
遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積

1 座光寺 大笹 おおざさ ○ 散布地 64-2 0.5

2 座光寺 大門原上Ａ だいもんばらうえＡ ○ 散布地 64-4・65-3 8.8

3 座光寺 大門原上Ｂ だいもんばらうえＢ ○ 散布地 64-4 0.9

4 座光寺 大門原上Ｃ だいもんばらうえＣ ○ 散布地 64-4・65-3 0.8

5 座光寺 大門原 だいもんばら ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 65-3 一部発掘調査済 13.9

6 座光寺 宮崎大門原 みやざきだいもんばら ◎ ◎ ○ 集落跡 64-4・65-3 一部発掘調査済 10.4

7 座光寺 座光寺大久保 ざこうじおおくぼ ◎ ○ 集落跡 65-3 一部発掘調査済 8.1

8 座光寺 大井 おおい ◎ ○ ○ その他の遺跡 65-3 一部発掘調査済 0.6

9 座光寺 北並木 きたなみき ○ ○ ○ ○ 散布地 65-3 7.8

10 座光寺 座光寺北の原 ざこうじきたのはら ○ ○ ○ ○ 散布地 65-3 2.2

11 座光寺 中釣根 なかづりね ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 65-3 5.3

12 座光寺 座光寺原 ざこうじばら ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 65-3・75-1 一部発掘調査済 24.4

13 座光寺 座光寺中島 ざこうじなかじま ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡・その他の墓 65-3・75-1 一部発掘調査済 7.1

14 座光寺 米の原 こめのっぱら ○ ○ ○ 散布地 64-4 10.2

15 座光寺 宮崎上 みやざきうえ ◎ ◎ 集落跡 64-4・65-3 一部発掘調査済 3.3

16 座光寺 宮崎下 みやざきした ○ ○ ○ ○ 散布地 74-2・65-3・75-1 10.1

17 座光寺 宮崎南原 みなざきみなみはら ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 65-3 11.9

18 座光寺 松林 まつばやし ○ ○ 散布地 65-3 ・75-1 6.5

19 座光寺 稲荷坂 いなりざか ◎ ○ ○ ◎ ○ 集落跡 65-3 ・75-1 一部発掘調査済 3.8

20 座光寺 座光寺城 ざこうじじょう ○ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 65-3・75-1 一部発掘調査済 6.4

21 座光寺 小寺子 こでらご ○ ○ 散布地 65-3・75-1 4.9

22 座光寺 美女 びじょう ◎ ◎ ○ 集落跡 65-3 一部発掘調査済 1.8

23 座光寺 半の木 はんのき ◎ ○ ◎ ◎ ○ 集落跡 65-3 一部発掘調査済 6.8

24 座光寺 古市場 ふるいちば ○ ○ ○ ○ ○ ◎ 散布地 65-3・65-4・75-1・75-2 一部発掘調査済 10.5

25 座光寺 上野 うえの ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 散布地・その他の遺跡 75-1・75-2 一部発掘調査済 7.3

26 座光寺 畦地 あぜち ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 65-4・75-2 2.0

27 座光寺 畦地下 あぜちした ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ その他の遺跡 65-4・75-2 一部発掘調査済 3.2

28 座光寺 平地 ひらぢ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-2 2.5

29 座光寺 座光寺棚田 ざこうじたなだ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1 2.0

30 座光寺 市場 いちば ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1 2.4

31 座光寺 浅間 せんげん ○ 散布地 75-1 0.7

32 座光寺 座光寺石原 ざこうじいしはら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1 3.0

33 座光寺 唐沢 からさわ ○ ○ 散布地 75-1 0.9

34 座光寺 花立 はなたて ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1 0.7

35 座光寺 新井原・石行 あらいばら・いしぎょう ○ ◎ ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 集落跡・社寺跡・その他の墓 65-4・75-2 一部発掘調査済 9.7

36 座光寺 高岡 たかおか ○ ◎ ◎ ○ ○ その他の墓 75-2 一部発掘調査済 3.4

37 座光寺 古瀬平 こせだいら ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1・75-2 2.4

38 座光寺 恒川遺跡群 ごんがいせきぐん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・官衙跡・その他の墓 75-1・75-2 一部発掘調査済 37.3

39 座光寺 篠田 しのだ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1・75-2 5.8

40 座光寺 欠野 かけの ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1・75-2 2.6

41 座光寺 欠野下 かけのした ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-2 1.5

42 座光寺 流田 ながれだ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1 2.6

43 座光寺 正泉寺 しょうせんじ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1 5.1

44 座光寺 五郎田 ごろた ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1・75-3 10.8

45 座光寺 中羽場 なかはば ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 集落跡 75-1・75-2・75-4 8.3

46 座光寺 金井戸 かないど ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-1・75-2・75-3・75-4 9.3

47 座光寺 下羽場 しもはば ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-2・75-4 1.2

48 座光寺 金井戸下 かないどした ○ ○ 散布地 75-4 0.7
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49 座光寺 下河原 しもがわら ○ 散布地 75-4 1.7

50 座光寺 佐野 さの ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-2 1.7

51 座光寺 上河原 かみがわら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 75-2 2.8

52 座光寺 上河原北 かみがわらきた ○ ○ 散布地 75-2 2.3

53 上郷 堂ヶ入 どうがいり ○ 散布地 64-3 0.2

54 上郷 八王子 はちおうじ ○ ○ 散布地 64-3 0.6

55 上郷 姫宮 ひめみや ◎ ○ ○ その他の遺跡 64-4 一部発掘調査済 1.4

56 上郷 薬師前 やくしまえ ○ 散布地 74-2 0.8

57 上郷 黒田八幡原 くろだはちまんぱら ◎ ◎ ○ 集落跡 74-2 一部発掘調査済 8.2

58 上郷 平畑 ひらはた ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 74-2 一部発掘調査済 6.6

59 上郷 日影林 ひかげばやし ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 74-2 一部発掘調査済 3.0

60 上郷 黒田柏原Ａ くろだかしわばらＡ ◎ ○ ○ ○ ○ その他の遺跡 74-2 一部発掘調査済 8.2

61 上郷 黒田柏原Ｂ くろだかしわばらＢ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-2 6.3

62 上郷・旧市 黒田柏原Ｃ くろだかしわばらＣ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-2 6.9

63 上郷 黒田柏原Ｄ くろだかしわばらＤ ○ ○ ○ 散布地 74-2 一部発掘調査済 12.7

64 上郷 町張 まちはり ○ ○ ○ 散布地 74-2 5.3

65 上郷 赤坂 あかさか ○ ○ ○ ○ 散布地 74-2 一部発掘調査済 14.7

66 上郷 黒田社宮司原 くろだしゃぐうじばら ◎ ○ ○ 散布地 74-2 一部発掘調査済 13.1

67 上郷 黒田大明神原Ａ くろだだいみょうじんばらＡ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 74-2・75-1 一部発掘調査済 9.8

68 上郷 黒田大明神原Ｂ くろだだいみょうじんばらＢ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 74-2・75-1 一部発掘調査済 8.2

69 上郷 ツルサシ つるさし ○ ◎ ◎ その他の墓 74-2 一部発掘調査済 4.8

70 上郷 ミカド みかど ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 74-2 一部発掘調査済 7.6

71 上郷 豊田 とよた ○ ◎ ○ その他の墓 74-2 一部発掘調査済 5.1

72 上郷 今村 いまむら ○ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 74-2 一部発掘調査済 9.5

73 上郷 原の城 はらんじょう ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡 74-274-4・75-3 一部発掘調査済 10.3

74 上郷 見城垣外 けんじょうがいと ◎ ◎ 集落跡 74-2・74-4 一部発掘調査済 6.1

75 上郷 増田 ますだ ◎ ◎ 集落跡 74-2・75-1 一部発掘調査済 2.7

76 上郷 黒田垣外 くろだかいと ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 74-2・75-1・75-3 一部発掘調査済 17.6

77 上郷 黒田梶垣外 くろだかじがいと ○ 散布地 75-1・75-3 一部発掘調査済 9.0

78 上郷 砂原田 すなはらだ ○ ○ 散布地 74-2・75-1・75-3 3.7

79 上郷 栗屋元 くりやもと ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 74-4 一部発掘調査済 8.3

80 上郷 北垣外 きたがいと ◎ 集落跡 74-4 一部発掘調査済 4.9

81 上郷 三反田 さんたんだ ○ ○ ○ 散布地 75-3 2.2

82 上郷 目光原 めっかりばら ○ ○ 散布地 74-4・75-3 4.5

83 上郷 飯沼南 いいぬまみなみ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 75-3 一部発掘調査済 4.6

84 上郷 高松原 たかまつばら ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 75-3 一部発掘調査済 18.0

85 上郷 飯沼南原 いいぬまみなみはら ◎ ◎ その他の遺跡 75-3 一部発掘調査済 6.6

86 上郷 別府中島 べっぷなかじま ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 74-4・75-3・85-1 一部発掘調査済 10.3

87 上郷 化石 ばけいし ○ ◎ その他の墓 85-1・75-3 一部発掘調査済 2.6

88 上郷 中井 なかい ○ 散布地 85-1・75-3 4.9

89 上郷 薮越 やぶのこし ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ 集落跡 75-3 一部発掘調査済 4.0

90 上郷 堀尻 ほりじり ○ ○ ○ ○ 散布地 75-3 4.9

91 上郷 芝崎 しばざき ○ ◎ ◎ ◎ ○ その他の遺跡 75-3 一部発掘調査済 1.9

92 上郷 御蔵前 みくらまえ ○ 散布地 75-1・75-3 3.3

93 上郷 御蔵前南 みくらまえみなみ ○ 散布地 75-3 1.5

94 上郷 的場 まとば ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 75-1・75-3 一部発掘調査済 7.2

95 上郷 西浦 にしうら ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 75-1 一部発掘調査済 5.5

96 上郷 ママ下 まました ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 75-1 一部発掘調査済 2.9
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97 上郷 堂垣外 どうがいと ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 75-1・75-3 一部発掘調査済 7.9

98 上郷 丹保 たんぼ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 75-1・75-3 一部発掘調査済 4.4

99 上郷 矢剣 やつるぎ ○ ○ ○ 散布地 75-3 2.2

100 上郷 橋爪 はしづめ ◎ ○ ○ ◎ 集落跡・その他の墓 75-3 一部発掘調査済 1.5

101 上郷 橋爪西 はしづめにし ○ ○ ○ 散布地 75-3 0.8

102 上郷 長橋 ながはし ○ ○ ○ ○ 散布地 75-3 1.8

103 上郷 北浦 きたうら ○ ○ ○ ○ ◎ その他の遺跡 75-3 一部発掘調査済 5.2

104 上郷 高屋 たかや ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡 85-1・75-3 一部発掘調査済 14.5

105 上郷 藪上 やぶうえ ◎ 集落跡 75-3 一部発掘調査済 0.8

106 上郷 飯沼田中下 いいぬまたなかした ◎ ◎ ○ ○ その他の遺跡 75-3 2.8

107 上郷 飯沼棚田 いいぬまたなだ ○ ◎ ○ ○ その他の遺跡 75-3 一部発掘調査済 3.4

108 上郷 宮垣外 みやがいと ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 85-1・75-3 一部発掘調査済 7.4

109 上郷 矢崎 やさき ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡・その他の墓・その他の遺跡85-1 一部発掘調査済 9.9

110 上郷 兼田 かねだ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 85-1 一部発掘調査済 10.2

111 上郷 渡場 とば ○ 散布地 85-1・85-2 2.6

112 上郷 高屋下 たかやした ○ 散布地 85-1・75-3 3.5

113 旧市 洞 ほら ○ 散布地 74-4 1.8

114 旧市 箕瀬 みのぜ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡・その他の墓 74-3・74-4 一部発掘調査済 9.7

115 旧市 飯田城下町 いいだじょうかまち ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 74-4 一部発掘調査済 60.8

118 旧市 東野宮の前 ひがしのみやのまえ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 74-2・74-4 一部発掘調査済 9.8

119 旧市 宮ノ上Ａ みやのうえＡ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-2・74-4 6.1

120 旧市 宮ノ上Ｂ みやのうえＢ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-2 5.3

121 旧市 羽根垣外 はねがいと ○ ○ 散布地 74-4 3.0

122 旧市 今宮 いまみや ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-1・74-2・74-3・74-4 3.6

123 旧市 押洞 おしぼら ◎ ○ ○ その他の遺跡 74-1 6.5

124 旧市 ヤソ屋敷 やそやしき ○ ○ 散布地 74-1 1.0

125 旧市 古屋垣外 こやがいと ○ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 74-1・74-3 一部発掘調査済 14.9

126 旧市 山の田 やまのだ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-1・74-3 11.0

127 旧市 滝の沢 たきのさわ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-1 7.4

128 旧市 阿弥陀寺 あみだじ ○ ○ ○ 散布地 74-1・74-3 5.6

129 旧市 丸山 まるやま ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 74-3・74-4 一部発掘調査済 15.3

131 旧市 方角東 ほうがくひがし ○ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 74-3・74-4 一部発掘調査済 24.3

132 旧市 羽場曙 はばあけぼの ○ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 74-3 一部発掘調査済 10.6

133 旧市 権現堂前 ごんげんどうまえ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 74-3 一部発掘調査済 17.3

134 旧市 砂払 すなはらい ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 74-3 一部発掘調査済 5.0

135 旧市 高越 たかこし ○ ○ ○ ◎ ○ 散布地 74-1・74-3 14.7

136 旧市 正永寺原 しょうえいじばら ○ ○ ○ 散布地 74-1・74-3 11.2

137 旧市 羽場権現堂 はばごんげんどう ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 74-3 一部発掘調査済 16.6

138 旧市 平沢 ひらさわ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-3 5.8

139 旧市 大休 おおやすみ ◎ ○ ○ ○ ○ 集落跡 73-2・73-4・74-3 一部発掘調査済 13.2

140 旧市 大休下 おおやすみした ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の遺跡 73-4・74-3 一部発掘調査済 3.6

141 旧市 羽場西の原 はばにしのはら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 73-2・73-4・74-1・74-3 15.2

142 旧市 ツンボ平 つんぼたいら ○ 散布地 63-3 0.6

143 旧市 鈴ヶ沢 すずがさわ ○ 散布地 63-3 0.5

144 旧市 松川入市瀬 まつかわいりいちのせ ○ 散布地 63-1・63-3 1.5

145 旧市 赤樽 あかだる ○ 散布地 52-4 2.3

146 旧市 大平 おおだいら ○ ○ ○ 散布地 62-1  3.9

147 旧市 大平東 おおだいらひがし ○ 散布地 62-1  1.4



遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積
148 鼎 山の洞 やまのほら ○ ○ 散布地 73-4 2.9

149 鼎 切石平林 きりいしひらばやし ○ ○ 散布地 73-4 3.3

150 鼎 樋の沢 といのさわ ○ ○ 散布地 74-3 2.7

151 鼎 桜瀬 さくらぜ ○ ○ ○ ○ 散布地 74-3 1.4

152 鼎 切石 きりいし ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 84-1・74-3 一部発掘調査済 28.6

153 鼎 上茶屋 かみちゃや ○ ○ ○ ○ 散布地 84-1・74-3 2.6

154 鼎 鼎中平 かなえなかだいら ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 84-2 一部発掘調査済 16.6

155 鼎 上山 かみやま ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡 84-1・84-2 一部発掘調査済 38.1

157 鼎 田井座 たいざ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 84-1 一部発掘調査済 11.1

158 鼎 一色 いっしき ○ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 84-1・84-2・84-4 一部発掘調査済 21.0

159 鼎 名古熊下 なごくました ○ ○ ◎ ○ 集落跡 84-2・84-4 一部発掘調査済 18.1

160 鼎 宮久保 みやくぼ ○ ○ 散布地 84-2・84-4 6.7

161 鼎 名古熊上 なごくまうえ ○ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 84-2・84-4 一部発掘調査済 30.5

162 鼎 片羽 かたは ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 84-4 2.1

163 鼎 猿小場 さるこば ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 集落跡 84-2 一部発掘調査済 6.2

164 鼎 矢高原 やたかっぱら ○ ○ ○ ○ 散布地 84-2 一部発掘調査済 3.2

165 松尾 松尾八幡原 まつおやわたっぱら ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡・その他の墓 84-2・85-1 一部発掘調査済 2.4

166 松尾 八幡山 やわたやま ○ 散布地 84-2・84-4 2.9

167 松尾 松尾北の原 まつおきたのはら ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 84-2・85-1 一部発掘調査済 14.7

168 松尾 松尾東平 まつおひがしだいら ○ ○ 散布地 84-4 2.1

169 松尾 南の原 みなみのはら ○ ○ ◎ ○ 居館跡・その他の墓 84-4 一部発掘調査済 14.8

170 松尾 御射山 みさやま ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・寺院跡 84-4 一部発掘調査済 2.0

171 松尾 浜井場 はまいば ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 84-4 5.4

172 松尾 酒屋敷 さかやしき ○ ○ ○ 散布地 84-4 0.8

173 松尾 上溝 あげみぞ ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 85-1 一部発掘調査済 11.0

174 松尾 八幡町 やわたまち ○ ○ ○ 散布地 84-4・85-1・85-3 10.6

175 松尾 代田 しろだ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡・その他の墓 84-4・85-3 7.6

176 松尾 がにが原 がにがはら ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 84-4・85-3 6.5

177 松尾 毛賀諏訪社 けがすわしゃ ○ ○ ○ 散布地 84-4・94-2 4.5

178 松尾 上溝羽場 あげみぞはば ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 散布地 85-1 一部発掘調査済 4.1

179 松尾 久井 ひさい ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡・その他の墓 85-1・85-3 一部発掘調査済 5.8

180 松尾 八幡下 やわたした ○ ○ ○ 散布地 85-3 6.0

181 松尾 代田下 しろだした ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 85-3 2.6

182 松尾 妙前 みょうぜん ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 85-1 一部発掘調査済 13.1

183 松尾 水城 みさじろ ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 85-1・85-3 一部発掘調査済 23.1

184 松尾 松尾城 まつおじょう ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡・その他の墓 85-3 一部発掘調査済 8.3

185 松尾 下ノ宮 しものみや ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 85-3 3.5

186 松尾 田圃 たんぼ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 84-4・85-3・94-2・95-1 一部発掘調査済 11.8

187 松尾 平 たいら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-2・95-1・84-4 6.3

188 松尾 寺所 てらどこ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 85-1・85-3 一部発掘調査済 28.0

189 松尾 明 みょう ○ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 85-3 一部発掘調査済 16.5

190 松尾 清水上 しみずうえ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 85-3・95-1 一部発掘調査済 8.8

191 松尾 新井 あらい ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 85-1・85-3 12.8

192 松尾 発句 ほっく ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 85-1・85-3 4.8

193 松尾 清水 しみず ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 85-3・95-1 一部発掘調査済 6.9

194 松尾 張原 はりばら ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 94-2・95-1 一部発掘調査済 2.9

195 松尾 代田山 しろだやま ○ ○ 散布地 84-4 0.6

196 竜丘 遠見原 とうみばら ○ ◎ ○ 散布地 84-4・94-2 一部発掘調査済 1.1



遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積
197 竜丘 松ヶ崎 まつがさき ○ ○ 散布地 94-2 2.4

199 竜丘 駄科北平 だしなきただいら ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・城館跡・寺院跡 94-2 一部発掘調査済 15.0

200 竜丘 寺下 てらした ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-2 11.9

201 竜丘 河原田 かわらだ ○ ○ 散布地 94-2 0.8

202 竜丘 塚越 つかこし ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-2 10.7

203 竜丘 安宅 あだか ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡・城館跡 94-2 一部発掘調査済 7.1

204 竜丘 駄科権現堂 だしなごんげんどう ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 94-2 一部発掘調査済 14.9

205 竜丘 安宅下 あだかした ○ ○ ○ 散布地 94-2 0.4

206 竜丘 大島 おおしま ○ ○ ○ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 94-2 一部発掘調査済 28.2

207 竜丘 城陸 じょうろく ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ 集落跡 94-2・95-1 一部発掘調査済 8.6

208 竜丘 長野原 ながのはら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-2・94-4 27.0

209 竜丘 地慶子 じけいし ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-4 7.2

210 竜丘 荒井原 あらいばら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 84-3 5.1

211 竜丘 荒井原東 あらいばらひがし ○ ○ 散布地 84-3 1.0

212 竜丘 臼井原Ａ うすいばらA ○ ○ ○ 散布地 94-1 3.2

213 竜丘 臼井原Ｂ うすいばらB ○ ○ 散布地 94-1 5.3

214 竜丘 塚田 つかだ ○ 散布地 94-2 0.2

215 竜丘 泥抜 どろぬき ○ 散布地 94-2 0.8

216 竜丘 大上下 だいじょうした ○ 散布地 94-2 0.1

217 竜丘 前林 まえばやし ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡・寺院跡 94-2 一部発掘調査済 1.5

218 竜丘 古瀬原 こせばら ○ ○ ○ 散布地 94-2 2.6

219 竜丘 内山 うちやま ○ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 94-2 一部発掘調査済 6.7

220 竜丘 宮下原 みやしたばら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-2・94-4 12.9

221 竜丘 久保尻 くぼじり ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 94-2 一部発掘調査済 7.7

222 竜丘 前の原 まえのはら ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 94-2・94-4 一部発掘調査済 14.0

223 竜丘 駒沢川北 こまざわがわきた ○ ○ ○ 散布地 94-2・94-4 0.9

224 竜丘 小池 こいけ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡・その他の墓 94-4 一部発掘調査済 10.1

225 竜丘 安城垣外 あんじょうがいと ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-4 2.8

226 竜丘 殿垣外 とのがいと ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-4 3.7

227 竜丘 大座 たいざ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡 94-4 一部発掘調査済 2.3

228 竜丘 小池下 こいけした ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-4 4.5

229 竜丘 駒沢川南 こまざわがわみなみ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-4 0.8

230 竜丘 蒜田 びるた ○ ◎ その他の墓 94-3・94-4 一部発掘調査済 1.7

231 竜丘 塚原 つかばら ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 94-4 一部発掘調査済 11.3

232 竜丘 ガンドウ洞 がんどうぼら ○ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 94-4 一部発掘調査済 1.3

233 竜丘 島 しま ○ ○ 散布地 94-4 1.4

234 竜丘 金山 かなやま ○ ○ ○ 散布地 94-4 1.7

235 竜丘 中原 なかはら ◎ ○ ○ 集落跡 94-3・94-4 一部発掘調査済 2.1

236 竜丘 中原下 なかはらした ○ ○ 散布地 94-3・94-4 1.4

237 竜丘 竜丘大畑 たつおかおおばた ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-1・94-3 2.9

238 竜丘 西の塚 にしのつか ○ ○ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 94-3 一部発掘調査済 3.0

239 竜丘 上の坊 かみのぼう ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ その他の墓 94-3 一部発掘調査済 6.4

240 竜丘 開善寺裏 かいぜんじうら ○ ○ 散布地 94-3・94-4 0.1

241 竜丘 開善寺境内 かいぜんじけいだい ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 94-3・94-4 一部発掘調査済 13.0

242 竜丘 高野尻 こうやじり ○ ○ ○ 散布地 94-3 2.4

243 竜丘 下高野 しもこうや ○ ○ ○ 散布地 94-3 0.4

244 伊賀良 真慶寺原 しんけいじばら ○ ○ 散布地 73-4・74-3 5.7

245 伊賀良 真慶寺原上 しんけいじばらうえ ○ ○ ○ 散布地 73-4 3.3
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246 伊賀良 北方北の原 きたがたきたのはら ◎ ○ ○ その他の墓 74-3・73-4・84-1 一部発掘調査済 18.8

247 伊賀良 在京原 ざいきょうばら ○ ○ ○ 散布地 73-4 3.9

248 伊賀良 立野 たつの ◎ ○ 集落跡 73-4 一部発掘調査済 1.9

249 伊賀良 北方大原 きたがたおおはら ◎ ◎ ◎ 集落跡 83-2 一部発掘調査済 12.4

250 伊賀良 河原林 かわらばやし ◎ ○ 集落跡 83-2 一部発掘調査済 4.4

251 伊賀良 入野 にゅうの ◎ ○ ○ 集落跡 83-2・73-4 一部発掘調査済 10.5

252 伊賀良 山口 やまぐち ○ ○ 散布地 83-2・84-1 17.1

253 伊賀良 育良社付近 いくらしゃふきん ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 84-1 一部発掘調査済 5.1

254 伊賀良 北方西の原 きたかたにしのはら ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ ○ 集落跡 84-1 一部発掘調査済 21.8

255 伊賀良 北方野池 きたかたのいけ ○ ○ ○ ○ 散布地 83-2 7.2

256 伊賀良 金谷 かなや ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 83-2・84-1 一部発掘調査済 13.0

257 伊賀良 細田北 ほそだきた ◎ ◎ 集落跡 83-2 一部発掘調査済 1.3

258 伊賀良 文吾林 ぶんごばやし ○ ○ ○ 散布地 83-2 3.7

259 伊賀良 小垣外・辻垣外 こがいと・つじがいと ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 83-2・84-1 一部発掘調査済 12.7

260 伊賀良 八幡面 やわためん ○ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 84-1 一部発掘調査済 2.8

261 伊賀良 矢平Ａ やだいらＡ ○ ○ ○ 散布地 83-1 0.6

262 伊賀良 矢平Ｂ やだいらＢ ○ ○ ○ 散布地 83-1 0.7

263 伊賀良 大瀬木牧平 おおせぎまきだいら ○ ○ ○ 散布地 83-1 1.9

264 伊賀良 梅ヶ久保 うめがくぼ ◎ ◎ 集落跡 83-2・83-1 一部発掘調査済 4.8

265 伊賀良 火振原 ひぶりばら ◎ ○ ○ その他の遺跡 83-2 一部発掘調査済 8.9

266 伊賀良 三尋石 みひろいし ◎ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 83-2 一部発掘調査済 21.7

267 伊賀良 三尋石南 みひろいしみなみ ○ ○ ○ 散布地 83-2・83-4 17.9

268 伊賀良 小竹 こたけ ◎ ○ ○ ○ ○ 集落跡 83-2・83-4 一部発掘調査済 12.4

269 伊賀良 大瀬木熊野 おおせぎくまの ○ ○ 散布地 83-2・83-4 2.6

270 伊賀良 大瀬木大森 おおせぎおおもり ○ ○ 散布地 83-4 4.5

271 伊賀良 酒屋前 さかやまえ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 83-2・83-4・84-1・84-3 一部発掘調査済 9.6

272 伊賀良 酒屋前南 さかやまえみなみ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 83-4・84-3 一部発掘調査済 6.5

273 伊賀良 飯田垣外 いいだがいと ○ ○ ○ 散布地 83-3・83-4 7.4

274 伊賀良 富の平 とみのたいら ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 83-3・83-4 一部発掘調査済 8.0

275 伊賀良 富士塚 ふじづか ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 83-4 一部発掘調査済 14.7

276 伊賀良 鳥屋平 とりやだいら ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 83-4 一部発掘調査済 10.2

277 伊賀良 増泉寺付近 ぞうせんじふきん ◎ ○ ○ 集落跡 83-4 一部発掘調査済 4.4

278 伊賀良 大羽 おおは ○ 散布地 83-4 6.9

279 伊賀良 大東 だいとう ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡 83-4 一部発掘調査済 6.6

280 伊賀良 市場屋敷 いちばやしき ○ ○ ○ ○ 散布地 84-1・84-3 15.7

281 伊賀良 殿原 とのばら ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 84-1 一部発掘調査済 9.8

282 伊賀良 円通寺北 えんつうじきた ○ ○ ◎ ○ 散布地 84-1・84-3 一部発掘調査済 7.7

283 伊賀良 円通寺南 えんつうじみなみ ◎ ○ ○ ○ 集落跡 84-3 一部発掘調査済 14.3

284 伊賀良 北村 きたむら ○ ○ 散布地 84-3 7.1

285 伊賀良 殿岡垣外 とのおかかいと ○ ○ 散布地 84-1・84-3・84-4 13.9

286 伊賀良 公文所前 くもんじょまえ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 84-3 一部発掘調査済 19.7

287 伊賀良 下の原Ａ しものはらＡ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の遺跡 84-3・84-4 一部発掘調査済 13.8

288 伊賀良・竜丘 下の原Ｂ しものはらＢ ○ ○ 散布地 84-3・84-4 16.4

289 伊賀良 はりつけ原 はりつけばら ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 84-3 一部発掘調査済 10.7

290 伊賀良 中島平 なかじまだいら ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 84-3 一部発掘調査済 2.5

291 伊賀良 宮の先 みやのさき ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 84-3 一部発掘調査済 14.2

292 伊賀良 柵口 ませぐち ◎ ◎ 集落跡 84-3 一部発掘調査済 4.6

293 伊賀良 三日市場大堤 みっかいちばおおつつみ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 83-4・84-3 10.4



遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積
294 伊賀良 三日市場南部 みっかいちばなんぶ ○ 散布地 84-3 2.5

295 伊賀良 よ志原 よしばら ○ ○ ○ ○ 散布地 83-4 8.9

296 伊賀良 上中村 かみなかむら ◎ ○ ○ ○ 集落跡 83-4 一部発掘調査済 14.1

297 伊賀良 中村中平 なかむらなかだいら ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 83-4・93-2 一部発掘調査済 19.2

298 伊賀良 中村二ッ山 なかむらふたつやま ○ 散布地 83-4・93-2 0.6

299 伊賀良 上の原 うえのはら ○ ○ ○ ○ 散布地 93-2 3.0

300 伊賀良 宮原 みやはら ○ ○ 散布地 83-4 4.6

301 伊賀良 馬場平 ばばだいら ○ ○ ○ 散布地 93-2 5.3

302 伊賀良 中川 なかがわ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 84-3・94-1 一部発掘調査済 5.1

303 伊賀良 権現原A ごんげんばらA ○ 散布地 93-2 2.1

304 伊賀良 権現原B ごんげんばらＢ ○ ○ ○ 散布地 94-1 5.1

305 伊賀良 朝臣 あっそ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 93-2・94-1 一部発掘調査済 4.6

306 伊賀良 中川下 なかがわした ○ 散布地 94-1 4.6

307 伊賀良 権現原下 ごんげんばらした ○ 散布地 94-1 0.9

308 伊賀良 小茂都計 こもっけ ○ ○ 散布地 94-1 4.2

309 伊賀良 下中村 しもなかむら ○ ○ 散布地 94-1 0.8

310 伊賀良 中村大畑 なかむらおおばた ○ ○ 散布地 94-1 2.8

311 伊賀良 中村牧山 なかむらまきやま ○ 散布地 93-4・94-3 1.4

312 山本 山本大明神原 やまもとだいみょうじんばら ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 83-3・83-4 42.4

313 山本 山本大森 やまもとおおもり ○ ○ 散布地 83-3・93-1 3.0

314 山本 山本東平 やまもとひがしだいら ○ ○ 散布地 93-1 2.5

315 山本 原畑 はらはた ○ ○ ○ ○ 散布地 83-3・93-1 14.6

316 山本 夫婦岩 めおといわ ○ 散布地 83-3 0.3

317 山本 山の神 やまのかみ ○ 散布地 93-1 1.5

318 山本 山本 やまもと ○ ○ 散布地 93-1 5.0

319 山本 山本中平 やまもとなかだいら ○ ○ ○ ○ 散布地 93-1 5.2

320 山本 大御堂付近 おおみどうふきん ○ 散布地 93-1 1.6

321 山本 山原 やまばら ○ 散布地 92-2 0.8

322 山本 天神岩 てんじんいわ ○ 散布地 92-2 0.8

323 山本 山本青木 やまもとあおき ○ 散布地 92-2 0.1

324 山本 山本西平 やまもとにしだいら ◎ ◎ ○ 集落跡 93-1 一部発掘調査済 15.6

325 山本 山本氏居館付近やまもとしきょかんふきん ◎ ◎ ◎ 集落跡 93-1 一部発掘調査済 2.7

326 山本 石子原 いしこっぱら ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ 集落跡・その他の墓 93-3 一部発掘調査済 5.6

327 山本 カニ田 かにだ ○ 散布地 93-1・93-3 2.4

328 山本 辻原 つじはら ○ 散布地 93-3 一部発掘調査済 2.5

329 山本 赤羽原 あかばはら ○ 散布地 93-3 4.9

330 山本 山田 やまだ ○ 散布地 92-4 1.3

331 山本 湯川 ゆかわ ◎ ◎ ○ 集落跡 93-3 一部発掘調査済 3.2

332 山本 日丁 にっちょう ○ ○ ○ 散布地 93-3 4.7

333 山本 日丁南 にっちょうみなみ ○ ○ 散布地 93-3・03-1 1.5

334 山本 沖 おき ○ ○ ○ 散布地 93-1・93-3 2.0

335 山本 田府 だふ ○ 散布地 93-1 1.9

336 山本 田府高屋 だふたかや ○ ○ ○ 散布地 93-1 3.5

337 山本 白山 しらやま ◎ ○ 集落跡 93-1・93-3 一部発掘調査済 2.5

338 山本 沖平南 おきだいらみなみ ○ ◎ ◎ 集落跡 93-3 一部発掘調査済 1.3

339 山本 山本大塚 やまもとおおつか ○ ◎ その他の墓 93-1 一部発掘調査済 3.9

340 山本 寺沢 てらさわ ○ 散布地 93-3 1.5

341 山本 杵原 きねはら ○ 散布地 93-3 3.4



遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積
342 山本 下り松 さがりまつ ◎ ◎ 集落跡 93-3 一部発掘調査済 2.9

343 山本 並松 なんまつ ○ ○ 散布地 93-3 一部発掘調査済 0.9

344 山本 竹佐中原 たけさなかはら ◎ ◎ ◎ 散布地 93-3 一部発掘調査済 5.0

345 山本 森林 もりばやし ◎ ◎ ○ 集落跡 93-3 一部発掘調査済 5.9

346 山本 箱川原 はこがわら ◎ 集落跡 93-3 一部発掘調査済 7.5

347 山本 馬場平西 ばばだいらにし ○ ○ 散布地 93-2 0.3

348 山本 高野 たかの ◎ ◎ 集落跡・その他の遺跡 93-2 一部発掘調査済 5.4

349 山本 久米中尾 くめなかお ○ 散布地 93-2 1.4

350 山本 光明寺付近 こうみょうじふきん ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 93-2 1.4

351 山本 洞口 ほらぐち ○ 散布地 93-2 0.7

352 山本 久米宮下 くめみやした ○ 散布地 93-2 1.2

353 山本 久米大畑 くめおおばた ○ 散布地 93-4 1.0

354 山本 久米上田 くめうえだ ○ ○ ○ 散布地 93-4 0.5

355 山本 久米上の平 くめうえのたいら ○ 散布地 93-4 0.8

356 山本 久米上の平南 くめうえのたいらみなみ ○ 散布地 93-4 0.7

357 山本 雲母屋敷 きららやしき ○ 散布地 93-4 1.0

358 山本 箱川中尾 はこがわなかお ○ 散布地 93-3・03-1 1.6

359 山本 箱川原南 はこがっぱらみなみ ○ 散布地 93-3・03-1 2.8

360 山本 大洞 おおぼら ○ ○ ○ 散布地 93-3・03-1 1.7

361 山本 古屋敷 ふるやしき ○ 散布地 03-1 0.2

362 山本 関本 せきもと ○ 散布地 03-1 1.5

363 山本 御堂寺 みどうじ ○ その他の遺跡 03-1 0.5

364 三穂 西山下 にしやました ○ ○ 散布地 03-3 0.2

365 三穂 吉ヶ沢 よしがさわ ◎ 集落跡 03-4 一部発掘調査済 0.1

367 三穂 西畑 にしはた ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 13-2 0.4

368 三穂 下西 したにし ○ ○ ○ 散布地 13-2 0.6

369 三穂 曽根畑 そねはた ○ ○ ○ 散布地 13-2 1.3

370 三穂 立石大畑 たていしおおばた ○ ○ ○ 散布地 13-2 0.6

371 三穂 立石寺前 りっしゃくじまえ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 03-4・13-2 5.5

372 三穂 立石城平 たていしじょうびら ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 03-4・13-2 22.0

373 三穂 水砥島 みずとじま ○ ○ 散布地 13-2 0.9

374 三穂 下島 しもじま ○ ○ ○ 散布地 13-2 0.8

375 三穂 朴島 ほうのきじま ○ ○ ○ 散布地 13-1・13-2 1.6

376 三穂 新道平 しんみちだいら ○ ○ ○ 散布地 03-4 2.4

377 三穂 稲洞 いねぼら ○ 散布地 04-3 0.6

378 三穂 菊の原 きくのっぱら ○ ○ 散布地 04-3・14-1 0.8

380 三穂 野添 のぞえ ○ 散布地 93-4 0.5

381 三穂 数田 かぞた ○ ○ ○ 散布地 03-2 0.5

382 三穂 豊住 とよずみ ○ ○ ○ 散布地 03-2 0.4

383 三穂 町垣外 まちがいと ○ ○ ○ ○ 散布地 03-2 1.0

384 三穂 庄司洞 しょうじぼら ○ 散布地 03-2 0.9

385 三穂 肥田 こえだ ○ ○ ○ 散布地 04-1 1.3

386 三穂 クルワ くるわ ○ ○ 散布地 03-2・04-1 2.6

387 三穂 田中 たなか ○ ○ ○ 散布地 03-2・03-4・04-1・04-3 5.5

388 三穂 島垣外 しまがいと ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 03-4 2.1

389 三穂 石原田 いしはらだ ○ ○ 散布地 04-3 0.7

390 三穂 新井田Ａ あらいだＡ ○ ○ ○ 散布地 03-4・04-3 1.5

391 三穂 新井田Ｂ あらいだＢ ○ ○ ○ 散布地 04-3 2.2
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392 三穂 鳥平 とりだいら ○ ○ 散布地 04-3 1.3

393 三穂 伊豆木大明神原いずきだいみょうじんばら ○ ○ 散布地 03-4 3.9

394 三穂 別曽原 べっそばら ○ ○ 散布地 03-4 9.8

395 三穂 入道洞 にゅうどうぼら ○ ○ 散布地 04-1・04-3 3.6

396 川路 フジガクボ ふじがくぼ ○ 散布地 94-3 0.3

397 川路 川路牧山 かわじまきやま ○ ○ 散布地 94-3 1.2

398 川路 花御所 はなごしょ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 94-3 2.1

399 川路 井ノ下 いのした ○ ○ ○ 散布地 94-3 1.0

400 川路 琴原 ほとはら ○ ○ ○ 散布地 94-3・04-1 6.3

401 川路 明殿脇 みょうどわき ○ 散布地 94-3 0.9

402 川路 今洞 いまぼら ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 集落跡 94-3・04-1 一部発掘調査済 4.3

403 川路 久保田 くぼた ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 94-3・04-1 一部発掘調査済 4.2

404 川路 御射山原 みさやまばら ○ ○ ○ ○ 散布地 04-1 0.3

405 川路 防垣外 ぼうがいと ○ ○ 散布地 04-1 0.9

406 川路 辻前 つじまえ ○ ○ ◎ ○ ◎ ◎ 集落跡 04-1 一部発掘調査済 1.7

407 川路 留々女 どどめ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡 04-1 一部発掘調査済 2.7

408 川路 川路上平 かわじうえだいら ○ 散布地 04-1 3.7

409 川路 殿村 とのむら ○ ◎ ◎ ◎ 集落跡 04-1 一部発掘調査済 3.7

410 川路 弥宣屋平 ねぎやだいら ○ ○ 散布地 04-1 0.6

411 川路 井戸下 いどした ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 04-1 一部発掘調査済 1.1

412 川路 初ノ免 しょのめん ○ ○ 散布地 04-1 1.3

413 川路 川路梶垣外 かわじかじがいと ○ ○ ○ 散布地 04-1 0.4

414 川路 藤塚原 ふじづかばら ○ 散布地 04-3 2.6

415 川路 月の木 つきのき ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 04-1・04-2・04-3 一部発掘調査済 3.2

416 川路 川路大野 かわじおおの ○ ○ ○ ◎ 散布地 04-3 3.9

417 川路 川路大畑 かわじおおばた ○ ○ ○ ○ 散布地 04-3・04-4 1.6

418 川路 東原 ひがしばら ◎ ◎ ◎ 集落跡 04-3・04-4 一部発掘調査済 8.9

419 川路 川路大明神原 かわじだいみょうじんばら ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の遺跡 04-3 一部発掘調査済 17.5

420 川路 川路中原 かわじなかはら ○ ○ 散布地 04-3 2.3

421 下久堅 下虎岩大原 しもとらいわおおばら ◎ ○ 集落跡 85-2・85-4 一部発掘調査済 19.4

422 下久堅 大中尾 おおなかお ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 85-2・85-4 一部発掘調査済 3.9

423 下久堅 中尾 なかお ○ ○ 散布地 85-2・85-4 9.4

424 下久堅 天神 てんじん ◎ 集落跡 85-2・85-4 一部発掘調査済 3.1

425 下久堅 北原上の平 きたばらうえのたいら ○ ○ 散布地 85-4 7.6

426 下久堅 観音原 かんのんばら ○ ○ 散布地 85-4 2.0

427 下久堅 北原 きたばら ○ ○ ○ ○ 散布地 85-4 5.6

428 下久堅 亀平北 かめだいらきた ○ ○ ○ 散布地 85-4 1.2

429 下久堅 竹の下 たけのした ○ ○ 散布地 85-4 1.4

430 下久堅 亀平南 かめだいらみなみ ○ ○ 散布地 85-4 3.4

431 下久堅 垣外田 かいとだ ○ 散布地 85-3・85-4 2.6

432 下久堅 京田 きょうだ ○ ○ 散布地 85-3・85-4 2.0

433 下久堅 のいわ のいわ ○ ○ 散布地 85-3・95-1 3.1

434 下久堅 司場垣Ａ しばかきＡ ○ ○ ○ 散布地 85-3 0.4

435 下久堅 司場垣Ｂ しばかきB ○ ○ 散布地 85-3・95-1 0.6

436 下久堅 番場 ばんば ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 85-3・95-1 一部発掘調査済 5.3

437 下久堅 南の組塚平 みなみのくみつかだいら ○ ○ 散布地 95-1 1.6

438 下久堅 南の組久保田 みなみのくみくぼた ○ ○ 散布地 95-1 1.4

439 下久堅 南塩沢 みなみしおざわ ○ ○ 散布地 95-1 1.7



遺跡
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440 下久堅 南塩沢下 みなみしおざわした ○ ○ 散布地 95-1 0.8

441 下久堅 主膳 しゅぜん ○ ○ 散布地 95-1 2.0

442 下久堅 三石 みついし ○ ○ ○ 散布地 95-1 2.1

443 下久堅 内御堂 うちみどう ◎ ○ ◎ ○ ◎ ○ 集落跡 95-1 一部発掘調査済 4.3

444 下久堅 内御堂東 うちみどうひがし ◎ ◎ ◎ 集落跡 95-1 一部発掘調査済 4.4

445 下久堅 高塚 たかつか ○ ○ 散布地 95-1 0.7

446 下久堅 下井戸 しもいど ○ 散布地 95-1 0.2

447 下久堅 川原 かわら ○ ◎ 集落跡 95-1 一部発掘調査済 1.0

448 下久堅 下川原 しもがわら ○ 散布地 95-1 0.9

449 下久堅 馬出し うまだし ○ ○ ○ ○ 散布地 95-1 6.5

450 下久堅 坂下 さかした ○ ○ ○ ○ ○ ○ 散布地 95-1 2.5

451 下久堅 御供田 みともだ ○ 散布地 95-1 1.5

452 下久堅 向新道地 むかいしんどうち ○ 散布地 95-1 1.1

453 下久堅 小林宮の前 こばやしみやのまえ ○ ○ ○ 散布地 95-1 2.3

454 下久堅 小林堀端 こばやしほりばた ○ ○ ○ 散布地 95-1 2.4

455 下久堅 五輪原 ごりんばら ○ ○ ○ ○ 散布地 95-1・95-3 8.9

456 下久堅 小松原 こまつばら ○ ○ 散布地 95-3 1.1

457 下久堅 和平 わだいら ○ ○ 散布地 95-1・95-3 1.3

458 下久堅 下久堅南原 しもひさかたみなばら ○ 散布地 95-1・95-3 4.7

459 下久堅 下の平 しものたいら ○ ○ 散布地 95-3 0.9

460 下久堅 南原中平 みなばらなかだいら ○ ○ ○ 散布地 95-3 1.0

461 上久堅 原の平 はらのたいら ○ ○ ○ ○ 散布地 95-2・95-4・96-1・96-3 8.0

462 上久堅 北田 きただ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 95-4 一部発掘調査済 2.2

463 上久堅 明賀塚 みょうがつか ○ 散布地 95-4 1.2

464 上久堅 中宮原 なかみやはら ○ ○ 散布地 95-4 2.2

465 上久堅 鬼釜 おにがま ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 集落跡 95-4・96-3 一部発掘調査済 7.7

466 上久堅 風張 かざはり ○ ○ ◎ ◎ 集落跡 95-4 一部発掘調査済 2.2

467 上久堅 神之峰北中腹 かんのみねきたちゅうふく ○ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 95-4 一部発掘調査済 7.3

468 上久堅 桐山 きりやま ○ 散布地 06-1 2.9

469 上久堅 越久保 こいくぼ ○ 散布地 06-1 3.2

470 上久堅 越久保南 こいくぼみなみ ○ 散布地 06-1 1.4

471 上久堅 北ノ入 きたのいり ○ 散布地 06-1 0.8

472 上久堅 惣三坂 そうさんざか ○ 散布地 06-1 1.6

473 上久堅 堂平 どうだいら ○ 散布地 05-2 1.4

474 上久堅 小野子 おのご ○ 散布地 05-2・06-1 3.4

475 上久堅 小野子上 おのごうえ ○ 散布地 06-1・06-3 3.8

476 上久堅 落倉 おとしぐら ○ 散布地 06-3 1.2

477 上久堅 蛇沢 へびさわ ○ 散布地 05-4 0.4

478 龍江 上の城西 かみんじょうにし ○ ○ ○ 散布地 94-4 5.4

479 龍江 上の城東 かみんじょうひがし ○ ○ ○ 散布地 94-4・95-3 5.0

480 龍江 龍江狐塚 たつえきつねづか ○ ○ 散布地 05-1 3.9

481 龍江 谷ヶ原 たにがはら ○ 散布地 04-2・05-1 8.0

482 龍江 成田 なりた ○ ○ ○ 散布地 94-4・04-2 2.9

483 龍江 龍江城 たつえじょう ○ ○ ○ ○ ◎ その他の遺跡 94-4 一部発掘調査済 4.2

484 龍江 龍江阿高 たつえあだか ◎ ○ ○ ○ その他の遺跡 04-2・94-4 一部発掘調査済 2.2

485 龍江 御庵 ごあん ○ 散布地 04-2・94-4 1.6

486 龍江 定継寺付近 じょうけいじふきん ○ ○ 散布地 04-2 0.5

488 龍江 田中上 たなかうえ ○ ○ ○ 散布地 04-2 2.2



遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積
489 龍江 龍江田中下 たつえたなかした ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡・その他の墓 04-2 一部発掘調査済 3.6

490 龍江 一本木Ａ いっぽんぎＡ ○ ○ 散布地 04-2 1.3

491 龍江 一本木Ｂ いっぽんぎＢ ○ ○ 散布地 04-2 2.6

492 龍江 川狩 かわかり ○ ○ ○ 散布地 04-2 3.5

493 龍江 羽入田 はにゅうだ ○ ○ 散布地 04-2 7.7

494 龍江 龍江石原 たつえいしはら ○ ◎ ○ ◎ 集落跡・その他の墓 04-2 一部発掘調査済 1.5

495 龍江 細新 ほそあら ◎ ◎ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 04-2 一部発掘調査済 5.6

496 龍江 更生下 こうせいした ○ 散布地 04-2 2.0

497 龍江 龍江大平 たつえおおだいら ◎ ◎ ◎ 集落跡 04-4 一部発掘調査済 4.1

498 龍江 椚平 くぬぎだいら ○ ○ 散布地 04-4 2.7

499 龍江 芦ノ口 あしのくち ○ ○ 散布地 04-4 1.2

500 龍江 尾林山中 おばやしやまなか ○ 散布地 05-3 0.5

501 龍江 尾林西 おばやしにし ○ ○ 散布地 15-1 1.6

502 龍江 福沢 ふくざわ ○ ○ 散布地 04-2・04-4 4.6

503 龍江 宮ノ平 みやのたいら ○ ○ 散布地 04-4 2.9

504 千代 下村 しもむら ○ ◎ ◎ ○ 集落跡・その他の墓 04-4 一部発掘調査済 2.8

505 千代 井戸端 いどばた ○ ◎ ◎ 集落跡 04-4 一部発掘調査済 2.8

506 千代 岩垣外 いわがいと ○ 散布地 04-4・14-2 1.9

507 千代 和城 わっちろ ○ 散布地 14-2 0.6

508 千代 八ノ倉 はちのくら ○ 散布地 14-2 1.1

509 千代 千栄柏原 ちはえかしわばら ○ 散布地 14-2 1.6

510 千代 金野 きんの ○ 散布地 14-2 0.8

511 千代 明神原 みょうじんばら ○ ○ ○ 散布地 15-2 4.6

512 千代 白砂 しらすな ○ 散布地 14-4 1.4

513 千代 米峰矢平 よなみねやだいら ○ 散布地 15-3 0.2

514 千代 野池牧 のいけまき ○ ○ 散布地 15-2 0.9

515 千代 千代大平 ちよおおだいら ○ ○ 散布地 15-2 0.6

516 千代 家の下 いえのした ○ 散布地 15-2 0.3

517 千代 家造垣外 やそがいと ◎ ○ その他の遺跡 15-4 2.0

518 千代 家造垣外東 やそがいとひがし ○ ○ 散布地 15-2・15-4 0.7

519 千代 徒歩平 かいだいら ○ ○ 散布地 15-3 0.4

520 千代 山中 やまなか ○ ○ 散布地 15-3 0.5

521 千代 大日向 おおひなた ○ 散布地 16-1 0.7

522 千代 野池東 のいけひがし ○ 散布地 16-1 0.8

523 千代 法全寺 ほうせんじ ○ ○ 散布地 15-4 0.7

524 千代 室屋 むろや ○ ○ 散布地 15-4・25-2 1.0

525 千代 法全寺大久保 ほうせんじおおくぼ ○ ○ 散布地 25-2 0.7

526 千代 上山中 かみやまなか ○ ○ ○ 散布地 25-2 1.0

527 南信濃 赤沢 あかざわ ○ 散布地 27-4 0.2

528 南信濃 上中根 かみなかね ○ ○ 散布地 37-4 0.9

529 南信濃 下中根 しもなかね ○ 散布地 37-4 0.4

530 南信濃 阿島 あじま ○ 散布地 37-4 0.6

531 南信濃 ミツ沢 みつざわ ○ 散布地 47-1 0.2

532 南信濃 松の田 まつのた ○ ○ 散布地 47-1・47-2 0.4

533 南信濃 小道木 こどうぎ ○ 散布地 47-1・47-2 0.8

534 南信濃 川合 かわい ◎ ○ 集落跡 47-2 一部発掘調査済 1.9

535 南信濃 合戸峠 あいどとうげ ○ 散布地 47-1・47-3 0.4

536 南信濃 新町出山 しんまちでやま ○ 散布地 47-3・57-1 1.1



遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 旧石縄文弥生古墳奈良平安中世近世 種別 図番号 備考 面積
537 南信濃 ナゴネ なごね ○ ○ 散布地 57-1 0.5

538 南信濃 山原 やまはら ○ ○ ○ 散布地 56-2 1.2

539 南信濃 底稲 そこいね ○ ○ 散布地 46-4 2.4

540 南信濃 尾の島館 おのしまやかた ○ ◎ ○ 散布地 56-2 発掘調査済、消滅 0.3

541 南信濃 尾の島諏訪社 おのしますわしゃ ○ ○ 散布地 56-2 0.7

542 南信濃 尾の島 おのしま ○ ○ 散布地 56-2 2.9

543 南信濃 松島桜産 まつしまさくらざん ○ 散布地 56-2 1.2

544 南信濃 オカアザ おかあざ ○ 散布地 56-2 0.2

545 南信濃 名古山 なごやま ○ ○ 散布地 56-3 4.0

546 南信濃 和見 わみ ◎ ○ 集落跡 56-3 一部発掘調査済 1.3

547 南信濃 十原 とっぱら ◎ ◎ 集落跡 56-4 一部発掘調査済 3.7

548 南信濃 横村 よこむら ○ 散布地 56-4・57-3 0.9

549 南信濃 宮の平 みやのたいら ○ 散布地 66-2 0.7

550 南信濃 柿平 かきだいら ○ 散布地 66-2 0.4

1219 旧市 鈴加町 すずかちょう ◎ ◎ ◎ ◎ 集落跡 74-4 一部発掘調査済 12.7

1220 旧市 大王路 だいおうじ ○ ○ 散布地 74-4 3.1

1221 旧市 小伝馬町 こでんまちょう ○ ○ 散布地 74-4 3.1



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
551 座光寺 高岡1号古墳 たかおか1ごうこふん 座光寺 前方後円墳 残存 75-2 国史跡
552 座光寺 高岡2号古墳 たかおか2ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

553 座光寺 高岡3号古墳 たかおか3ごうこふん 座光寺 円墳 消滅 75-2 一部発掘調査済
554 座光寺 高岡4号古墳 たかおか4ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 発掘調査済
555 座光寺 高岡5号古墳 たかおか5ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

556 座光寺 石行1号古墳 いしぎょう1ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

557 座光寺 石行2号古墳 いしぎょう2ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-2

558 座光寺 新井原1号古墳 あらいばら1ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

559 座光寺 新井原2号古墳 あらいばら2ごうこふん 座光寺 円墳 消滅 75-2 発掘調査済
560 座光寺 新井原3号古墳 あらいばら3ごうこふん 座光寺 円墳 削平 位置不明、南大島川で流失
561 座光寺 新井原4号古墳 あらいばら4ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 一部発掘調査済
562 座光寺 新井原5号古墳 あらいばら5ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 一部発掘調査済
563 座光寺 新井原6号古墳 あらいばら6ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

564 座光寺 新井原7号古墳 あらいばら7ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

565 座光寺 新井原8号古墳 あらいばら8ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

566 座光寺 新井原9号古墳 あらいばら9ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

567 座光寺 新井原10号古墳 あらいばら10ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

568 座光寺 新井原11号古墳 あらいばら11ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-2 一部発掘調査済
569 座光寺 新井原12号古墳 あらいばら12ごうこふん 座光寺 帆立貝形古墳残存 75-2 大半発掘調査済
570 座光寺 新井原13号古墳 あらいばら13ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 大半発掘調査済
571 座光寺 新井原14号古墳 あらいばら14ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 一部発掘調査済
572 座光寺 新井原15号古墳 あらいばら15ごうこふん 座光寺 円墳 消滅 75-2 発掘調査済
573 座光寺 新井原16号古墳 あらいばら16ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 一部発掘調査済
574 座光寺 新井原17号古墳 あらいばら17ごうこふん 座光寺 円墳 消滅 75-2 発掘調査済
575 座光寺 新井原18号古墳 あらいばら18ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 発掘調査済
576 座光寺 饅頭塚古墳 まんじゅうづかこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 平地1号古墳
577 座光寺 平地2号古墳 ひらぢ2ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-2

578 座光寺 平地3号古墳 ひらぢ3ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

579 座光寺 平地4号古墳 ひらぢ4ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

580 座光寺 平地5号古墳 ひらぢ5ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

581 座光寺 平地6号古墳 ひらぢ6ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

582 座光寺 平地7号古墳 ひらぢ7ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

583 座光寺 平地8号古墳 ひらぢ8ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

584 座光寺 平地9号古墳 ひらぢ9ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

585 座光寺 平地10号古墳 ひらぢ10ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

586 座光寺 平地11号古墳 ひらぢ11ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

587 座光寺 平地12号古墳 ひらぢ12ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 伝承
588 座光寺 平地大塚古墳 ひらぢおおつかこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

589 座光寺 鳥屋場1号古墳 とやば1ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

590 座光寺 鳥屋場3号古墳 とやば3ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

591 座光寺 上野古墳 うえのこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

592 座光寺 畦地1号古墳 あぜち1ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-2 市史跡
593 座光寺 畦地2号古墳 あぜち2ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

594 座光寺 畦地3号古墳 あぜち3ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

595 座光寺 畦地4号古墳 あぜち4ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

596 座光寺 畦地5号古墳 あぜち5ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

597 座光寺 畦地6号古墳 あぜち6ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

598 座光寺 畦地7号古墳 あぜち7ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-2 一部発掘調査済



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
599 座光寺 古市場1号古墳 ふるいちば1ごうこふん 座光寺 円墳 削平 65-4

600 座光寺 古市場2号古墳 ふるいちば2ごうこふん 座光寺 円墳 削平 65-4

601 座光寺 畦地下古墳 あぜちしたこふん 座光寺 円墳 残存 75-2

602 座光寺 壱丈薮1号古墳 いちじょうやぶ1ごうこふん 座光寺 円墳 残存 65-3

603 座光寺 壱丈薮2号古墳 いちじょうやぶ2ごうこふん 座光寺 円墳 削平 65-3

604 座光寺 壱丈薮3号古墳 いちじょうやぶ3ごうこふん 座光寺 円墳 残存 65-3 一部発掘調査済
605 座光寺 井下横古墳 いげよここふん 座光寺 円墳 残存 65-3

606 座光寺 浅間古墳 せんげんこふん 座光寺 円墳 残存 75-1

607 座光寺 ナギジリ1号古墳 なぎじり1ごうこふん 座光寺 円墳 消滅 75-1 発掘調査済
608 座光寺 ナギジリ2号古墳 なぎじり2ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

609 座光寺 ナギジリ3号古墳 なぎじり3ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

610 座光寺 石原古墳 いしはらこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

611 座光寺 石原田古墳 いしはらだこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

612 座光寺 石塚1号古墳 いしづか1ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-1

613 座光寺 石塚2号古墳 いしづか2ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-1

614 座光寺 石塚3号古墳 いしづか3ごうこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

615 座光寺 市場古墳 いちばこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

616 座光寺 並木古墳 なみきこふん 座光寺 円墳 削平 75-1

617 座光寺 北本城古墳 きたほんじょうこふん 座光寺 前方後円墳 消滅 75-1 発掘調査済、横穴式石室移転復元
618 座光寺 座光寺新屋敷古墳 ざこうじあらやしきこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

619 座光寺 半崎古墳 はんざきこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

620 座光寺 白山古墳 しらやまこふん 座光寺 円墳 残存 75-2

621 座光寺 恒川古墳 ごんがこふん 座光寺 円墳 消滅 75-2 発掘調査済
622 座光寺 田中畑古墳 たなかばたこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

623 座光寺 最見塚古墳 さいみづかこふん 座光寺 円墳 残存 75-1・75-2
624 座光寺 欠野1号古墳 かけの1ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-2

625 座光寺 欠野2号古墳 かけの2ごうこふん 座光寺 円墳 残存 75-2

626 座光寺 中羽場古墳 なかはばこふん 座光寺 円墳 削平 75-2

627 上郷 天伯山1号古墳 てんぱくざん1ごうこふん 飯沼 円墳 残存 75-1

628 上郷 天伯山2号古墳 てんぱくざん2ごうこふん 飯沼 円墳 残存 75-1

629 上郷 北浦古墳 きたうらこふん 飯沼 円墳 削平 75-1

630 上郷 不二塚古墳 ふじづかこふん 飯沼 円墳 削平 75-3 信仰壇の可能性あり
631 上郷 飯沼塚田古墳 いいぬまつかだこふん 飯沼 円墳 削平 75-1

632 上郷 門前（鶏足院）古墳 もんぜん（けいそくいん）こふん 飯沼 円墳 残存 75-3 一部発掘調査済
633 上郷 雲彩寺古墳 うんさいじこふん 飯沼 前方後円墳 残存 75-3 国史跡、南条天神塚古墳
634 上郷 中しま古墳 なかしまこふん 飯沼 円墳 削平 75-3

635 上郷 化石1号古墳 ばけいし1ごうこふん 別府 円墳 残存 75-3 一部発掘調査済
636 上郷 化石2号古墳 ばけいし2ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

637 上郷 番神塚古墳 ばんしんづかこふん 別府 前方後円墳 削平 75-3

638 上郷 溝口の塚古墳 みぞぐちのつかこふん 別府 前方後円墳 削平 85-1 発掘調査済、周溝一部残
639 上郷 弓矢古墳 ゆみやこふん 別府 円墳 削平 85-1

640 上郷 川底古墳 かわぞここふん 別府 円墳 削平 74-4 位置不明
641 上郷 トドメキ1号古墳 とどめき1ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

642 上郷 トドメキ2号古墳 とどめき2ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

643 上郷 トドメキ3号古墳 とどめき3ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

644 上郷 トドメキ4号古墳 とどめき4ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

645 上郷 聖賢塚古墳 せいけんづかこふん 別府 円墳 削平 75-3

646 上郷 中島1号古墳 なかじま1ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
647 上郷 中島2号古墳 なかじま2ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

648 上郷 中島3号古墳 なかじま3ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

649 上郷 中島4号古墳 なかじま4ごうこふん 別府 円墳 消滅 75-3 用水池掘削により消滅
650 上郷 中島5号古墳 なかじま5ごうこふん 別府 円墳 削平 75-3

651 上郷 中島6号古墳 なかじま6ごうこふん 別府 円墳 残存 75-3

652 上郷 中島7号古墳 なかじま7ごうこふん 別府 円墳 削平 85-1 封土50㎝
653 上郷 中島8号古墳 なかじま8ごうこふん 別府 円墳 削平 85-1

654 上郷 中島9号古墳 なかじま9ごうこふん 別府 円墳 削平 85-1

655 上郷 中島10号古墳 なかじま10ごうこふん 別府 円墳 削平 85-1

656 上郷 中井古墳 なかいこふん 別府 円墳 残存 85-1

657 上郷 庚申塚（つくね塚）古墳 こうしんづか（つくねづか）こふん 別府 円墳 残存 85-1 一部発掘調査済
658 上郷 宮ノ前垣外古墳 みやのまえがいとこふん 別府 円墳 残存 85-1

659 上郷 鳥屋場古墳 とやばこふん 別府 円墳 削平 85-1

660 上郷 久保古墳 くぼこふん 別府 円墳 削平 85-1

661 上郷 八反田古墳 はったんだこふん 別府 円墳 削平 85-1

662 旧市 高田古墳 たかだこふん 東野 円墳 削平 74-4

663 旧市 木戸脇古墳 きどわきこふん 羽場 円墳 削平 74-3

664 旧市 鐘鋳原古墳 かないばらこふん 羽場 円墳 削平 74-1

665 旧市 正永寺原１号古墳 しょうえいじばら1ごうこふん 羽場 円墳 削平 74-1

666 旧市 正永寺原２号古墳 しょうえいじばら2ごうこふん 羽場 円墳 削平 74-1

667 鼎 切石天伯１号古墳 きりいしてんぱく1ごうこふん 切石 円墳 消滅 74-3 発掘調査済
668 鼎 切石天伯２号古墳 きりいしてんぱく2ごうこふん 切石 円墳 削平 74-3 発掘調査済
669 鼎 桜瀬古墳 さくらぜこふん 切石 円墳 残存 74-3

670 鼎 切石大塚古墳 きりいしおおつかこふん 切石 円墳 削平 74-3

671 鼎 切石古墳 きりいしこふん 切石 円墳 削平 74-3

672 鼎 五輪原古墳 ごりんばらこふん 切石 円墳 削平 74-3 一部発掘調査済
673 鼎 堀の内西古墳 ほりのうちにしこふん 上山 円墳 削平 84-1

674 鼎 鞍骨古墳 くらぼねこふん 上山 円墳 残存 84-2

675 鼎 萱垣古墳 かやがきこふん 上山 円墳 削平 84-2

676 鼎 宮の原古墳 みやのはらこふん 一色 円墳 削平 84-1

677 鼎 西の原古墳 にしのはらこふん 一色 円墳 削平 84-2

678 鼎 神明堂古墳 しんめいどうこふん 名古熊 円墳 削平 84-2

679 鼎 物見塚古墳 ものみづかこふん 名古熊 円墳 消滅 84-2 発掘調査済
680 松尾 御射山獅子塚古墳 みさやまししづかこふん 久井 前方後円墳 残存 85-1 市史跡
681 松尾 茶柄山1号古墳 ちゃがらやま1ごうこふん 久井 円墳 消滅 85-1 発掘調査済
682 松尾 茶柄山2号古墳 ちゃがらやま2ごうこふん 久井 円墳 消滅 85-1 発掘調査済
683 松尾 茶柄山3号古墳 ちゃがらやま3ごうこふん 久井 前方後円墳 削平 85-1 発掘調査済、一部残存

松尾 茶柄山4号古墳 ちゃがらやま4ごうこふん 久井 発掘調査済、茶柄山3号古墳の前方部と把握
684 松尾 茶柄山5号古墳 ちゃがらやま5ごうこふん 久井 円墳 消滅 85-1 発掘調査済
685 松尾 茶柄山6号古墳 ちゃがらやま6ごうこふん 久井 円墳 消滅 85-1 発掘調査済
686 松尾 茶柄山7号古墳 ちゃがらやま7ごうこふん 久井 円墳 所在不明
687 松尾 茶柄山8号古墳 ちゃがらやま8ごうこふん 久井 円墳 所在不明
688 松尾 茶柄山9号古墳 ちゃがらやま9ごうこふん 久井 円墳 消滅 85-1 発掘調査済
689 松尾 北の原古墳 きたのはらこふん 久井 円墳 消滅 85-1 発掘調査済
690 松尾 妙見山古墳 みょうけんやまこふん 八幡町 方墳 消滅 85-1 発掘調査済
691 松尾 代田山1号古墳 しろたやま1ごうこふん 代田 円墳 残存 84-4

692 松尾 代田山狐塚古墳 しろたやまきつねづかこふん 代田 前方後方墳 残存 84-4 県史跡
693 松尾 代田山3号古墳 しろたやま3ごうこふん 代田 円墳 消滅 84-4



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
694 松尾 おかん塚古墳 おかんづかこふん 上溝 前方後円墳 残存 85-1 国史跡、一部発掘調査済、前方部削平
695 松尾 上溝2号古墳 あげみぞ2ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

696 松尾 上溝3号古墳 あげみぞ3ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

697 松尾 上溝4号古墳 あげみぞ4ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

698 松尾 上溝天神塚古墳 あげみぞてんじんづかこふん 上溝 前方後円墳 残存 85-1 国史跡、一部発掘調査済
699 松尾 姫塚古墳 ひめづかこふん 上溝 前方後円墳 残存 85-1 国史跡
700 松尾 上溝7号古墳 あげみぞ7ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

701 松尾 上溝8号古墳 あげみぞ8ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

702 松尾 上溝9号古墳 あげみぞ9ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

703 松尾 上溝10号古墳 あげみぞ10ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

704 松尾 上溝11号古墳 あげみぞ11ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1 発掘調査済
705 松尾 上溝12号古墳 あげみぞ12ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

706 松尾 上溝13号古墳 あげみぞ13ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

707 松尾 上溝14号古墳 あげみぞ14ごうこふん 上溝 円墳 削平 85-1

708 松尾 羽場獅子塚古墳 はばししづかこふん 上溝 前方後方墳 残存 85-1 前方部削平　一部発掘調査済
709 松尾 妙前1号古墳 みょうぜん1ごうこふん 上溝 円墳 残存 85-1 発掘調査済
710 松尾 妙前2号古墳 みょうぜん2ごうこふん 上溝 円墳 残存 85-1

711 松尾 妙前大塚古墳 みょうぜんおおつかこふん 新井 円墳 残存 85-1 一部学術発掘調査済
712 松尾 妙前4号古墳 みょうぜん4ごうこふん 新井 円墳 残存 85-1

713 松尾 妙前5号古墳 みょうぜん5ごうこふん 新井 円墳 残存 85-1

714 松尾 妙前6号古墳 みょうぜん6ごうこふん 新井 円墳 残存 85-1

715 松尾 妙前7号古墳 みょうぜん7ごうこふん 新井 円墳 残存 85-1

716 松尾 妙前8号古墳 みょうぜん8ごうこふん 新井 円墳 残存 85-1

717 松尾 妙前9号古墳 みょうぜん9ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1

718 松尾 妙前10号古墳 みょうぜん10ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1

719 松尾 妙前11号古墳 みょうぜん11ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1 　
720 松尾 妙前12号古墳 みょうぜん12ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1

721 松尾 妙前13号古墳 みょうぜん13ごうこふん 新井 円墳 消滅 85-1

722 松尾 妙前14号古墳 みょうぜん14ごうこふん 新井 円墳 消滅 85-1

723 松尾 妙前15号古墳 みょうぜん15ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1

724 松尾 大石1号古墳 おおいし1ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1

725 松尾 大石2号古墳 おおいし2ごうこふん 新井 円墳 削平 85-1

726 松尾 水佐代獅子塚古墳 みさじろししづかこふん 水城 前方後円墳 残存 85-1 国史跡・市史跡　一部発掘調査済
727 松尾 水佐代2号古墳 みさじろ2ごうこふん 水城 円墳 削平 85-1

728 松尾 羽場下古墳 はばしたこふん 水城 円墳 削平 85-1

729 松尾 狐の森古墳 きつねのもりこふん 水城 円墳 削平 85-1

730 松尾 清見寺古墳 せいけんじこふん 城 円墳 削平 85-3

731 松尾 下ノ宮１号古墳 しものみや1ごうこふん 城 円墳 削平 85-3

732 松尾 下ノ宮２号古墳 しものみや2ごうこふん 城 円墳 削平 85-3

733 松尾 八幡山古墳 やわたやまこふん 八幡町 帆立貝 残存 84-4

734 松尾 八幡町古墳 やわたまちこふん 八幡町 円墳 消滅 85-3

735 松尾 降松古墳 くだりまつこふん 代田 円墳 削平 84-4 

736 松尾 代田獅子塚古墳 しろたししづかこふん 代田 前方後方墳 残存 85-3

737 松尾 代田2号古墳 しろた2ごうこふん 代田 円墳 削平 85-3 

738 松尾 照月庵古墳 しょうげつあんこふん 毛賀 円墳 削平 85-3

739 松尾 上毛賀2号古墳 かみけが2ごうこふん 毛賀 円墳 削平 84-4 

740 松尾 下毛賀1号古墳 しもけが1ごうこふん 毛賀 円墳 消滅 85-3 

741 松尾 下毛賀2号古墳 しもけが2ごうこふん 毛賀 円墳 消滅 85-3 



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
742 松尾 下毛賀3号古墳 しもけが3ごうこふん 毛賀 円墳 削平 85-3

743 松尾 下毛賀4号古墳 しもけが4ごうこふん 毛賀 円墳 削平 85-3 

744 松尾 下毛賀5号古墳 しもけが5ごうこふん 毛賀 円墳 削平 85-3

745 松尾 下毛賀6号古墳 しもけが6ごうこふん 毛賀 円墳 削平 95-1 

746 松尾 下毛賀7号古墳 しもけが7ごうこふん 毛賀 円墳 削平 95-1 

747 松尾 大菩薩森古墳 だいぼさつもりこふん 毛賀 円墳 削平 85-3 

748 松尾 張原古墳 はりばらこふん 毛賀 円墳 消滅 95-1 

749 松尾 古城古墳 ふるじょうこふん 代田 円墳 削平 84-4 

750 竜丘 境界山古墳 けいかいざんこふん 駄科 円墳 消滅 94-2

751 竜丘 松ヶ崎古墳 まつがさきこふん 駄科 円墳 削平 94-2

752 竜丘 寺前古墳 てらまえこふん 駄科 円墳 削平 94-2

753 竜丘 引廻し古墳 ひんまわしこふん 駄科 円墳 削平 94-2

754 竜丘 日影山平古墳 ひかげやまたいらこふん 駄科 円墳 削平 94-2

755 竜丘 御所山古墳 ごしょやまこふん 駄科 円墳 残存 94-2

756 竜丘 念地山1号古墳 ねんちやま1ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2

757 竜丘 念地山2号古墳 ねんちやま2ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2

758 竜丘 前林古墳 まえばやしこふん 駄科 円墳 削平 94-2

759 竜丘 平塚古墳 ひらづかこふん 駄科 円墳 削平 94-2

760 竜丘 池田古墳 いけだこふん 駄科 円墳 削平 94-2

761 竜丘 駄科塚田古墳 だしなつかだこふん 駄科 円墳 削平 94-2

762 竜丘 塚越1号古墳 つかのごし1ごうこふん 駄科 前方後円墳 残存 94-2

763 竜丘 塚越2号古墳 つかのごし2ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2

764 竜丘 井間古墳 いまこふん 駄科 円墳 削平 94-2

765 竜丘 番匠塚古墳 ばんしょうづかこふん 駄科 円墳 残存 94-2

766 竜丘 ヒエ田古墳 ひえだこふん 駄科 円墳 削平 94-2

767 竜丘 丸畝町古墳 まるぜまちこふん 駄科 円墳 削平 94-2

768 竜丘 丸塚古墳 まるづかこふん 駄科 円墳 削平 95-1

769 竜丘 樋ノ口古墳 といのくちこふん 駄科 円墳 削平 94-2

770 竜丘 安宅1号古墳 あだか1ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2

771 竜丘 安宅2号古墳 あだか2ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2

772 竜丘 安宅3号古墳 あだか3ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
773 竜丘 トヤ田古墳 とやだこふん 駄科 円墳 削平 94-2

774 竜丘 権現堂1号古墳 ごんげんどう1ごうこふん 駄科 前方後円墳 残存 94-2

775 竜丘 権現堂2号古墳 ごんげんどう2ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
776 竜丘 井ゾエ1号古墳 いぞえ1ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
777 竜丘 井ゾエ2号古墳 いぞえ2ごうこふん 駄科 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
778 竜丘 ツカノコシ古墳 つかのこしこふん 駄科 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
779 竜丘 神送塚古墳 かみおくりづかこふん 駄科 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
780 竜丘 原古墳 はらこふん 長野原 円墳 削平 94-2

781 竜丘 ゲンチャウナギ1号古墳 げんちゃうなぎ1ごうこふん 長野原 円墳 削平 94-2

782 竜丘 ゲンチャウナギ2号古墳 げんちゃうなぎ2ごうこふん 長野原 円墳 残存 94-2

783 竜丘 御殿塚古墳 ごてんづかこふん 長野原 円墳 削平 94-2

784 竜丘 中井田西古墳 なかいだにしこふん 長野原 円墳 削平 94-2

785 竜丘 中井田1号古墳 なかいだ1ごうこふん 長野原 円墳 削平 94-2 一部発掘調査済
786 竜丘 中井田2号古墳 なかいだ2ごうこふん 長野原 円墳 残存 94-2

787 竜丘 西羽場古墳 にしはばこふん 長野原 円墳 削平 94-2

788 竜丘 西原古墳 にしはらこふん 長野原 円墳 削平 94-4

789 竜丘 長野原二ツ塚1号古墳 ながのはらふたつづか1ごうこふん長野原 円墳 残存 94-4



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
790 竜丘 長野原二ツ塚2号古墳 ながのはらふたつづか2ごうこふん長野原 円墳 残存 94-4

791 竜丘 猿楽塚古墳 さるがくづかこふん 長野原 円墳 削平 94-4

792 竜丘 藤塚1号古墳 ふじつか1ごうこふん 長野原 円墳 削平 94-4

793 竜丘 藤塚2号古墳 ふじつか2ごうこふん 時又 円墳 削平 94-4

794 竜丘 福宮1号古墳 ふくみや1ごうこふん 長野原 円墳 削平 94-4

795 竜丘 福宮2号古墳 ふくみや2ごうこふん 長野原 円墳 削平 94-4

796 竜丘 持田古墳 もちだこふん 時又 円墳 削平 94-4

797 竜丘 大座1号古墳 たいざ1ごうこふん 時又 円墳 削平 94-4

798 竜丘 大座2号古墳 たいざ2ごうこふん 時又 円墳 消滅 94-4 発掘調査済、横穴式石室移転復元
799 竜丘 安城垣外古墳 あんじょうがいとこふん 時又 円墳 削平 94-4

800 竜丘 下原1号古墳 しもはら1ごうこふん 時又 円墳 残存 94-4

801 竜丘 下原2号古墳 しもはら2ごうこふん 時又 円墳 削平 94-4

802 竜丘 泥抜古墳 どろぬきこふん 桐林 円墳 削平 94-2

803 竜丘 桐林塚田古墳 きりばやしつかだこふん 桐林 円墳 削平 94-2

804 竜丘 北羽場1号古墳 きたはば1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

805 竜丘 北羽場2号古墳 きたはば2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

806 竜丘 北羽場3号古墳 きたはば3ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

807 竜丘 久保在家1号古墳 くぼざいけ1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

808 竜丘 久保在家2号古墳 くぼざいけ2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

809 竜丘 久保尻1号古墳 くぼじり1ごうこふん 桐林 円墳 消滅 94-2

810 竜丘 久保尻2号古墳 くぼじり2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

811 竜丘 久保尻幸神古墳 くぼじりこうじんこふん 桐林 円墳 削平 94-2

812 竜丘 高見古墳 たかみこふん 桐林 円墳 削平 94-2

813 竜丘 田中古墳 たなかこふん 桐林 円墳 削平 94-2

814 竜丘 公文所古墳 くもんじょこふん 桐林 円墳 削平 94-2

815 竜丘 中屋1号古墳 なかや1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

816 竜丘 中屋2号古墳 なかや2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

817 竜丘 前ノ原1号古墳 まえのはら1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

818 竜丘 前ノ原2号古墳 まえのはら2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2

819 竜丘 前ノ原3号古墳 まえのはら3ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-2・94-4
820 竜丘 前ノ原4号古墳 まえのはら4ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

821 竜丘 前ノ原5号古墳 まえのはら5ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

822 竜丘 前ノ原6号古墳 まえのはら6ごうこふん 桐林 円墳 残存 94-4

823 竜丘 尾畑古墳 おばたこふん 桐林 円墳 削平 94-4

824 竜丘 坊主新田1号古墳 ぼうずしんでん1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

825 竜丘 坊主新田2号古墳 ぼうずしんでん2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

826 竜丘 中屋畑古墳 なかやばたこふん 桐林 円墳 削平 94-4

827 竜丘 庵ノ塚1号古墳 いおりのつか1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

828 竜丘 庵ノ塚2号古墳 いおりのつか2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

829 竜丘 桐林丸山古墳 きりばやしまるやまこふん 桐林 前方後円墳 残存 94-4

830 竜丘 梶垣外古墳 かじがいとこふん 桐林 円墳 削平 94-4

831 竜丘 宝下古墳 ほうげこふん 桐林 円墳 削平 94-4

832 竜丘 桐林大塚古墳 きりばやしおおつかこふん 桐林 前方後円墳 残存 94-4 国史跡
833 竜丘 兼清塚古墳 けんせいづかこふん 桐林 前方後円墳 残存 94-4

834 竜丘 念仏塚古墳 ねんぶつづかこふん 桐林 円墳 削平 94-4

835 竜丘 小池古墳 こいけこふん 桐林 円墳 削平 94-4

836 竜丘 塚古墳 つかこふん 桐林 円墳 削平 94-4

837 竜丘 殿垣外1号古墳 とのがいと1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
838 竜丘 殿垣外2号古墳 とのがいと2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

839 竜丘 殿垣外3号古墳 とのがいと3ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

840 竜丘 殿垣外4号古墳 とのがいと4ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

841 竜丘 殿垣外5号古墳 とのがいと5ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

842 竜丘 横前古墳 よこまえこふん 桐林 円墳 削平 94-4

843 竜丘 蒜田古墳 びるたこふん 桐林 方墳 残存 94-3 一部発掘調査済
844 竜丘 中原1号古墳 なかはら1ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

845 竜丘 中原2号古墳 なかはら2ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-3

846 竜丘 塚原二子塚古墳 つかばらふたごづかこふん 桐林 前方後円墳 残存 94-4 国史跡、一部発掘調査済
847 竜丘 内山塚古墳 うちやまづかこふん 桐林 円墳 残存 94-4

848 竜丘 塚原3号古墳 つかばら3ごうこふん 桐林 帆立貝 残存 94-4

849 竜丘 鏡塚古墳 かがみづかこふん 桐林 帆立貝 残存 94-4 国史跡、一部発掘調査済
850 竜丘 鎧塚古墳 よろいづかこふん 桐林 帆立貝 残存 94-4 国史跡
851 竜丘 塚原6号古墳 つかばら6ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

852 竜丘 塚原7号古墳 つかばら7ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

853 竜丘 塚原8号古墳 つかばら8ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

854 竜丘 塚原9号古墳 つかばら9ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

855 竜丘 塚原黄金塚古墳 つかばらこがねづかこふん 桐林 円墳 残存 94-4

856 竜丘 塚原11号古墳 つかばら11ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

857 竜丘 塚原12号古墳 つかばら12ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

858 竜丘 塚原13号古墳 つかばら13ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

859 竜丘 塚原14号古墳 つかばら14ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

860 竜丘 塚原15号古墳 つかばら15ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

861 竜丘 塚原16号古墳 つかばら16ごうこふん 桐林 円墳 削平 94-4

862 竜丘 金山二子塚古墳 かなやまふたごづかこふん 上川路 前方後円墳 残存 94-4

863 竜丘 金山2号古墳 かなやま2ごうこふん 上川路 円墳 残存 94-4

864 竜丘 金山3号古墳 かなやま3ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-4

865 竜丘 かりん塚古墳 かりんづかこふん 上川路 円墳 削平 94-4

866 竜丘 金山5号古墳 かなやま5ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-4

867 竜丘 金山6号古墳 かなやま6ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-4

868 竜丘 甚兵衛塚古墳 じんべいづかこふん 上川路 円墳 削平 94-4

869 竜丘 金山8号古墳 かなやま8ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-4

870 竜丘 金山9号古墳 かなやま9ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-4

871 竜丘 伝平城古墳 でんぺいじょうこふん 上川路 円墳 削平 94-3

872 竜丘 天伯古墳 てんぱくこふん 上川路 円墳 削平 94-3

873 竜丘 宮ノ脇1号古墳 みやのわき1ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-3

874 竜丘 宮ノ脇2号古墳 みやのわき2ごうこふん 上川路 円墳 残存 94-3

875 竜丘 馬背塚古墳 ませづかこふん 上川路 前方後円墳 残存 94-3 国史跡
876 竜丘 上の坊2号古墳 かみのぼう2ごうこふん 上川路 円墳 残存 94-3

877 竜丘 上川路新屋敷古墳 かみかわじあらやしきこふん 上川路 円墳 削平 94-3

878 竜丘 町並古墳 まちなみこふん 上川路 円墳 削平 94-3

879 竜丘 塚前古墳 つかまえこふん 上川路 円墳 削平 94-3

880 竜丘 御猿堂古墳 おさるどうこふん 上川路 前方後円墳 残存 94-3 国史跡
881 竜丘 西2号古墳 にし2ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-3

882 竜丘 鳥居塚古墳 とりいづかこふん 上川路 円墳 削平 94-3

883 竜丘 権現1号古墳 ごんげん1ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-3

884 竜丘 権現2号古墳 ごんげん2ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-3

885 竜丘 権現塚古墳 ごんげんづかこふん 上川路 円墳 残存 94-3



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
886 竜丘 権現4号古墳 ごんげん4ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-3

887 竜丘 権現5号古墳 ごんげん5ごうこふん 上川路 円墳 削平 94-3 一部発掘調査済
888 竜丘 下高野古墳 しもたかのこふん 上川路 円墳 削平 94-3

889 竜丘 ギヨン田古墳 ぎよんだこふん 上川路 円墳 削平 94-3

890 竜丘 開善寺境内古墳 かいぜんじけいだいこふん 上川路 円墳 削平 94-3

891 伊賀良 北方北の原1号古墳 きたかたきたのはら1ごうこふん 北方 円墳 削平 74-3

892 伊賀良 北方北の原2号古墳 きたかたきたのはら2ごうこふん 北方 円墳 削平 74-3

893 伊賀良 北方北の原3号古墳 きたかたきたのはら3ごうこふん 北方 円墳 削平 74-3

894 伊賀良 北方北の原4号古墳 きたかたきたのはら4ごうこふん 北方 円墳 削平 74-3

895 伊賀良 真慶寺古墳 しんけいじこふん 北方 円墳 削平 73-4

896 伊賀良 北の平古墳 きたのたいらこふん 北方 円墳 削平 84-1

897 伊賀良 笛吹1号古墳 ふえふき1ごうこふん 北方 円墳 削平 84-1

898 伊賀良 笛吹2号古墳 ふえふき2ごうこふん 北方 円墳 削平 84-1

899 伊賀良 笛吹3号古墳 ふえふき3ごうこふん 北方 円墳 消滅 84-1

900 伊賀良 笛吹4号古墳 ふえふき4ごうこふん 北方 円墳 削平 84-1

901 伊賀良 南方1号古墳 みなみがた1ごうこふん 北方 円墳 削平 84-1

902 伊賀良 南方2号古墳 みなみがた2ごうこふん 北方 円墳 削平 84-1

903 伊賀良 在京原1号古墳 ざいきょうばら1ごうこふん 北方 円墳 削平 73-4

904 伊賀良 在京原2号古墳 ざいきょうばら2ごうこふん 北方 円墳 削平 73-4

905 伊賀良 在京原3号古墳 ざいきょうばら3ごうこふん 北方 円墳 削平 73-4

906 伊賀良 彌平塚古墳 やだいらづかこふん 北方 円墳 削平 83-2

907 伊賀良 北方二ツ塚1号古墳 きたかたふたつづか1ごうこふん 北方 円墳 削平 83-2

908 伊賀良 北方二ツ塚2号古墳 きたかたふたつづか2ごうこふん 北方 円墳 削平 83-2

909 伊賀良 文吾林1号古墳 ぶんごばやし1ごうこふん 北方 円墳 削平 83-2

910 伊賀良 文吾林2号古墳 ぶんごばやし2ごうこふん 北方 円墳 削平 83-2

911 伊賀良 梅ヶ久保古墳 うめがくぼこふん 大瀬木 円墳 削平 83-2

912 伊賀良 大瀬木西の原古墳 おおせぎにしのはらこふん 大瀬木 円墳 削平 83-2

913 伊賀良 茶釜塚古墳 ちゃがまづかこふん 大瀬木 円墳 削平 83-4

914 伊賀良 銀の塚古墳 しろがねのつかこふん 大瀬木 円墳 削平 83-4

915 伊賀良 富士塚古墳 ふじづかこふん 大瀬木 円墳 削平 83-4

916 伊賀良 市場屋敷古墳 いちばやしきこふん 上殿岡 円墳 削平 84-1

917 伊賀良 北村古墳 きたむらこふん 下殿岡 円墳 削平 84-3

918 伊賀良 公文所前1号古墳 くもんじょまえ1ごうこふん 下殿岡 円墳 残存 84-3

919 伊賀良 公文所前2号古墳 くもんじょまえ2ごうこふん 下殿岡 円墳 削平 84-3

920 伊賀良 殿岡狐塚古墳 とのおかきつねづかこふん 下殿岡 円墳 消滅 84-3

921 伊賀良 殿岡大塚古墳 とのおかおおつかこふん 下殿岡 円墳 削平 84-4

922 伊賀良 日陰前古墳 ひかげまえこふん 三日市場 円墳 削平 84-3

923 伊賀良 丸山1号古墳 まるやま1ごうこふん 三日市場 円墳 削平 84-3

924 伊賀良 丸山2号古墳 まるやま2ごうこふん 三日市場 円墳 残存 84-3

925 伊賀良 よ志原古墳 よしばらこふん 中村 円墳 削平 83-4

926 伊賀良 樋明古墳 ひあけこふん 中村 円墳 消滅 83-4 発掘調査済
927 伊賀良 蓬塚古墳 おうづかこふん 中村 円墳 削平 93-2

928 伊賀良 上の原古墳 うえのはらこふん 中村 円墳 削平 93-2

929 伊賀良 中村狐塚古墳 なかむらきつねづかこふん 中村 円墳 削平 83-4

930 伊賀良 寺畑古墳 てらはたこふん 中村 円墳 削平 83-4

931 伊賀良 宮原1号古墳 みやはら1ごうこふん 中村 円墳 削平 83-4

932 伊賀良 宮原2号古墳 みやはら2ごうこふん 中村 円墳 削平 83-4

933 伊賀良 大名塚古墳 だいみょうづかこふん 中村 円墳 残存 83-4



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
934 伊賀良 権現原1号古墳 ごんげんばら1ごうこふん 中村 円墳 削平 94-1

935 伊賀良 権現原2号古墳 ごんげんばら2ごうこふん 中村 円墳 残存 94-1

936 伊賀良 権現原3号古墳 ごんげんばら3ごうこふん 中村 円墳 削平 94-1

937 伊賀良 塚本古墳 つかもとこふん 中村 円墳 消滅 94-1

938 伊賀良 中村大畑古墳 なかむらおおはたこふん 中村 円墳 残存 94-1

939 伊賀良 一ツ塚古墳 ひとつづかこふん 中村 円墳 残存 94-1

940 山本 狐塚古墳 きつねづかこふん 山本 円墳 残存 93-1

941 山本 金掘塚古墳 かなほりづかこふん 山本 円墳 削平 93-1

942 山本 石子原古墳 いしこばらこふん 山本 円墳 消滅 93-3 発掘調査済
943 山本 もりの塚古墳 もりのづかこふん 竹佐 円墳 残存 93-1

944 山本 塚のこし古墳 つかのこしこふん 竹佐 円墳 削平 93-3

945 山本 ミヤシタ古墳 みやしたこふん 竹佐 円墳 削平 93-2

946 山本 塚本古墳 つかもとこふん 久米 円墳 残存 93-2

947 山本 馬場古墳 ばばこふん 久米 円墳 削平 93-2

948 山本 小山塚古墳 こやまづかこふん 久米 円墳 残存 93-2

949 山本 西久保古墳 にしくぼこふん 久米 円墳 残存 93-4

950 山本 大洞1号古墳 おおほら1ごうこふん 久米 円墳 残存 03-1

951 山本 大洞2号古墳 おおほら2ごうこふん 久米 円墳 残存 03-1

952 三穂 東照坊1号古墳 とうしょうぼう1ごうこふん 立石 円墳 残存 03-4

953 三穂 東照坊2号古墳 とうしょうぼう2ごうこふん 立石 円墳 削平 03-4

954 三穂 山中古墳 やまなかこふん 立石 円墳 残存 03-4

955 三穂 後畑古墳 うしろばたこふん 立石 円墳 削平 03-4

956 三穂 甲賀塚古墳 こうがづかこふん 立石 円墳 残存 13-2

957 三穂 新道平1号古墳 しんどうだいら1ごうこふん 下瀬 円墳 削平 03-4

958 三穂 新道平2号古墳 しんどうだいら2ごうこふん 下瀬 円墳 削平 03-4

959 三穂 前田古墳 まえだこふん 伊豆木 円墳 削平 03-2

960 三穂 権田垣外古墳 ごんだがいとこふん 伊豆木 円墳 削平 03-2

961 三穂 山伏塚古墳 やまぶしづかこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

962 三穂 坊主塚ヶ洞1号古墳 ぼうずつかがほら1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

963 三穂 坊主塚ヶ洞2号古墳 ぼうずつかがほら2ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 03-2

964 三穂 家の裏1号古墳 いえのうら1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

965 三穂 家の裏2号古墳 いえのうら2ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

966 三穂 向田古墳 むかえだこふん 伊豆木 円墳 削平 03-2

967 三穂 竹ノ上古墳 たけのうえこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

968 三穂 宮づる根1号古墳 みやづるね1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

969 三穂 宮づる根2号古墳 みやづるね2ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 03-2・03-4
970 三穂 宮づる根3号古墳 みやづるね3ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-2

971 三穂 中林1号古墳 なかばやし1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

972 三穂 中林2号古墳 なかばやし2ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

973 三穂 中林3号古墳 なかばやし3ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

974 三穂 島垣外古墳 しまがいとこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

975 三穂 狐塚古墳 きつねづかこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

976 三穂 唐沢1号古墳 からさわ1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

977 三穂 唐沢2号古墳 からさわ2ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

978 三穂 唐沢3号古墳 からさわ3ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

979 三穂 伊豆木南古墳 いずきみなみこふん 伊豆木 円墳 残存 03-4

980 三穂 別曽原古墳 べっそはらこふん 伊豆木 円墳 削平 03-4

981 三穂 矢平1号古墳 やだいら1ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-3



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
982 三穂 矢平2号古墳 やだいら2ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-3

983 三穂 塚山古墳 つかやまこふん 伊豆木 円墳 削平 04-3

984 三穂 石原田古墳 いしはらだこふん 伊豆木 円墳 残存 04-3

985 三穂 入道洞1号古墳 にゅうどうぼら1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 04-1

986 三穂 入道洞2号古墳 にゅうどうぼら2ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 04-1

987 三穂 入道洞3号古墳 にゅうどうぼら3ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 04-1

988 三穂 高松1号古墳 たかまつ1ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 04-1

989 三穂 高松2号古墳 たかまつ2ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-1

990 三穂 高松3号古墳 たかまつ3ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-1

991 三穂 高松4号古墳 たかまつ4ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-1

992 三穂 高松5号古墳 たかまつ5ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-1・04-3
993 三穂 高松6号古墳 たかまつ6ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-1

994 三穂 高松7号古墳 たかまつ7ごうこふん 伊豆木 円墳 削平 04-3

995 三穂 高松8号古墳 たかまつ8ごうこふん 伊豆木 円墳 残存 04-3

996 川路 花御所1号古墳 はなごしょ1ごうこふん 川路 円墳 残存 94-3

997 川路 花御所2号古墳 はなごしょ2ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

998 川路 花御所3号古墳 はなごしょ3ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

999 川路 花御所4号古墳 はなごしょ4ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1000 川路 花御所5号古墳 はなごしょ5ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1001 川路 花御所6号古墳 はなごしょ6ごうこふん 川路 円墳 残存 94-3

1002 川路 花御所7号古墳 はなごしょ7ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1003 川路 花御所8号古墳 はなごしょ8ごうこふん 川路 円墳 残存 94-3

1004 川路 花御所9号古墳 はなごしょ9ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1005 川路 花御所10号古墳 はなごしょ10ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1006 川路 花御所11号古墳 はなごしょ11ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1007 川路 花御所12号古墳 はなごしょ12ごうこふん 川路 円墳 残存 94-3

1008 川路 花御所13号古墳 はなごしょ13ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1009 川路 琴原古墳 ほとはらこふん 川路 円墳 削平 94-3

1010 川路 明殿脇1号古墳 みょうとのわき1ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1011 川路 明殿脇2号古墳 みょうとのわき2ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1012 川路 明殿脇3号古墳 みょうとのわき3ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1013 川路 今洞1号古墳 いまぼら1ごうこふん 川路 円墳 削平 94-3

1014 川路 今洞2号古墳 いまぼら2ごうこふん 川路 円墳 残存 04-1

1015 川路 今洞3号古墳 いまぼら3ごうこふん 川路 円墳 残存 04-1

1016 川路 今洞4号古墳 いまぼら4ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1017 川路 今洞5号古墳 いまぼら5ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1018 川路 今洞6号古墳 いまぼら6ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1019 川路 坂裾塚古墳 さかすそづかこふん 川路 円墳 削平 04-1

1020 川路 岩本塚古墳 いわもとづかこふん 川路 円墳 残存 04-1

1021 川路 久保田1号古墳 くぼた1ごうこふん 川路 前方後円墳 残存 04-1 一部発掘調査済
1022 川路 久保田2号古墳 くぼた2ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1023 川路 燄魔王塚古墳 えんまおうづかこふん 川路 円墳 削平 94-3 一部発掘調査済
1024 川路 御射山原1号古墳 みさやまはら1ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1025 川路 御射山原2号古墳 みさやまはら2ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1026 川路 下辻古墳 したつじこふん 川路 円墳 残存 04-1

1027 川路 下辻垣外古墳 したつじがいとこふん 川路 円墳 削平 04-1

1028 川路 辻垣外1号古墳 つじがいと1ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1

1029 川路 辻垣外2号古墳 つじがいと2ごうこふん 川路 円墳 削平 04-1



古墳
番号 地区 遺跡名 ふりがな 所在地 形 現況 図番号 備考
1030 川路 川路丸山古墳 かわじまるやまこふん 川路 円墳 削平 04-1

1031 川路 殿村1号古墳 とのむら1ごうふん 川路 円墳 削平 04-1

1032 川路 殿村2号古墳 とのむら2ごうふん 川路 円墳 削平 04-1

1033 川路 大荒神の塚古墳 おおこうじんのつかこふん 川路 円墳 残存 04-1 一部発掘調査済
1034 川路 下井戸古墳 しもいどこふん 川路 円墳 削平 04-1

1035 川路 月の木1号古墳 つきのき1ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1036 川路 月の木2号古墳 つきのき2ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1037 川路 月の木3号古墳 つきのき3ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1038 川路 月の木4号古墳 つきのき4ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1039 川路 月の木5号古墳 つきのき5ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1040 川路 月の木6号古墳 つきのき6ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1041 川路 月の木7号古墳 つきのき7ごうこふん 川路 円墳 消滅 04-1 発掘調査済
1042 川路 八王子塚古墳 はちおうじづかこふん 川路 円墳 削平 04-3

1043 川路 庚申塚古墳 こうしんづかこふん 川路 円墳 削平 04-3

1044 下久堅 ハチマン古墳 はちまんこふん 下虎岩 円墳 削平 85-4

1045 下久堅 塚越古墳 つかごしこふん 下虎岩 円墳 削平 85-4

1046 下久堅 垣外田古墳 かいとだこふん 下虎岩 円墳 削平 85-4

1047 下久堅 番場古墳 ばんばこふん 下虎岩 円墳 削平 85-3

1048 下久堅 タカハシ古墳 たかはしこふん 下虎岩 円墳 削平 85-3

1049 下久堅 屋敷古墳 やしきこふん 下虎岩 円墳 削平 95-1

1050 下久堅 中島古墳 なかじまこふん 下虎岩 円墳 削平 95-1

1051 下久堅 神殿古墳 じんでんこふん 下虎岩 円墳 削平 95-2

1052 下久堅 塚平古墳 つかだいらこふん 下虎岩 円墳 残存 95-1

1053 下久堅 島垣外古墳 しまがいとこふん 知久平 円墳 削平 95-1

1054 下久堅 赤坂古墳 あかさかこふん 知久平 円墳 削平 95-1

1055 下久堅 宮ノ背古墳 みやのせこふん 柿野沢 円墳 残存 95-3

1056 下久堅 塚穴洞古墳 つかあなほらこふん 小林 円墳 残存 95-3

1057 下久堅 下ノ平古墳 しものたいらこふん 南原 円墳 残存 95-3

1058 上久堅 塚穴1号古墳 つかあな1ごうこふん 中宮原 円墳 残存 95-4 一部発掘調査済
1059 上久堅 塚穴2号古墳 つかあな2ごうこふん 中宮原 円墳 残存 95-4 一部発掘調査済
1060 上久堅 鬼釜古墳 おにがまこふん 宮の原 円墳 削平 95-4 一部発掘調査済
1061 上久堅 杢前古墳 もくぜんこふん 上宮原 円墳 残存 96-3

1062 龍江 石原古墳 いしはらこふん 石原 円墳 残存 04-2

1063 龍江 ハンバ古墳 はんばこふん 石原 円墳 残存 04-2

1064 龍江 法花堂古墳 ほうかどうこふん 石原 円墳 削平 04-2

1065 龍江 羽入田原古墳 はにゅうだはらこふん 羽入田原 円墳 削平 04-2

1066 龍江 白根ヶ沢古墳 しらねがさわこふん 羽入田原 円墳 削平 04-2

1067 龍江 福沢古墳 ふくざわこふん 羽入田原 円墳 削平 04-4

1068 龍江 宮ノ平1号古墳 みやのたいら1ごうこふん 羽入田原 円墳 残存 04-4

1069 龍江 宮ノ平2号古墳 みやのたいら2ごうこふん 羽入田原 円墳 削平 04-4

1070 龍江 中原古墳 なかはらこふん 羽入田原 円墳 削平 04-4

1071 龍江 芦ノ口古墳 あしのくちこふん 羽入田原 円墳 削平 04-4

1072 千代 大屋敷古墳 おおやしきこふん 下村 円墳 削平 04-4



城跡・砦・烽火台跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 時期 所在地 図番号 備考 面積
1073 座光寺 北本城城跡 きたほんじょうじょうあと 中世 座光寺 65-3・75-1 一部発掘調査済 19.5

1074 座光寺 南本城城跡 みなみほんじょうじょうあと 中世 座光寺 75-1 14.3

1075 座光寺 浅間砦跡 せんげんとりであと 中世 座光寺 75-1 0.8

1076 上郷 見晴城城跡 みはらしじょうじょうあと 中世 黒田 74-4・75-3 一部発掘調査済 10.6

1077 上郷 飯沼城城跡 いいぬまじょうじょうあと 中世 飯沼 75-3 11.5

1078 上郷 古城城跡 ふるじょうじょうあと 中世 飯沼 75-3 1.2

1079 上郷 姫宮城城跡 ひめみやじょうじょうあと 中世 黒田 64-4　 2.5

1080 旧市 飯田城城跡 いいだじょうじょうあと 中世・近世 橋南 74-4・84-2 一部発掘調査済 21.0

1081 旧市 愛宕城城跡 あたごじょうじょうあと 中世 橋南 74-4 1.5

1082 旧市 今宮城山城城跡 いまみやじょうやまじょうじょうあと中世 東野 74-1・74-2 8.3

1083 旧市 虚空蔵砦跡 こくぞうとりであと 中世 羽場 64-3 2.8

1084 鼎 田中居館跡 たなかきょかんあと 中世 名古熊 84-2・84-4
1085 松尾 上の城城跡 うえのじょうじょうあと 中世 上溝 85-1 一部発掘調査済 2.3

1086 松尾 松尾城城跡 まつおじょうじょうあと 中世 代田 84-4 一部発掘調査済 19.0

1087 松尾 松尾城居館跡 まつおじょうきょかんあと 中世 城 85-3

1088 竜丘 鈴岡城城跡 すずおかじょうじょうあと 中世 駄科 84-4・94-2 一部発掘調査済 14.6

1089 伊賀良 桜山城城跡 さくらやまじょうじょうあと 中世 北方 73-4 3.9

1090 伊賀良 殿岡館跡 とのおかやかたあと 中世 上殿岡 84-1・84-3 1.3

1091 伊賀良 下の城城跡 しものじょうじょうあと 中世 三日市場 84-3 一部発掘調査済 11.6

1092 山本 茶臼ヶ城城跡 ちゃうすがじょうじょうあと 中世 山本 83-3 2.4

1093 山本 麦種城城跡 むぎたねじょうじょうあと 中世 山本 93-1 2.6

1094 山本 西平城城跡 にしだいらじょうじょうあと 中世 山本 92-2 6.4

1095 山本・三穂 久米ヶ城城跡 くめがじょうじょうあと 中世 竹佐・久米・箱川・伊豆木 93-4 8.3

1096 三穂 七々呼ばり烽火台跡 ななよばりのろしだいあと 中世 伊豆木 93-4 0.8

1097 三穂 荒城城跡 あらじょうじょうあと 中世 立石 03-4・13-2 0.5

1098 三穂 米山城城跡 よねやまじょうじょうあと 中世 立石 03-4 2.6

1099 三穂 甲賀氏居館跡 こうがしきょかんあと 中世 立石 13-2 2.8

1100 三穂 水晶山砦跡 すいしょうざんとりであと 中世 伊豆木・箱川 03-2 1.7

1101 三穂 伊豆木城城跡 いずきじょうじょうあと 中世 伊豆木 03-2・04-1 7.3

1102 三穂 夜明山砦跡 よあかしやまとりであと 中世 伊豆木・下瀬 04-3 0.7

1103 川路 川路城山城城跡 かわじじょうやまじょうじょうあと 中世 川路 04-1 6.3

1104 下久堅 北原城城跡 きたばらじょうじょうあと 中世 下虎岩 85-4 1.8

1105 下久堅 虎岩城城跡 とらいわじょうじょうあと 中世 下虎岩 85-3 1.9

1106 下久堅 小林城城跡 こばやしじょうじょうあと 中世 小林 95-3 1.7

1107 下久堅 知久平城城跡 ちくだいらじょうじょうあと 中世 知久平 95-1 一部発掘調査済 12.6

1108 上久堅 神之峰城城跡 かんのみねじょうじょうあと 中世 下平 95-4 11.7

1109 上久堅 小野子城城跡 おのごじょうじょうあと 中世 小野子 05-2・06-1 1.0

1110 上久堅 茶臼山城城跡 ちゃうすやまじょうじょうあと 中世 卯月山 06-3 0.7

1111 龍江 兎城城跡 とじょうじょうあと 中世 上城 94-4 1.2

1112 龍江 老ノ屋布城城跡 おいのやぶじょうじょうあと 中世 船渡 94-4 3.1

1113 龍江 龍江城山城城跡 たつえじょうやまじょうじょうあと 中世 池ノ平 04-2 0.5

1114 千代 鶯ヶ城城跡 うぐいすがじょうじょうあと 中世 下村 04-4 一部発掘調査済 3.0

1115 千代 城平城城跡 じょうだいらじょうじょうあと 中世 米川 15-4 1.7

1116 上村 程野城城跡 ほどのじょうじょうあと 中世 程野 08-3・08-4 1.8

1117 南信濃 中根城城跡 なかねじょうじょうあと 中世 木沢 37-4 1.8

1118 南信濃 木沢城城跡 きざわじょうじょうあと 中世 木沢 47-1 0.5

1119 南信濃 熊野城城跡 くまのじょうじょうあと 中世 木沢 47-2 1.4

1120 南信濃 盛平城城跡 もりだいらじょうじょうあと 中世 和田 47-3・57-1 1.0



城跡・砦・烽火台跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 時期 所在地 図番号 備考 面積
1121 南信濃 和田城城跡 わだじょうじょうあと 中世 和田 57-1 1.3

1122 南信濃 高平館跡 たかひらやかたあと 中世 和田 57-1 0.6

1123 南信濃 尾の島館跡 おのしまやかたあと 中世 和田 56-2 発掘調査済、消滅 0.4

1124 南信濃 十原館跡 とっぱらやかたあと 中世 和田 56-4 0.5

1125 南信濃 長山城城跡 ながやまじょうじょうあと 中世 和田 56-3・56-4 3.6

1126 南信濃 大町城城跡 おおまちじょうじょうあと 中世 和田 55-4・56-3・65-2 10.6

1127 南信濃 八重河内城城跡 やえごうちじょうじょうあと 中世 八重河内 57-3・67-1 1.4

1217 鼎 切石城城跡 きりいしじょうじょうあと 中世 切石 73-4 1.0

1218 伊賀良 坊主ヶ城城跡 ぼうずがじょうじょうあと 中世 大瀬木 82-2 0.9



寺院跡・居館跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 時期 所在地 図番号 備考
1128 座光寺 宋安院跡 そうあんいんあと 中世 座光寺 75-1

1129 旧市 正永寺跡 しょうえいじあと 近世 羽場 74-1

1130 松尾 御射山廃寺跡 みさやまはいじあと 奈良 毛賀 84-4 一部発掘調査済
1131 松尾 照月庵跡 しょうげつあんあと 中世 毛賀 85-3

1132 竜丘 前林廃寺跡 まえばやしはいじあと 奈良 桐林 94-2

1133 竜丘 上川路廃寺跡 かみかわじはいじあと 奈良 上川路 94-3 一部発掘調査済
1134 伊賀良 観音堂跡 かんのんどうあと 近世 北方 73-4 

1135 山本 北御堂跡 きたみどうあと 近世 山本 93-1

1136 山本 中御堂跡 なかみどうあと 近世 山本 93-1

1137 山本 大御堂跡 おおみどうあと 近世 山本 93-1

1138 山本 近藤氏居館跡 こんどうしきょかんあと 近世 山本 93-1

1139 山本 山本氏居館跡 やまもとしきょかんあと 近世 山本 93-1

1140 山本 竹佐陣屋跡 たけさじんやあと 近世 竹佐 93-1

1141 山本 光明寺坊跡 こうみょうじぼうあと 中世 久米 93-2 

1142 三穂 観音寺跡 かんのんじあと 中世 伊豆木 03-2

1143 三穂 近藤氏陣屋跡 こんどうしじんやあと 近世 立石 13-2

1144 上久堅 法心院跡 ほうしんいんあと 中世 下平 95-4 

1145 上久堅 坂尾寺跡 さかおでらあと 中世 下平 95-4 

1146 上久堅 新慶寺跡 しんけいじあと 中世 下平 95-4 

1147 上久堅 陽光寺跡 ようこうじあと 中世 下平 95-4 

1148 上久堅 光福寺跡 こうふくじあと 中世 下平 95-4 

1149 上久堅 普門院跡 ふもんいんあと 中世 中宮 95-4

1150 上久堅 龍源寺跡 りゅうげんじあと 中世・近世 中宮 95-4

1151 上久堅 旧興禅寺跡 きゅうこうぜんじあと 中世 中宮 95-4

1152 上久堅 重輪寺跡 じゅうりんじあと 中世 柏原 95-4

1153 上久堅 永福寺跡 えいふくじあと 中世 上平 96-3

1154 上久堅 旧玉川寺跡 きゅうぎょくせんじあと 中世 上平 96-3

1155 上久堅 黙禅寺跡 もくぜんじあと 中世 上平 96-3

1156 上久堅 是心寺跡 ぜしんじあと 中世 上平 96-3

1157 上久堅 古寺跡 こでらあと 中世 上平 96-3

1158 上久堅 八王寺跡 はちおうじあと 中世 越久保 96-3

1159 上久堅 山寺跡 やまでらあと 中世 越久保 06-1

1160 上久堅 小野寺跡 おのでらあと 中世 小野子 06-1

1161 上久堅 御経堂跡 みきょうどうあと 中世 堂平 05-2

1162 千代 川手氏居館跡 かわてしきょかんあと 中世 米川 15-4



窯跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 時期 所在地 図番号 備考
1163 座光寺 金井原瓦窯跡 かないばらかわらがまあと 奈良 上野 75-1 発掘調査済、消滅
1164 座光寺 上野瓦窯跡 うえのかわらがまあと 奈良 上野 75-1

1165 旧市 風越1号窯跡 かざこし1ごうかまあと 近世 大王寺 74-4 発掘調査済、消滅
1166 旧市 風越2号窯跡 かざこし2ごうかまあと 近世 大王寺 74-4 発掘調査済、消滅
1167 旧市 風越3号窯跡 かざこし3ごうかまあと 近世 大王寺 74-4 消滅
1168 旧市 谷川窯跡 たにがわかまあと 近世 東中央通 74-4 発掘調査済、消滅
1169 松尾 橘山窯跡 たちばなやまかまあと 近世～近代 毛賀 94-2 灰原発掘調査済
1170 伊賀良 朝臣窯跡 あっそかまあと 近世 中村 94-1 発掘調査済
1171 伊賀良 土師洞窯跡 かわらけぼらかまあと 平安 三日市場 94-1 発掘調査済
1172 竜丘 堤洞瓦窯跡 つつんぼらかわらかまあと 平安 桐林 94-2

1173 竜丘 馬捨洞窯跡 うますてぼらかまあと 平安 桐林 94-2

1174 竜丘 宮洞１号窯跡 みやぼら1ごうかまあと 奈良 桐林 94-1 発掘調査済
1175 竜丘 宮洞２号窯跡 みやぼら2ごうかまあと 平安 桐林 94-1 発掘調査済
1176 竜丘 宮洞３号窯跡 みやぼら3ごうかまあと 平安 桐林 94-1 発掘調査済、消滅
1177 竜丘 宮洞４号窯跡 みやぼら4ごうかまあと 平安 桐林 94-1

1178 竜丘 河内ヶ洞１号窯跡 かわちがほら1ごうかまあと 平安 桐林 94-1

1179 竜丘 河内ヶ洞２号窯跡 かわちがほら2ごうかまあと 平安 桐林 94-1

1180 竜丘 河内ヶ洞３号窯跡 かわちがほら3ごうかまあと 平安 桐林 94-1

1181 山本 久米窯跡 くめかまあと 近世 久米 93-2

1182 下久堅 富田窯跡 とみだかまあと 近世 下虎岩 85-4 発掘調査済、消滅
1183 龍江 荻の平窯跡 おぎのたいらかまあと 平安 龍江 05-1

1184 龍江 上の城窯跡 うえのじょうかまあと 平安 龍江 95-3

1185 龍江 上の城上１号窯跡 うえのじょううえ1ごうかまあと 平安 龍江 94-4 発掘調査済
1186 龍江 上の城上２号窯跡 うえのじょううえ2ごうかまあと 平安 龍江 94-4 発掘調査済
1187 龍江 御殿田窯跡 ごてんだかまあと 平安 龍江 04-2 灰原発掘調査済
1188 龍江 東窯跡 ひがしかまあと 近世 今田 04-2

1189 龍江 尾林古窯跡 おばやしこかまあと 近世 尾林 15-1 発掘調査済
1190 龍江 尾林１号窯跡 おばやし1ごうかまあと 近代 尾林 15-1

1191 龍江 尾林２号窯跡 おばやし2ごうかまあと 近代 尾林 15-1

1192 龍江 尾林３号窯跡 おばやし3ごうかまあと 近代 尾林 15-1



その他の遺跡
番号 地区 遺跡名 ふりがな 内容 時期 所在地 現況 図番号 備考
1193 座光寺 宮崎一里塚跡 みやざきいちりづかあと 一里塚 近世 座光寺 残存 65-3

1194 座光寺 明神塚 みょうじんづか 信仰壇 近世 座光寺 削平 75-2

1195 座光寺 死人塚 しにんづか 墓地 近世 座光寺 削平 65-3

1196 座光寺 元宮 もとみや 墓地 近世 座光寺 残存 75-2

1197 上郷 黒田一里塚跡 くろだいちりづかあと 一里塚 近世 黒田 削平 74-2

1198 旧市 杵が塚 きねがづか 墓地 近世 丸山 消滅 74-3

1199 鼎 稲井大塚 いないおおつか 信仰壇 近世 上山 残存 84-2

1200 鼎 西の塚 にしのつか 信仰壇 近世 名古熊 削平 84-4

1201 鼎 行人塚 ぎょうにんづか 信仰壇 近世 名古熊 残存 84-4

1202 鼎 地蔵堂塚 じぞうどうづか 信仰壇 近世 名古熊 残存 84-4

1203 竜丘 大畑浅間塚 おおばたせんげんづか 信仰壇 近世 上川路 残存 94-3

1204 伊賀良 経塚原１号塚 きょうづかばら1ごうつか 経塚 近世 三日市場 消滅 94-1 発掘調査済、移転復元
1205 伊賀良 経塚原２号塚 きょうづかばら2ごうつか 村境の塚 近世 三日市場 消滅 94-1 発掘調査済
1206 伊賀良 大瀬木富士塚 おおせぎふじづか 信仰壇 近世 大瀬木 削平 83-4

1207 伊賀良 下殿岡富士塚 しもとのおかふじづか 信仰壇 近世 殿岡 残存 84-3 

1208 山本 山本大塚 やまもとおおつか 墓地 中世 竹佐 残存 93-1 一部発掘調査済
1209 山本 久米経塚 くめきょうづか 経塚 中世 久米 残存 93-4

1210 山本 長塚 ながつか 信仰壇 近世 箱川 残存 03-2

1211 山本 キャラ塚 きゃらづか 信仰壇 近世 箱川 残存 93-4・03-2
1212 川路 川路一里塚 かわじいちりづか 一里塚 近世 川路 消滅 04-1

1213 下久堅 野田十三塚 のだじゅうさんづか 十三塚 中世 南原 残存 95-3 一部発掘調査済
1214 上久堅 明賀塚 みょうがづか 信仰壇 中世 上平 残存 95-4

1215 千代 黄金塚 こがねづか 墓地 中世 荻坪 残存 15-3

1216 南信濃 千人塚 せんにんづか 墓地 中世 和田 残存 56-2

1222 座光寺 座光寺の石川除 ざこうじのいしかわよけ 堤防 近世 座光寺 残存 75-2
県史跡（史跡範囲外に
遺跡範囲あり）



史跡・名勝
番号 地区 遺跡名 ふりがな 指定 時期 所在地 図番号 備考
① 座光寺 恒川官衙遺跡 ごんがかんがいせき 国史跡 古代 座光寺 75-2

② 座光寺 史跡　飯田古墳群（高岡第１号古墳)
しせきいいだこふんぐん　たかおかだいい
ちごうこふん

国史跡 古墳 座光寺 75-2

③ 座光寺 南本城城跡 みなみほんじょうじょうあと 県史跡 中世 座光寺 75-1

④ 座光寺 畦地1号古墳 あぜち1ごうこふん 市史跡 古墳 座光寺 75-2

⑤ 座光寺 座光寺の石川除 ざこうじのいしかわよけ 県史跡 近世 座光寺 75-2

⑥ 上郷 史跡　飯田古墳群（飯沼天神塚（雲彩寺）古墳）
しせきいいだこふんぐん　いいぬまてんじ
んづか（うんさいじ）こふん

国史跡 古墳 飯沼 75-3

⑦ 旧市 風越山白山社奥社境内地 かざこしやまはくさんしゃおくしゃけいだいち市史跡 風越山山頂 63-4

⑧ 松尾 松尾城城跡 まつおじょうじょうあと 県史跡 古墳 代田 84-4

⑨ 松尾 代田山狐塚古墳 しろたやまきつねづかこふん 県史跡 古墳 代田 84-4

⑩ 松尾 史跡　飯田古墳群（水佐代獅子塚古墳）
しせきいいだこふんぐん　みさじろししづ
かこふん

国史跡・市史跡古墳 水城 85-1

⑪ 松尾 史跡　飯田古墳群（御射山獅子塚古墳）
しせきいいだこふんぐん　みさやまししづ
かこふん

国史跡 古墳 久井 85-1

⑫ 竜丘 史跡　飯田古墳群（御猿堂古墳） しせきいいだこふんぐん　おさるどうこふん国史跡 古墳 上川路 94-3

⑬ 竜丘 史跡　飯田古墳群（馬背塚古墳 しせきいいだこふんぐん　ませづかこふん 国史跡 古墳 上川路 94-3

⑭ 竜丘 鈴岡城城跡 すずおかじょうじょうあと 県史跡 中世 駄科 84-4・94-2

⑮ 竜丘 史跡　飯田古墳群（塚原二子塚古墳）
しせきいいだこふんぐん　つかばらふたご
づかこふん

国史跡 古墳 桐林 94-4

⑯ 川路・龍江天龍峡 てんりゅうきょう 国名勝 川路・龍江 04-2・04-3・04-4
⑰ 下久堅 知久平城跡 ちくだいらじょうあと 市史跡 中世 知久平 95-1

⑱ 上久堅 神の峰城跡 かんのみねじょうあと 市史跡 中世 下平 95-4

⑲ 南信濃 青崩峠 あおくずれとうげ 市史跡 八重河内 青崩峠
⑳ 松尾 史跡　飯田古墳群（姫塚古墳） しせきいいだこふんぐん　ひめづかこふん 国史跡 古墳 上溝 85-1

㉑ 松尾 史跡　飯田古墳群（上溝天神塚古墳）
しせきいいだこふんぐん　　あげみぞてん
じんづかこふん

国史跡 古墳 上溝 85-1

㉒ 松尾 史跡　飯田古墳群（おかん塚古墳） しせきいいだこふんぐん　おかんづかこふ 国史跡 古墳 上溝 85-1

㉓ 竜丘 史跡　飯田古墳群（大塚古墳） しせきいいだこふんぐん　おおつかこふん 国史跡 古墳 桐林 94-4

㉔ 竜丘 史跡　飯田古墳群（鏡塚古墳） しせきいいだこふんぐん　かがみづかこふ 国史跡 古墳 桐林 94-4

㉕ 竜丘 史跡　飯田古墳群（鎧塚古墳） しせきいいだこふんぐん　よろいづかこふ 国史跡 古墳 桐林 94-4
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