130度19分 5,626 保存
ふくおかし 20101007 ぱ

調査第4次 福岡市 34.5秒 57.4秒
さわら〈

早良区
（世界測地系）さわら

早良3・4丁目
地内

F 『『『回目ー『『－ - F 『再開－ - －『『 - - F ー『『ーーー再－ - 『『『 F - F 『ー『 ー明ー『骨－ －ー『 開－ －ー『『軒目 F 『『『 F ，再開－ - －『『『 F - ーー『骨骨ー再再戸ーー 『開 F F ー『『明 R ・母国 F ，ー『押『－ - -

所収遺跡名 種別 主な時代 主な遺構 主な遺物 特記事項

松木田遺跡第4次 集落 縄文時代～中世 竪穴住居跡・ 縄文土器・石器、

1～3・7・8区 掘立柱建物・ 弥生土器、土師器、

土坑・溝・ 須恵器、陶磁器

鍛冶関連遺構・

包含層

第4次調査1～8区のうちl～3・7・8区の報告である。 1区では縄文時代早期撚糸文

土器の包含層を確認した。また、弥生時代中期～古墳時代前期を中心とした掘立柱
要 約 建物、竪穴住居跡、土坑の生活遺構群がまとまるとともに、中世前半までの遺構・

遺物が認められる。 2区では縄文時代草創期の円形土坑のほか弥生時代～古代の遺

構・遺物が確認され、古代には鍛冶炉・焼土坑が認められる。 3区は遺跡の東側縁辺部

分に当たる。 7・8区では明確な遺構は確認できていないが、縄文時代～中世の遺物が

出土している。
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