資料６
事業名

鳥取縣史蹟勝地調査

鳥取県文化財調査一覧

期間

内容

報告書

大正 10 年８月～

県内における出土遺物及び遺物出土遺

鳥取縣 1922『鳥取縣史蹟勝地調査報告

大正 11 年９月

跡に関する調査を実施

第１冊鳥取縣下に於ける有史以前の遺
跡』

鳥取縣史蹟勝地調査

大正 11 年９月～

県内の古墳に関する調査を実施

大正 13 年 11 月
鳥取縣史蹟勝地調査

鳥取縣 1924『鳥取縣史蹟勝地調査報告
第２冊因伯二國に於ける古墳の調査』

県内の国指定名勝及び天然記念物のほ

鳥取縣 1929『鳥取縣史蹟勝地調査報告

か、未指定ながら指定保存の価値ある

第３冊名勝及天然記念物の調査』

ものについて調査を実施
鳥取縣史蹟勝地調査

県内の国指定名勝及び天然記念物のほ

鳥取縣 1939『鳥取縣史蹟勝地調査報告

か、未指定ながら指定保存の価値ある

第４冊名勝及天然記念物の調査』

ものについて調査を実施
鳥取砂丘調査

昭和 36 年６月～

鳥取砂丘の保護管理、並びに付近海岸

鳥取県教育委員会 1962『鳥取砂丘調査

昭和 39 年２月

砂丘地帯の土地利用及び飛砂被害防止

報告書』第１集

等に関し調査を実施

同 1964『鳥取砂丘調査報告書』第２集
鳥取県教育委員会 1966『鳥取県の民俗』

鳥 取県 民 俗資 料緊 急

昭和 39 年４月～

県内における有形無形民俗資料の実態

調査

昭和 40 年３月

把握をするため、生産生活の差異による
各地区の民俗資料の特色を明らかにす
ることを主眼とした調査を実施

鳥取県民家緊急調査

昭和 47 年４月～

県内民家の建築年代と身分階層、家構形

昭和 48 年３月

式と保存状態など 108 件を調査し、第

鳥取県教育委員会 1974『鳥取県の民家』

２、第３次と絞り込み詳細調査を実施
鳥 取県 内 遺跡 詳細 分

昭和 47 年４月～

布調査

昭和 54 年３月

県内における遺跡の分布調査を実施

鳥取県教育委員会 1973～1976『改定鳥
取県遺跡地図』第１～４分冊

平成３年４月～
平成９年３月
鳥 取県 民 俗文 化財 分

昭和 55 年４月～

県内を 150 箇所の調査地に区分し、民俗

鳥取県教育委員会 1982『鳥取県民俗地

布調査

昭和 57 年３月

文化財についての詳細な分布と実態に

図』

ついて調査を実施
鳥 取県 生 産遺 跡分 布

昭和 56 年４月～

県内の製鉄や須恵器等窯跡等に関する

鳥取県教育委員会 1984『鳥取県生産遺

調査

昭和 59 年３月

分布調査を実施

跡分布調査報告書』

鳥 取県 諸 職関 係民 俗

昭和 59 年４月～

諸職の職種・技術の実態及びその変遷に

鳥取県教育委員会 1986『鳥取の諸職』

文化財調査

昭和 61 年３月

関する調査を実施

鳥 取県 近 世社 寺建 築

昭和 61 年４月～

近世社寺建築について、その構造、意匠

鳥取県教育委員会 1987『鳥取県の近世

緊急調査

昭和 62 年３月

及び保存状況等に関して実態を把握す

社寺建築』

るための調査を実施
鳥取県民謡緊急調査

鳥取県歴史の道調査

昭和 61 年４月～

県内各地に伝承されている民謡の実態

昭和 63 年３月

に関する調査を実施

昭和 63 年４月～

主要街道の総合的な調査として、各往来

鳥取県教育委員会 1989『智頭往来』
『津

平成３年３月

とそれに係る遺跡を中心に実施された。

山往来・備中往来』
『日野往来』

鳥取県教育委員会 1988『鳥取県の民謡』

同 1990『若桜街道』
『倉吉往来』
『出雲街
道・法勝寺往来』『境往来』
同 1991『山陰道 但馬往来・伯耆往来』

『法美往来・鹿野往来』『大山道』

鳥 取県 民 俗芸 能緊 急

平成３年４月～

県内民俗芸能 471 件の悉皆調査の中か

調査

平成５年３月

ら、県指定を除く 20 件を選定して詳細

鳥取県教育委員会 1993『鳥取県の民俗』

調査を実施。
鳥 取県 近 代化 遺産 総

平成８年４月～

県内全域の分布状況と実態把握、個々の

鳥取県文化財保存協会 1998『鳥取県の

合調査

平成 10 年３月

近代化遺産の近代史上に占める位置な

近代化遺産』

どの総合調査を実施
鳥 取県 中 世城 館遺 跡

平成 10 年４月～

県内における中世城館の分布調査を実

鳥取県教育委員会 2002『鳥取県中世城

詳細分布調査

平成 16 年３月

施

館分布調査報告書』第１集（因幡編）
同 2004『鳥取県中世城館分布調査報告
書』第２集（伯耆編）

平成 15 年４月～

県内の祭り・行事に関し、基礎調査と実

鳥取県立博物館 2006『鳥取県の祭り・行

平成 18 年３月

地調査を実施。

事－鳥取県祭り・行事調査報告書－』

鳥 取県 近 代和 風建 築

平成 15 年４月～

県内の近代和風建築に関する総合調査

鳥取県教育委員会 2007『鳥取県の近代

総合調査

平成 18 年３月

により実態を把握するとともに、一部に

和風建築』

鳥取県祭り・行事調査

ついては詳細調査を実施
特 別天 然 記念 物オ オ

平成 15 年４月～

県内河川におけるオオサンショウウオ

鳥取県教育委員会 2007『特別天然記念

サンショウウオ調査

平成 19 年３月

生息状況の確認調査を実施

物オオサンショウウオ調査事業報告書』

県選択記録作成等の措置

平成 21 年４月～

行事が行われている地域全体を把握、悉

鳥取県教育委員会 2012『「弓浜半島のト

を講ずべき無形の民俗文

平成 24 年 11 月

皆調査し、行事の全体像や重要な構成要

ンド」調査報告書』

素抽出などを行う。

化財「弓浜半島のトンド」
調査

鳥 取県 指 定有 形民 俗

平成 22 年４月～

未指定を含む全体資料について、画像記

鳥取県教育委員会 2014『馬場八幡人形

文 化財 馬 場八 幡人 形

平成 26 年３月

録などをとりながら調査。

芝居道具調査報告書』

国選択記録作成等の措置

平成 26 年４月～

国記録作成等の措置を講ずべき無形の

鳥取県教育委員会 2018『「因幡の麒麟獅

を講ずべき無形の民俗文

平成 30 年３月

民俗文化財選択を受けて、悉皆的な詳細

子舞」調査報告書』

芝居道具調査

化財「因幡の麒麟獅子舞」
調査

調査を実施

