
長野県松本市埋蔵文化財包蔵地一覧　　松本－1

番号 種　別 時　代 名　称 地　区 所　在　地
図

番号

1 集落 縄・平・中 堂田遺跡
ドウダイセキ 岡田 岡田伊深 3

2
集落・
その他
の墓

縄・古～中 塩辛遺跡
シオカライセキ 岡田 岡田伊深 3

3 集落 縄・中 矢作遺跡
ヤハギイセキ 岡田 岡田伊深（矢作） 3・7

4 集落 弥 向山遺跡
ムカイヤマイセキ 岡田 岡田町(向山) 7

5
集落･そ
の他の

墓
縄～中 岡田町遺跡

オカダマチイセキ 岡田 岡田町（中島） 3

6 集落 古・平・中 二反田遺跡
ニタンダイセキ 岡田 岡田町（二反田） 3

7
集落・
生産

古～中 下出口遺跡
シモデグチイセキ 岡田 岡田町（下出口） 3

8
集落･
生産

縄・古～平 岡田西裏遺跡
オカダニシウライセキ 岡田 岡田下岡田､岡田町 3・7

9
集落･
生産

弥・奈～中 岡田宮の前遺跡
オカダミヤノマエイセキ 岡田 岡田（宮の前） 7

10 集落 弥・平 岡田神社裏遺跡
オカダジンジャウライセキ 岡田 岡田下岡田 7

11 集落 平・中 岡田堀ノ内遺跡
オカダホリノウチイセキ 岡田 岡田下岡田（堀ノ内） 7

12 集落 平 岡田田中遺跡
オカダタナカイセキ 岡田 岡田下岡田（田中） 3・7

13 集落 縄・平 杵坂遺跡
キネサカイセキ 岡田 岡田下岡田 3

14 集落 縄・古～平 岡田松岡遺跡
オカダマツオカイセキ 岡田 岡田松岡 3・7

15 集落 古・平 松岡七日市場遺跡
マツオカナノカイチバイセキ 岡田 岡田松岡（七日市場） 3

16 集落 縄・古～平 トウコン原遺跡
トウコンバライセキ 岡田 岡田松岡（トウコン原） 7

17 集落 平 天神ノ木遺跡
テンジンノキイセキ 岡田 岡田下岡田 7

18 集落 奈・平 笠原遺跡
カサハライセキ 岡田 岡田下岡田（笠原） 7

19 集落 平 土田遺跡
ツチダイセキ 岡田 岡田下岡田（土田） 7

20 集落
旧・縄・古・
平 塩倉池遺跡

シオクライケイセキ 岡田 岡田下岡田 7

21 集落 平 御宝殿遺跡
ゴホウデンイセキ 岡田 岡田下岡田 7

22 集落 縄･奈･平 田溝遺跡
タミゾイセキ 岡田 岡田下岡田 7

23 古墳 古 岡田猫塚古墳
オカダネコヅカコフン 岡田 岡田下岡田（猫塚） 3

24 古墳 古 清水入り古墳
シミズイリコフン 岡田 岡田下岡田 7

25 古墳 古 矢崎1号古墳
ヤザキ１ゴウコフン 岡田 岡田下岡田 7

26 古墳 古 矢崎2号古墳
ヤザキ２ゴウコフン 岡田 岡田下岡田 7

27 古墳 古 矢崎3号古墳
ヤザキ３ゴウコフン 岡田 岡田下岡田 7

28 古墳 古 松岡古墳
マツオカコフン 岡田 岡田松岡 3

29 古墳 古 塚山1号古墳
ツカヤマ１ゴウコフン 岡田 岡田下岡田 7

30 城館 中 伊深城址
イブカジョウアト 岡田 岡田伊深 3・7

31 城館 中 小宮山城址
コミヤマジョウアト 岡田 岡田伊深 3

32 集落 縄 袴越遺跡
ハカマゴシイセキ 本郷 三才山 3

33 集落 弥・平 中の沢遺跡
ナカノサワイセキ 本郷 三才山 3

34 集落 縄 一ノ瀬遺跡
イチノセイセキ 本郷 三才山（一ノ瀬） 3

35 集落 縄 小寺尾遺跡
コテラオイセキ 本郷 三才山（小寺尾） 3

36 集落 縄・弥・平 芦の田池遺跡
アシノタイケイセキ 本郷 三才山（美鈴湖・芦の田） 3

37 集落 平 番場遺跡
バンバイセキ 本郷 三才山 3

38 集落 平 郷士ケ入遺跡
ゴウシガイリイセキ 本郷 三才山（カウジガ入） 3

39 集落 縄 秋宮前遺跡
アキミヤマエイセキ 本郷 三才山本村（宮ノ前） 3

40 集落 縄 三才山本村遺跡
ミサヤマホンムライセキ 本郷 三才山本村 3



長野県松本市埋蔵文化財包蔵地一覧　　松本－2

番号 種　別 時　代 名　称 地　区 所　在　地
図

番号

41 集落 縄 えげ遺跡
エゲイセキ 本郷 稲倉（和手） 3

42 集落 縄 稲倉鎮守遺跡
シナグラチンジュイセキ 本郷 稲倉（上道） 3

43 集落 縄・平 稲倉和田遺跡
シナグラワダイセキ 本郷 稲倉（和田） 3

44 集落 縄 稲倉桜田遺跡
シナグラサクラダイセキ 本郷 稲倉（桜田） 3

45 集落 縄 竹ノ上遺跡
タケノウエイセキ 本郷 洞（竹ノ上） 3

46 集落 縄 高山遺跡
タカヤマイセキ 本郷 洞（高山） 3

47 集落 縄・弥・平 栗和田遺跡
クリワダイセキ 本郷 洞（栗和田） 3

48 集落 縄 すまず池遺跡
スマズイケイセキ 本郷 洞（スマズ） 3

49 集落 古 新田原遺跡
シンデンバライセキ 本郷 三才山（新田原） 3

50 集落 縄・平 本郷高松遺跡
ホンゴウタカマツイセキ 本郷 三才山（高松） 3

51 集落 縄・弥・平 雨堤遺跡
アマヅツミイセキ 本郷 浅間温泉（雨堤） 3

52 集落 縄・平 古屋清水遺跡
フルヤシミズイセキ 本郷 原（小河清水） 3

53 集落 縄 洞塚田遺跡
ホラツカダイセキ 本郷 洞（塚田） 3

54 集落 縄 宮地遺跡
ミヤチイセキ 本郷 原（宮地） 3

55 集落 縄・奈・平 火渡し遺跡
ヒワタシイセキ 本郷・

岡田
洞（火渡し）・岡田町 3

56 集落 古～平 穴田前遺跡
アナダマエイセキ 本郷 原（穴田） 3

57 集落 奈～中 原畑遺跡
ハラバタケイセキ 本郷 原（原畑） 3

58 集落 奈～中 宮の上遺跡
ミヤノウエイセキ 本郷 原（宮の上） 3

59 集落 弥・古・平 原五反田遺跡
ハラゴタンダイセキ 本郷 原（五反田） 3

60 集落 縄・古 下屋敷遺跡
シモヤシキイセキ 本郷 原（五反田） 3

61 集落 縄 北の窪遺跡
キタノクボイセキ 本郷 原 3

62 集落 縄 根利尾遺跡
ネリオイセキ 本郷 原 3

63 集落 弥・古 鳥居前遺跡
トリイマエイセキ 本郷 浅間温泉3丁目（鳥居前） 3

64 集落 縄・古・平 本郷上高田遺跡
ホンゴウカミタカダイセキ 本郷 浅間温泉1丁目 3

65 集落 弥 大音寺遺跡
ダイオンジイセキ 本郷 浅間温泉3丁目（山田） 3

66 集落 縄・古 本郷高田遺跡
ホンゴウタカダイセキ 本郷 浅間温泉2丁目（高田） 3

67 集落 縄～古 水汲西原遺跡
ミズクマニシハライセキ 本郷 水汲 3

68 集落 縄･弥・奈･平 芝田遺跡
シバタイセキ 本郷 浅間温泉1丁目（柴田） 3

69 集落 縄･奈･平 柳田遺跡
ヤナギタイセキ 本郷 浅間温泉1丁目 3

70 集落 縄 新湯南裏遺跡
シンユミナミウライセキ 本郷 浅間温泉1丁目（新湯南裏) 3

71 集落 古・平 真観寺遺跡
シンカンジイセキ 本郷 浅間温泉 3

72 集落 古・平 飯治洞遺跡
イイジボライセキ 本郷 浅間温泉（飯治洞） 3

73 集落 弥～中 大村遺跡
オオムライセキ 本郷 大村、浅間温泉1丁目 3

74
集落･そ
の他の

墓
弥～中 大村古屋敷遺跡

オオムラフルヤシキイセキ 本郷 大村 3

75 集落 古～平 大輔原遺跡
タイホウバライセキ 本郷

南浅間（大村大ホウ）・元町3
丁目

3・4

76 集落 縄・平 大村立石遺跡
オオムラタテイシイセキ 本郷 大村 3・4

77 集落 弥～平 大村前田遺跡
オオムラマエダイセキ 本郷 大村（前田） 3・4

78 集落 縄･古・平 惣社遺跡
ソウザイセキ 本郷・

里山辺
惣社3丁目、里山辺（下金井） 4

79 集落 弥・古･平・中 宮北遺跡
ミヤキタイセキ 本郷・

里山辺
惣社1・2丁目、里山辺（下金
井）

4

80 集落 縄・平 横田遺跡
ヨコタイセキ 本郷 横田3丁目 4

81 集落 縄・弥 大村塚田遺跡
オオムラツカダイセキ 本郷 大村、横田3丁目 4
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82
集落･そ
の他の

墓
弥・古・平 横田古屋敷遺跡

ヨコタフルヤシキイセキ 本郷 横田1丁目、元町2丁目 4

83 古墳 古 高井入古墳
タカイノイリコフン 本郷 稲倉（和手） 3

84 古墳 古 山城古墳
ヤマシロコフン 本郷 洞（里畑） 3

85 古墳 古 高根塚古墳
タカネツカコフン 本郷 洞 3

86 古墳 古 洞塚田古墳
ホラツカダコフン 本郷 洞（塚田） 3

87 古墳 古 土取場古墳
ドトリバコフン 本郷 洞（塚田） 3

88 古墳 古 穴田古墳
アナダコフン 本郷 原（穴田） 3

89 古墳 古 本社峯古墳
ホンジャミネコフン 本郷 浅間温泉 3

90 古墳 古 茶臼山古墳
チャウスヤマコフン 本郷 浅間温泉（茶臼山） 3

91 古墳 古 西原古墳
ニシハラコフン 本郷 原（西原） 3

92 古墳 古 原下屋敷古墳
ハラシモヤシキコフン 本郷 原（屋敷添） 3

93 古墳 古 塚畑古墳
ツカバタコフン 本郷 原（五反田） 3

94 古墳 古 水汲1号古墳
ミズクマ１ゴウコフン 本郷 水汲（竹原） 3

95 古墳 古 水汲2号古墳
ミズクマ２ゴウコフン 本郷 水汲（西原） 3

96 古墳 古 水汲3号古墳
ミズクマ３ゴウコフン 本郷 水汲（西原） 3

97 古墳 古 水汲4号古墳
ミズクマ４ゴウコフン 本郷 水汲（タテ） 3

98 古墳 古 水汲5号古墳
ミズクマ５ゴウコフン 本郷 水汲（タテ） 3

99 古墳 古 大屋敷1号古墳
オオヤシキ１ゴウコフン 本郷 浅間温泉1丁目（大屋敷） 3

100 古墳 古 大屋敷2号古墳
オオヤシキ２ゴウコフン 本郷 浅間温泉1丁目（大屋敷） 3

101 古墳 古 横谷入古墳
ヨコヤイリコフン 本郷 浅間温泉3丁目（横谷入) 3

102 古墳 古 御殿山古墳
ゴテンヤマコフン 本郷 浅間温泉(横谷入古墳北) 3

103 古墳 古 桜ケ丘古墳
サクラガオカコフン 本郷 浅間温泉1丁目（飯治洞) 3

104 古墳 古 国司塚古墳
コクシヅカコフン 本郷 南浅間（国司塚） 4

105 古墳 古 妙義山1号古墳
ミョウギヤマ１ゴウコフン 本郷 浅間温泉（真観寺） 3

106 古墳 古 妙義山2号古墳
ミョウギヤマ２ゴウコフン 本郷 浅間温泉（真観寺） 3

107 古墳 古 妙義山3号古墳
ミョウギヤマ３ゴウコフン 本郷 浅間温泉（真観寺） 3

108 古墳 古 桃仙園古墳
トウセンエンコフン 本郷 大村 4

109 古墳 古 惣社車塚古墳
ソウザクルマヅカコフン 本郷 惣社 4

110 城館 中 赤羽氏館址
アカハネシヤカタアト 本郷 三才山（小日向） 3

111 城館 中 三才山砦址
ミサヤマトリデアト 本郷 三才山（小日向） 3

112 城館 中 稲倉城址
シナグラジョウアト 本郷 稲倉（横手） 3

113 城館 中 赤沢氏館址
アカザワシヤカタアト 本郷 稲倉（横手） 3

114 城館 中 狐屋敷館址
キツネヤシキヤカタアト 本郷 洞（竹ノ上） 3

115 城館 中 早落城址
ハヤオチジョウアト 本郷 洞（横山） 3

116 城館 中 下屋敷館址
シモヤシキヤカタアト 本郷 原（五反田） 3

117 城館 中 茶臼山砦址
チャウスヤマトリデアト 本郷 浅間温泉（茶臼山） 3

118 城館 中 神宮寺館址
ジングウジヤカタアト 本郷 浅間温泉3丁目（神宮寺） 3

119 城館 中 城之内館址
ジョウノウチヤカタアト 本郷 浅間温泉3丁目（浅間） 3

120 城館 中 横谷入砦址
ヨコヤイリトリデアト 本郷 浅間温泉（横谷入） 3

121 城館 中 下浅間館址
シモアサマヤカタアト 本郷 浅間温泉2丁目（高田） 3

122 城館 中 大村館址
オオムラヤカタアト 本郷 大村 3

123 窯跡 古 大村新切古窯址
オオムラシンキリコヨウシ 本郷 大村（新切） 3
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124 集落 古～中 平瀬遺跡
ヒラセイセキ 島内 平瀬川西 7

125 集落 縄・奈・平 島内山田遺跡
シマウチヤマダイセキ 島内

山田(老根田･稲干原･ｲｶﾘ･西
畑･高野南窪･老平･芥子望主
北)

7

126 集落 平 島内上平瀬遺跡
シマウチカミヒラセイセキ 島内 上平瀬 7

127 集落 縄・平 島内八幡原遺跡
シマウチハチマンバライセキ 島内 平瀬川西（八幡原） 7

128

集落・
その他
墓・生

産

平・中 島内北方遺跡
シマウチキタガタイセキ 島内 北方 7

129

集落・
その他
墓・生

産

平・中 島内北中遺跡
シマウチキタナカイセキ 島内 北中 7・8

130 集落 平・中 島内南中遺跡
シマウチミナミナカイセキ 島内 南中 8

131 集落 奈・平 島内高松遺跡
シマウチタカマツイセキ 島内 高松 8

132 古墳 古 泣坂（坂下）古墳群
ナキサカ（サカシタ）コフングン 島内 平瀬川東 7

133 古墳 古 下平瀬権現堂古墳
シモヒラセゴンゲンドウコフン 島内 平瀬川東 7

134 古墳 古 高松立石古墳
タカマツタテイシコフン 島内 高松立石 8

135 窯跡 平 北部古窯址群
ホクブコヨウシグン 島内

芥子望主山周辺（安曇野市
境）

7

136 窯跡 平 平瀬川東古窯址群
ヒラセカワヒガシコヨウシグン 島内 平瀬（寺山白鳥･ 姥ヶ米洗場) 7

137 城館 中 平瀬氏館跡
ヒラセシヤカタアト 島内 平瀬川西（宮ノ前） 7

138 城館 中 平瀬城址
ヒラセジョウアト 島内 平瀬川東（下田) 7

139
城館・
散布

縄・平・中 御殿山城址
ゴテンヤマジョウアト 島内 平瀬川東 7

140 寺社 平・中 法住寺跡
ホウジュウジアト 島内 平瀬川西（宮ノ前） 7

141 城館 中 犬甘館跡
イヌカイヤカタアト 島内 島内（町） 7

142 集落 縄 神沢遺跡
カンザワイセキ 旧市 蟻ケ崎（御小屋場上平） 7

143 集落 縄 峰ノ平遺跡
ミネノタイライセキ 旧市 蟻ケ崎（兎沢西平） 7・8

144 集落 縄･古～平 狐塚遺跡
キツネヅカイセキ 旧市・

岡田
沢村3丁目、岡田下岡田 7

145
集落・
その他
の墓

縄･古～中 旧射的場西遺跡
キュウシャテキジョウニシイセキ 旧市 沢村2・3丁目 7

146 集落 古～平 元原遺跡
モトハライセキ 旧市 桐1・2丁目 7

147 集落 弥 沢村北遺跡
サワムラキタイセキ 旧市 沢村2丁目、蟻ケ崎6丁目 8

148 集落 縄～平 沢村遺跡
サワムライセキ 旧市 沢村1丁目 8

149 集落 縄～古･平 放光寺遺跡
ホウコウジイセキ 旧市 城山（放光寺） 8

150 城館 中 犬甘城址
イヌカイジョウアト 旧市 蟻ケ崎（放光寺） 8

151 集落 縄～古 城山腰遺跡
ジョウヤマコシイセキ 旧市

宮渕2･3丁目（宮渕東･ 宮渕日
向）、蟻ヶ崎4丁目

8

152
集落･そ
の他の

墓
弥・古 宮渕二つ塚遺跡

ミヤブチフタツヅカイセキ 旧市 新橋 8

153
集落･そ
の他の

墓
弥・古 宮渕本村遺跡

ミヤブチホンムライセキ 旧市 宮渕本村 8

154
集落・
その他
の墓

奈・平 蟻ケ崎遺跡
アリガサキイセキ 旧市 蟻ヶ崎3・4丁目 8

155 集落 縄・古 田町遺跡
タマチイセキ 旧市 開智2丁目 8

156 集落 縄～古 女鳥羽川遺跡
メトバガワイセキ 旧市

女鳥羽1・2丁目、元町1丁目､
桜橋-元町橋間

4

157

町屋･
武家

地・寺
社

中・近 松本城下町跡
マツモトジョウカマチアト 旧市

大手2～5丁目、中央、深志2・
3丁目、本庄1丁目、城東、開
智、北深志、女鳥羽、旭1・2
丁目、城西2丁目

4・8
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番号 種　別 時　代 名　称 地　区 所　在　地
図

番号

158 集落 縄 丸の内遺跡
マルノウチイセキ 旧市 丸の内 8

159 集落 縄･中 大名町遺跡
ダイミョウチョウイセキ 旧市 大手3丁目、丸の内 8

160 集落 弥・奈・平 四ツ谷遺跡
ヨツヤイセキ 旧市 清水2丁目 4

161
集落・
その他
の墓

弥～中 県町遺跡
アガタマチイセキ 旧市

県1～3丁目、里山辺（西小
松）

4

162 集落 古～中 本町南遺跡
ホンマチミナミイセキ 旧市 深志2丁目 8

163 城館 中 渚城址
ナギサジョウアト 旧市 渚2丁目 8

164 集落 縄・平 埋橋遺跡
ウズハシイセキ 旧市 県3丁目 4

165 集落 弥～中 筑摩遺跡
ツカマイセキ 旧市 筑摩1・2丁目、庄内2丁目 4・8

166 集落 古・中 三才遺跡
サンザイイセキ 旧市 筑摩3丁目（三才） 4

167 集落 古・平 筑摩北川原遺跡
ツカマキタガワライセキ 旧市 筑摩4丁目（筑摩東） 4

168 集落 弥・古 筑摩南川原遺跡
ツカマミナミガワライセキ 旧市 筑摩4丁目（筑摩東） 4

169 集落 縄･古～平 神田遺跡
カンダイセキ 旧市 神田1・3丁目 4

170
集落･そ
の他の

墓
弥～平 平畑遺跡

タイラバタイセキ 旧市 並柳2丁目（平畑） 4

171 集落 縄～平 山行法師遺跡
サンギョウホウシイセキ 旧市 並柳4丁目（出川町中山） 4

172 城館 中 井川城址
イガワジョウアト 旧市 井川城1丁目 8

173 集落 中 小島遺跡
コジマイセキ 旧市 井川城2丁目 8

174

集落･
祭祀・
その他
の墓

弥・古 高宮遺跡
タカミヤイセキ 旧市 高宮北、高宮東 8

175
集落･そ
の他の

墓

弥・古・平・
中 出川遺跡

イデガワイセキ 旧市 出川町、南松本1丁目 8

176

集落･
祭祀・
その他
の墓

弥～中 出川西遺跡
イデガワニシイセキ 旧市

南松本1・2丁目、出川町、双
葉、高宮中

8

177
集落・
その他
の墓

縄～中 出川南遺跡
イデガワミナミイセキ 旧市 双葉、芳野、平田東、出川町 8

178 集落 平･中 五輪遺跡
ゴリンイセキ 旧市 野溝木工1・2丁目、宮田 8

179 古墳 古 老根田古墳
オイネダコフン 島内・

岡田
島内山田、岡田 7

180 古墳 古 鳥居山古墳
トリイヤマコフン 旧市 蟻ケ崎（一本木平）、島内 7

181 古墳 古 宮渕二つ塚1号古墳
ミヤブチフタツヅカ１ゴウコフン 旧市 宮渕本村 8

182 古墳 古 宮渕二つ塚2号古墳
ミヤブチフタツヅカ２ゴウコフン 旧市 宮渕本村 8

183 古墳 古 宮渕1号古墳
ミヤブチ１ゴウコフン 旧市 宮渕本村 8

184 古墳 古 開き松古墳
ヒラキマツコフン 旧市 城山（開松） 8

185 古墳 古 饅頭塚古墳
マンジュウヅカコフン 旧市 蟻ヶ崎 8

186 古墳 古 勢多賀神社裏古墳
セイタカジンジャウラコフン 旧市 宮渕3丁目 8

187 古墳 古 県塚1号古墳
アガタヅカ１ゴウコフン 旧市 県3丁目 4

188 古墳 古 県塚2号古墳
アガタヅカ２ゴウコフン 旧市 県1丁目 4

189 古墳 古 平畑1号古墳
タイラバタ１ゴウコフン 旧市 並柳2丁目（平畑） 4

190 古墳 古 弘法山古墳（中山48号墳）
コウボウヤマコフン（ナカヤマ４８ゴウフン） 旧市 並柳2丁目、神田2丁目 4

191 古墳 古 平田里1号古墳
ヒッタリ１ゴウコフン 旧市 双葉 8

192 古墳 古 平田里2号古墳
ヒッタリ２ゴウコフン 旧市 双葉 8

193 古墳 古 平田里3号古墳
ヒッタリ３ゴウコフン 旧市 双葉 8

194 集落 古～平 里山辺下原遺跡
サトヤマベシモハライセキ 里山辺 若里（下原） 4
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番号 種　別 時　代 名　称 地　区 所　在　地
図

番号

195 集落 弥～平 新井遺跡
アライイセキ 里山辺 新井 4

196 集落 弥・平 荒町遺跡
アラマチイセキ 里山辺 荒町 4

197 集落 平 藤井山田遺跡
フジイヤマダイセキ 里山辺 藤井（山田） 4

198 集落 平 藤井遺跡
フジイイセキ 里山辺 藤井（湯原） 4

199
集落･そ
の他の

墓
縄～中 堀の内遺跡

ホリノウチイセキ 里山辺 藤井、矢崎、上金井 4

200 集落 古～平 兎川寺遺跡
トセンジイセキ 里山辺 兎川寺 4

201
集落・
その他
の墓

縄・弥・奈～
中 針塚遺跡

ハリヅカイセキ 里山辺 北小松、兎川寺 4

202 集落 縄･中 上金井矢崎遺跡
カミガナイヤザキイセキ 里山辺 矢崎 4

203 集落 縄 上金井遺跡
カミガナイイセキ 里山辺 上金井 4

204 集落 縄･中 追倉遺跡
オックライセキ 里山辺 追倉 4

205 集落 縄～古 里山辺鎌田遺跡
サトヤマベカマタイセキ 里山辺 薄町（鎌田） 4

206 集落 縄・平・中 薄町遺跡
ススキマチイセキ 里山辺 薄町 4

207
集落･そ
の他の

墓

縄・古・平・
中 石上遺跡

イシガミイセキ 里山辺 薄町 4

208 集落 縄・平・中 林山腰遺跡
ハヤシヤマコシイセキ 里山辺 林（山腰） 4

209 集落 縄～平 千鹿頭北遺跡
チカトウキタイセキ 里山辺 林 4

210 集落 縄･古･中 御符遺跡
ミフイセキ 里山辺 林（御符） 4

211 集落 中 大嵩崎遺跡
オオツキイセキ 里山辺 大嵩崎（入畑） 4

212 集落 中 わび沢遺跡
ワビサワイセキ 里山辺 大嵩崎（本久保） 4

213 集落 縄･古･平 林遺跡
ハヤシイセキ 里山辺 林 4

214 古墳 古 御母家1号(里山辺5号)古墳
オボケ１ゴウ（サトヤマベ５ゴウ）コフン 里山辺 御母家（姥ヶ懐） 4

215 古墳 古 御母家2号古墳
オボケ２ゴウコフン 里山辺 御母家（姥ヶ懐） 4

216 古墳 古 山田入(里山辺7号)古墳
ヤマダイリ（サトヤマベ７ゴウ）コフン 里山辺 藤井（伴ノ岡） 4

217 古墳 古 里山辺丸山(里山辺6号)古墳
サトヤマベマルヤマ（サトヤマベ６ゴウ）コフン 里山辺 藤井（丸山） 4

218 古墳 古 藤井1号(里山辺8号)古墳
フジイ１ゴウ（サトヤマベ８ゴウ）コフン 里山辺 藤井（藤井） 4

219 古墳 古 藤井2号(里山辺１5号)古墳
フジイ２ゴウ（サトヤマベ１５ゴウ）コフン 里山辺 藤井（山下） 4

220 古墳 古 荒町(里山辺1号)古墳
アラマチ（サトヤマベ１ゴウ）コフン 里山辺 西荒町（下原） 4

221 古墳 古 北河原屋敷(里山辺11号)古墳
キタガワラヤシキ（サトヤマベ１１ゴウ）コフン 里山辺 北小松（屋敷添） 4

222 古墳 古 巾上(里山辺10号)古墳
ハバウエ（サトヤマベ１０ゴウ）コフン 里山辺 南小松 4

223 古墳 古 大塚1号(里山辺2号)古墳
オオツカ１ゴウ（サトヤマベ２ゴウ）コフン 里山辺 荒町（大塚） 4

224 古墳 古 大塚2号(里山辺3号)古墳
オオツカ２ゴウ（サトヤマベ３ゴウ）コフン 里山辺 荒町（大塚） 4

225 古墳 古 針塚(里山辺4号)古墳
ハリヅカ（サトヤマベ４ゴウ）コフン 里山辺 兎川寺 4

226 古墳 古 古宮(里山辺16号)古墳
フルミヤ（サトヤマベ１６ゴウ）コフン 里山辺 薄町（古原） 4

227 古墳 古 里山辺猫塚(里山辺17号)古墳
サトヤマベネコヅカ（サトヤマベ１７ゴウ）コフン 里山辺 薄町（ヤヅカ） 4

228 古墳 古 石上古墳
イシガミコフン 里山辺 薄町 4

229 古墳 古 上金井(里山辺12号)古墳
カミガナイ（サトヤマベ１２ゴウ）コフン 里山辺 上金井（上金井） 4

230 古墳 古 御符(里山辺9号)古墳
ミフ（サトヤマベ９ゴウ）コフン 里山辺 林（御符） 4

231 古墳 古 人穴1号（里山辺13号）古墳
ヒトアナ１ゴウ（サトヤマベ１３ゴウ）コフン 里山辺 追倉 4

232 古墳 古 人穴2号（里山辺14号）古墳
ヒトアナ２ゴウ（サトヤマベ１４ゴウ）コフン 里山辺 追倉 4

233 城館 中・近 林城址(大城･小城)
ハヤシジョウアト（オオジョウ・コジョウ 里山辺 大嵩崎、林 4

234 集落 縄・平 西桐原遺跡
ニシキリハライセキ 入山辺 西桐原 4
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235 集落
縄・古・平・
中 入山辺南方遺跡

イリヤマベミナミガタイセキ 入山辺 南方 4

236 集落 縄 橋倉遺跡
ハシクライセキ 入山辺 橋倉 4

237 集落 縄・平 東桐原遺跡
ヒガシキリハライセキ 入山辺 東桐原(おりど・おやしき) 4

238 経塚 中 海岸寺経塚
カイガンジキョウヅカ 入山辺 東桐原 4

239 集落 中 天神海道遺跡
テンジンカイドウイセキ 入山辺 東桐原 4

240 集落 縄 寺所遺跡
テラドコロイセキ 入山辺 寺所 4

241 集落 縄 中入遺跡
ナカイリイセキ 入山辺 三反田 4

242 集落 縄 駒越遺跡
コマゴエイセキ 入山辺 駒越 4

243 集落 縄･古 石柱遺跡
イシバシライセキ 入山辺 石柱 4

244 集落 縄 神城遺跡
カミシロイセキ 入山辺 神城 4

245 集落 縄 一ノ海遺跡
イチノカイイセキ 入山辺 一ノ海 4

246 集落 縄 一ノ海山の神遺跡
イチノカイヤマノカミイセキ 入山辺 一ノ海 4

247 集落 縄 厩所遺跡
マヤドコロイセキ 入山辺 厩所 4

248 集落 縄 小仏遺跡
コボトケイセキ 入山辺 小仏 4

249 集落 縄 大仏遺跡
オオボトケイセキ 入山辺 大仏 4

250 集落 縄 大和合本村遺跡
オオワゴウホンムライセキ 入山辺 大和合（本村） 4

251 集落 縄 大和合御殿沢遺跡
オオワゴウゴテンサワイセキ 入山辺 大和合（御殿沢） 4

252 集落 縄 大和合上ノ平遺跡
オオワゴウウエノタイライセキ 入山辺 大和合（上ノ平） 4

253 集落 縄 大和合小屋平遺跡
オオワゴウゴヤダイライセキ 入山辺 大和合（小屋平） 4

254 集落 縄 大和合東村遺跡
オオワゴウヒガシムライセキ 入山辺 大和合（東村） 4

255 集落 縄 漆の木遺跡
ウルシノキイセキ 入山辺 漆の木 4

256 集落 縄 広山原遺跡
ヒロヤマハライセキ 入山辺 大和合（広山原） 4

257 集落 縄 梨木平遺跡
ナシノキダイライセキ 入山辺 梨木平 4

258 集落 縄 観峯平遺跡
カンポウダイライセキ 入山辺 観峯平 4

259 集落 縄 三城遺跡
サンジロイセキ 入山辺 三城（あやめ平） 1

260 集落 縄 小峠遺跡
コトウゲイセキ 入山辺 扉峠 1

261 集落 縄 扉峠北尾根遺跡
トビラトウゲキタオネイセキ 入山辺 扉峠（長和町境） 1

262 古墳 古 入山辺1号古墳
イリヤマベ１ゴウコフン 入山辺 駒越 4

263 古墳 古 入山辺2号古墳
イリヤマベ２ゴウコフン 入山辺 駒越 4

264 古墳 古 南方古墳
ミナミガタコフン 入山辺 南方 4

265 城館 中 中入城址(山家城址)
ナカイリジョウアト（ヤマベジョウアト） 入山辺 上手町 4

266 城館 中 桐原城址（下降城・上降城）
キリハラジョウアト（シモフリジョウ・カミフリジョウ） 入山辺 桐原 4

267 城館 中 水番城址（林城付属施設）
ミズバンジョウアト（ハヤシジョウフゾクシセツ） 入山辺 南方 4

268 城館 中 霜降城址
シモフリジョウアト 入山辺 東桐原 4

269 城館 中 宮原城址
ミヤハラジョウアト 入山辺 宮原 4

270
集落･そ
の他の

墓
近 秋葉原遺跡

アキバハライセキ 新村 南新 8

271 集落 奈～中 新村遺跡
ニイムライセキ 新村 北新 8

272 古墳 古 安塚古墳群(1～11)
ヤスヅカコフングン（１～１１） 新村 安塚 8

273 古墳 古 秋葉原古墳群(1～5)
アキバハラコフングン（１～５） 新村 南新 8

274
水田
条里

平･中 新村・島立条里的遺構
ニイムラ・シマダチジョウリテキイコウ 新村・

島立

北新、東新、南新、芝沢、永
田、大庭、中村、三の宮、北
栗、南栗

8

275 集落 古～平 高綱遺跡
タカツナイセキ 島立 町区高綱 8
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番号 種　別 時　代 名　称 地　区 所　在　地
図

番号

276

集落・
社寺・
その他
の墓・
生産

弥～中 三の宮遺跡
サンノミヤイセキ 島立 三の宮、中村 8

277

集落・
その他
の墓・
生産

弥～中 北栗遺跡
キタクリイセキ 島立 北栗(久保川、巾上、北村) 8

278
集落・
その他
の墓

縄・古～中 南栗遺跡
ミナミクリイセキ 島立･

和田
南栗（堀川左岸、神社東
方）、和田境

8

279 集落 縄 下柳原遺跡
シモヤナギハライセキ 和田 西原 8

280 集落 平 西和田遺跡
ニシワダイセキ 和田 西和田 8

281 集落 平 和田山の神遺跡
ワダヤマノカミイセキ 和田 西和田 8

282 集落 平 和田中遺跡
ワダナカイセキ 和田 中 8

283 集落 縄 和田中西原遺跡
ワダナカニシハライセキ 和田 中西原 8

284 集落 縄 和田下西原遺跡
ワダシモニシハライセキ 和田 下西原 8

285 集落 古 和田太子堂遺跡
ワダタイシドウイセキ 和田 太子堂 8

286 集落 弥・平 二階道遺跡
ニカイドウイセキ 和田 二階道 8

287 （欠番）

288
集落･そ
の他の

墓
弥・奈・平 三間沢川左岸遺跡

ミマザワガワサガンイセキ 和田･
神林

南西原 8・9

289 墓址 中 衣外古墓址
イゲコボシ 和田 衣外 8

290 集落 古･平･中 野溝遺跡
ノミゾイセキ 芳川 野溝西2丁目、野溝東1丁目 8

291 集落 弥～平 平田北遺跡
ヒラタキタイセキ 芳川 平田東1丁目、芳野 8

292 集落 古 平田遺跡
ヒラタイセキ 芳川 平田東1丁目 8

293
集落・
その他
の墓

古～中 平田本郷遺跡
ヒラタホンゴウイセキ 芳川 平田東2丁目、平田西1・2丁目 8

294
集落･そ
の他の

墓
奈～中 小原遺跡

オバライセキ 芳川
小屋北1丁目、小屋南1丁目、
村井町北1丁目、村井町南1丁
目

9

295
集落・
その他
の墓

縄・古～中 高畑遺跡
タカバタケイセキ 芳川

村井町北1・2丁目、村井町南2
丁目

8・9

296 集落 平 小屋遺跡
コヤイセキ 芳川 小屋南1丁目、村井町西1丁目 9

297 城館 中 小屋城址
コヤジョウアト 芳川 小屋南1丁目 9

298 集落 平 下二子遺跡
シモフタゴイセキ 笹賀 下二子 8

299 集落 縄・奈・平 中二子遺跡
ナカフタゴイセキ 笹賀 中二子 8・9

300
集落・
その他
の墓

縄・奈・平 上二子遺跡
カミフタゴイセキ 笹賀 上二子 9

301

集落･そ
の他の
墓・生

産

平・中 神戸遺跡
ゴウドイセキ 笹賀 神戸 9

302 集落 縄･古･平・中 牛の川遺跡
ウシノカワイセキ 笹賀 小俣 9

303 集落 縄 今村遺跡
イマムライセキ 笹賀 今 9

304 集落 縄・平 大久保原遺跡
オオクボハライセキ 笹賀 下二子 8

305 経塚 平 下二子大経塚
シモフタゴダイキョウヅカ 笹賀 下二子 8

306 集落 古 笹賀大塚古墳
ササガオオツカコフン 笹賀 下小俣 9

307 集落 古 笹賀柏木古墳
ササガカシワギコフン 笹賀 今 9

308 居館 中 神戸の館
ゴウドノヤカタ 笹賀 神戸 9

309 集落 古 南荒井遺跡
ミナミアライイセキ 神林 南荒井 9
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310
集落・
その他
の墓

縄・奈～中 下神遺跡
シモカンイセキ 神林・

笹賀
下神 8・9

311 集落 平 神林川西遺跡
カンバヤシカワニシイセキ 神林 川西 8・9

312
集落･そ
の他の

墓
縄・弥・平 境窪遺跡

サカイクボイセキ 神林 権現原（山形村境） 9

313
集落･そ
の他の

墓
縄～中 川西開田遺跡

カワニシカイデンイセキ 神林 川西 9

314 集落 平 梶海渡遺跡
カジカイトイセキ 神林 梶海渡 8

315 集落 弥～中 竹渕遺跡
タケブチイセキ 寿 寿北3・4・6丁目 4・8

316 集落 弥～中 瀬黒遺跡
セグロイセキ 寿 寿北5丁目 4

317 集落 縄～中 百瀬遺跡
モモセイセキ 寿 寿豊丘（百瀬）、寿中1丁目 8・9

318 集落 縄 白川遺跡
シラカワイセキ 寿 寿豊丘（白川） 5

319 集落 弥・古・平 野田遺跡
ノダイセキ 寿 寿豊丘（白川） 5

320 集落 縄・平 北原遺跡
キタハライセキ 寿 寿小赤赤木（北原） 9

321 集落
縄・弥・平・
中 寿小赤遺跡

コトブキコアカイセキ 寿 寿小赤赤木（南村・西村） 9

322
集落･そ
の他の

墓
縄～中 石行遺跡

イシゴイセキ 寿 寿小赤赤木（石行） 9

323 集落 縄～古 赤木遺跡
アカギイセキ 寿 寿小赤赤木（小原） 9

324 集落 縄 原渡前遺跡
ハラトマエイセキ 寿 寿小赤赤木（原渡前） 5・9

325 集落 縄 清水林遺跡
シミズバヤシイセキ 寿 寿小赤赤木（清水林） 9

326
集落・
その他
の墓

縄・平・中 赤木山遺跡
アカギヤマイセキ 寿 寿小赤赤木 5・9

327 集落 縄 寿中山遺跡
コトブキナカヤマイセキ 寿 寿小赤赤木（中山） 9

328 集落
縄・弥・奈～
中 寿前田遺跡

コトブキマエダイセキ 寿 寿小赤赤木（前田） 9

329
集落･そ
の他の

墓
縄～古 白神場遺跡

シラカンバイセキ 寿 寿小赤赤木（白神場） 9

330 集落 縄・奈～中 寿木下遺跡
コトブキキノシタイセキ 寿 寿小赤赤木（木ノ下） 9

331
集落･そ
の他の

墓
縄・奈～近 小池遺跡

コイケイセキ 寿・
内田

寿小赤（小池）、内田 5・9

332 集落 弥～中 竹渕南原遺跡
タケブチミナミハライセキ 寿 寿北1・3丁目 8

333
集落・
その他
の墓

古・平 向原遺跡
ムカイハライセキ 寿 寿北7・8丁目 8

334 古墳 古 耳塚古墳
ミミヅカコフン 寿 寿豊丘 9

335 古墳 古 長峰下1号古墳
ナガミネシタ１ゴウコフン 寿 寿北9丁目 4

336 古墳 古 長峰下2号古墳
ナガミネシタ２ゴウコフン 寿 寿北9丁目 4

337 居館 近 百瀬の陣屋
モモセノジンヤ 寿 寿豊丘（百瀬） 9

338 城館 中 小池砦跡
コイケトリデアト 寿 寿小赤（小池） 9

339 城館 中 赤木城址(北城･南城）
アカギジョウアト（キタジロ・ミナミジロ） 寿 寿小赤（赤木山） 9

340 集落 縄～中 生妻遺跡
ショウヅマイセキ 中山 生妻 4

341 集落 縄 弥生遺跡
ヤショウイセキ 中山 中和泉 4

342 集落 縄･古 宮平八幡宮裏山遺跡
ミヤダイラハチマングウウラヤマイセキ 中山 上和泉（弥生坂） 4

343 集落 縄・古･中・近 和泉遺跡
イズミイセキ 中山 上和泉（中村） 4

344 集落 古 西越遺跡
ニシコセイセキ 中山 埴原北西越 4

345 集落 縄･古 西越山林遺跡
ニシコセサンリンイセキ 中山 埴原北西越 4
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346 集落 縄 大久保遺跡
オオクボイセキ 中山 埴原南千石（大久保） 5

347 集落 縄 中山狐平遺跡
ナカヤマキツネダイライセキ 中山

埴原南千石（入久保狐平）、
旧棚峯

5

348 集落 縄･平 南中島遺跡
ミナミナカジマイセキ 中山 埴原西南中島 5

349 集落 縄 町村遺跡
マチムライセキ 中山 埴原北町村 5

350 集落 縄・中 坪ノ内遺跡
ツボノウチイセキ 中山 埴原西（坪ノ内） 5

351
集落･そ
の他の

墓
縄・古･平・中 向畑遺跡

ムカイハタイセキ 中山 埴原西 4

352 集落 縄 深沢遺跡
フカサワイセキ 中山 埴原西南中島（深沢） 5

353 集落 縄･平 御城山遺跡
オンジョウヤマイセキ 中山 千石 5

354 集落 縄･古･中 中山古屋敷遺跡
ナカヤマフルヤシキイセキ 中山 古屋敷 5

355
集落・
その他
の墓

縄・中 弥生前遺跡
ヤショウマエイセキ 中山 上和泉（弥生前） 4

356
集落･そ
の他の

墓
縄･古･平・中 山影遺跡

ヤマカゲイセキ 中山 埴原北（山影） 4

357 集落 縄・弥・古 ツカヤ下遺跡
ツカヤシタイセキ 中山 埴原北（ツカヤ下） 4

358 古墳 古 向畑1号古墳
ムカイハタ１ゴウコフン 中山 埴原西（向畑) ?

359 古墳 古 向畑2号（中山1号）古墳
ムカイハタ２ゴウ（ナカヤマ１ゴウ）コフン 中山 埴原西（向畑） 4

360 古墳 古 向畑3号（中山2号）古墳
ムカイハタ３ゴウ（ナカヤマ２ゴウ）コフン 中山 埴原西（向畑） 4

361 古墳 古 向畑4号（中山3号）古墳
ムカイハタ４ゴウ（ナカヤマ３ゴウ）コフン 中山 埴原西（向畑） 4

362 古墳 古 向畑5号（中山4号）古墳
ムカイハタ５ゴウ（ナカヤマ４ゴウ）コフン 中山 埴原西（向畑） 4

363 古墳 古 向畑6号古墳
ムカイハタ６ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

364 古墳 古 向畑7号古墳
ムカイハタ７ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

365 古墳 古 向畑8号古墳
ムカイハタ８ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

366 古墳 古 向畑9号古墳
ムカイハタ９ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

367 古墳 古 向畑10号古墳
ムカイハタ１０ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

368 古墳 古 向畑11号古墳
ムカイハタ１１ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

369 古墳 古 向畑12号古墳
ムカイハタ１２ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

370 散布 古 鳥内遺跡
トリウチイセキ 中山 鳥内 4

371 古墳 古 中山6号古墳
ナカヤマ６ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

372
集落・
生産

縄～平 鍬形原遺跡
クワガタハライセキ 中山 埴原北（鍬形原） 4

373 古墳 古 坪ノ内1号（中山5号）古墳
ツボノウチ１ゴウ（ナカヤマ５ゴウ）コフン 中山 埴原西 4

374 古墳 古 坪ノ内2号（中山7号）古墳
ツボノウチ２ゴウ（ナカヤマ７ゴウ）コフン 中山 埴原西 4

375 古墳 古 坪ノ内3号（中山41号）古墳
ツボノウチ３ゴウ（ナカヤマ４１ゴウ）コフン 中山 埴原西 4

376 古墳 古 坪ノ内4号（中山42号）古墳
ツボノウチ４ゴウ（ナカヤマ４２ゴウ）コフン 中山 埴原西 4

377 古墳 古 坪ノ内5号（中山43号）古墳
ツボノウチ５ゴウ（ナカヤマ４３ゴウ）コフン 中山 埴原西 4

378 古墳 古 坪ノ内6号（中山8号）古墳
ツボノウチ６ゴウ（ナカヤマ８ゴウ）コフン 中山 埴原西（坪の内） 4

379 古墳 古 経塚（中山9号）古墳
キョウヅカ（ナカヤマ９ゴウ）コフン 中山 埴原西（坪ノ内） 4

380 古墳 古 中山10号古墳
ナカヤマ１０ゴウコフン 中山 埴原西（塚林） 4

381 古墳 古 中山11号古墳
ナカヤマ１１ゴウコフン 中山 埴原西（蟹掘） 4

382 古墳 古 西越1号（中山12号）古墳
ニシコセ１ゴウ（ナカヤマ１２ゴウ）コフン 中山 埴原北（西越） 4

383 古墳 古 西越2号（中山13号）古墳
ニシコセ２ゴウ（ナカヤマ１３ゴウ）コフン 中山 埴原北（西越） 4

384 古墳 古 中山14号古墳
ナカヤマ１４ゴウコフン 中山 埴原北（西越） 4

385 古墳 古 鍬形原1号（中山15号）古墳
クワガタハラ１ゴウ（ナカヤマ１５ゴウ）コフン 中山 埴原北（鍬形原） 4
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386 古墳 古 鍬形原2号（中山16号）古墳
クワガタハラ２ゴウ（ナカヤマ１６ゴウ）コフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

387 古墳 古 鍬形原3号（中山17号）古墳
クワガタハラ３ゴウ（ナカヤマ１７ゴウ）コフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

388 古墳 古 小山下（中山19号）古墳
コヤマシタ（ナカヤマ１９ゴウ）コフン 中山 埴原北（塚屋） 4

389 古墳 古 鍬形原4号（中山18号）古墳
クワガタハラ４ゴウ（ナカヤマ１８ゴウ）コフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

390 古墳 古 中山21号古墳
ナカヤマ２１ゴウコフン 中山 埴原北（ツカヤ） 4

391 古墳 古 中山22号古墳
ナカヤマ２２ゴウコフン 中山 埴原北（柏木） 4

392 古墳 古 小丸山（中山23号）古墳
コマルヤマ（ナカヤマ２３ゴウ）コフン 中山 和泉（日早田） 4

393 古墳 古 中山丸山（中山24号）古墳
ナカヤママルヤマ（ナカヤマ２４ゴウ）コフン 中山 埴原北丸山 4

394 古墳 古 中山25号古墳
ナカヤマ２５ゴウコフン 中山 上和泉松尾 4

395 古墳 古 中山26号古墳
ナカヤマ２６ゴウコフン 中山 上和泉松尾 4

396 古墳 古 八幡山（中山27号）古墳
ハチマンヤマ（ナカヤマ２７ゴウ）コフン 中山 上和泉宮ノ久保 4

397 古墳 古 弥生山1号（中山28号）古墳
ヤショウヤマ１ゴウ（ナカヤマ２８ゴウ）コフン 中山 中和泉（弥生山） 4

398 古墳 古 弥生山2号（中山29号）古墳
ヤショウヤマ２ゴウ（ナカヤマ２９ゴウ）コフン 中山 中和泉（弥生山） 4

399 古墳 古 弥生山3号古墳
ヤショウヤマ３ゴウコフン 中山 中和泉（弥生山） 4

400 古墳 古 生妻1号（中山30号）古墳
ショウヅマ１ゴウ（ナカヤマ３０ゴウ）コフン 中山 入生妻 4

401 古墳 古 生妻2号古墳
ショウヅマ２ゴウコフン 中山 林（里山辺） 4

402 古墳 古 中山31号古墳
ナカヤマ３１ゴウコフン 中山 入生妻 4

403 古墳 古 中山32号古墳
ナカヤマ３２ゴウコフン 中山 入生妻 4

404 古墳 古 中山33号古墳
ナカヤマ３３ゴウコフン 中山 入生妻 4

405 古墳 古 中山34号古墳
ナカヤマ３４ゴウコフン 中山 入生妻 4

406 古墳 古 中山35号古墳
ナカヤマ３５ゴウコフン 中山 入生妻 4

407 古墳 古 仁能田山（中山36号）古墳
ニノダヤマ（ナカヤマ３６ゴウ）コフン 中山 仁能田北山 4

408 古墳 古 中山37号古墳
ナカヤマ３７ゴウコフン 中山 埴原北（西越） 4

409 古墳 古 鍬形原5号（中山38号）古墳
クワガタハラ５ゴウ（ナカヤマ３８ゴウ）コフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

410 古墳 古 中山39号古墳
ナカヤマ３９ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

411 古墳 古 中山40号古墳
ナカヤマ４０ゴウコフン 中山 埴原西（向畑） 4

412 古墳 古 中山56号古墳
ナカヤマ５６ゴウコフン 中山 入生妻 4

413 古墳 古 中山57号古墳
ナカヤマ５７ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

414 古墳 古 中山58号墳
ナカヤマ５８ゴウフン 中山 入生妻 4

415 古墳 古 中山59号墳
ナカヤマ５９ゴウフン 中山 入生妻 4

416 古墳 古 蟹掘古墳
カニホリコフン 中山 埴原西（カニホリ） 4

417 古墳 古 中山46号古墳
ナカヤマ４６ゴウコフン 中山 埴原北日向山 4

418 古墳 古 中山47号古墳
ナカヤマ４７ゴウコフン 中山 埴原北唐溝 5

419 古墳 古 中山古墳群
ナカヤマコフングン 中山 埴原西、埴原北 4

420 古墳 古 中山49号古墳
ナカヤマ４９ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

421 古墳 古 中山50号古墳
ナカヤマ５０ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

422 古墳 古 中山51号古墳
ナカヤマ５１ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

423 古墳 古 中山52号古墳
ナカヤマ５２ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

424 古墳 古 中山53号古墳
ナカヤマ５３ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

425 古墳 古 中山54号古墳
ナカヤマ５４ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

426 古墳 古 中山55号古墳
ナカヤマ５５ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

427 古墳 古 埴原（中山20号）古墳
ハイバラ（ナカヤマ２０ゴウ）コフン 中山 埴原北（塚屋） 4

428 古墳 古 日向原古墳
ヒナタハラコフン 中山 位置の特定困難 ?
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429 古墳 古 中洞下古墳
ナカホラシタコフン 中山 位置の特定困難 ?

430 古墳 古 平林古墳
ヒラバヤシコフン 中山 位置の特定困難 ?

431 古墳 古 桜立1号古墳
サクラダテ１ゴウコフン 中山 埴原西（坪ノ内） 5

432 古墳 古 桜立2号古墳
サクラダテ２ゴウコフン 中山 埴原西（坪ノ内） 5

433 古墳 古 中山北尾根1号古墳
ナカヤマキタオネ１ゴウコフン 旧市・

中山
並柳4丁目、中山（下和泉） 4

434 古墳 古 中山北尾根2号古墳
ナカヤマキタオネ２ゴウコフン 旧市・

中山
並柳4丁目、中山（下和泉） 4

435 古墳 古 棺護山1号古墳
カゴヤマ１ゴウコフン 旧市 神田2丁目 4

436 古墳 古 棺護山2号古墳
カゴヤマ２ゴウコフン 旧市 神田2丁目 4

437 古墳 古 棺護山3号古墳
カゴヤマ３ゴウコフン 旧市 神田2丁目 4

438 古墳 古 中山北尾根3号古墳
ナカヤマキタオネ３ゴウコフン 旧市・

中山
並柳4丁目、中山（下和泉） 4

439 古墳 古 栄珠庵裏1号古墳
エイジュアンウラ１ゴウコフン 中山 町村 4

440 古墳 古 栄珠庵裏2号古墳
エイジュアンウラ２ゴウコフン 中山 町村 4

441 墓址 中 鉾塚
ホコヅカ 中山 宮下 5

442 古墳 古 中山柏木古墳
ナカヤマカシワギコフン 中山 埴原北 4

443 官衙 平 牧監庁跡
モクゲンチョウアト 中山 鳥内 4

444 牧跡 平 埴原の牧跡
ハイバラノマキアト 中山

埴原南、埴原西、千石、古屋
敷

5

445 城館 中 埴原城址
ハイバラジョウアト 中山 埴原（大小屋ほか） 4

446 窯跡 奈 鍬形沢古窯址
クワガタザワコヨウシ 中山 埴原北（鍬形原） 4

447 城館 中 鍬形原砦址
クワガタハラトリデアト 中山 埴原北（鍬形原） 4

448 牧跡 平 古屋敷繋飼場
フルヤシキケイシジョウ 中山 埴原南 5

449 牧跡 平 千石繋飼場
センゴクケイシジョウ 中山 千石 5

450 集落 縄・平・中 今井北耕地遺跡
イマイキタコウチイセキ 今井 北耕地 9

451 集落 縄 古池原遺跡
コイケバライセキ 今井 古池原新田 9

452 集落 縄 今井上新田遺跡
イマイカミシンデンイセキ 今井 上新田 9

453 集落
縄・弥・平・
中 こぶし畑遺跡

コブシバタケイセキ　　 今井 西耕地 9

454 集落 縄・平 今井弥生坂上遺跡
イマイヤヨイサカウエイセキ 今井 古池（朝日村境） 9

455 集落 縄・平 今井矢はぎ遺跡
イマイヤハギイセキ 今井 西原矢矧 9

456 集落 縄・平 野口新田遺跡
ノグチシンデンイセキ 今井 野口新田 9

457 集落 古 今井南耕地遺跡
イマイミナミコウチイセキ 今井 南耕地 9

458 集落 縄 今井下新田遺跡
イマイシモシンデンイセキ 今井 下新田 9

459 集落 縄 今井新田原遺跡
イマイシンデンバライセキ 今井 下新田新田原 9

460 集落 縄･平 上今井遺跡
カミイマイイセキ 今井 中村 9

461 集落 縄 松山遺跡
マツヤマイセキ 内田 松山 5・9

462 集落 弥 横山城遺跡
ヨコヤマジョウイセキ 内田 横山 5・9

463
集落・
祭祀

縄・弥・平・
近 エリ穴遺跡

エリアナイセキ 内田 下村（エリ穴） 5

464
集落･そ
の他の

墓

縄・古・平～
近 一ツ家遺跡

ヒトツヤイセキ 内田 真田（一ツ家） 5

465 集落 縄 くねの内遺跡
クネノウチイセキ 内田 中村（くねの内） 5

466 集落 縄 八幡原遺跡
ハチマンバライセキ 内田 下北上組（宮ノ上） 5

467 集落 縄 釈迦堂遺跡
シャカドウイセキ 内田 六道 5

468 集落 平 長泉寺遺跡
チョウセンジイセキ 内田 中村（長泉寺） 5
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469
集落･そ
の他の

墓
縄・中 清心遺跡

セイシンイセキ 内田 中村（清心） 5

470 集落 縄・中 砂原遺跡
スナハライセキ 内田 花見 5

471 集落 弥 内田花見遺跡
ウチダケミイセキ 内田 花見 5

472 集落 縄・中 藪沢池遺跡
ヤブサワイケイセキ 内田 宮ノ下 5

473 集落 縄 雨堀遺跡
アンボリイセキ 内田 荒井 5

474 集落 縄 五斗林遺跡
ゴトバヤシイセキ 内田 五斗林 5

475 集落 縄 三郎城遺跡
サブロウジョウイセキ 内田 荒井 5

476 集落 平 欠ノ湯遺跡
カケノユイセキ 内田 崖の湯 5

477 城館 中 横山城址
ヨコヤマジョウアト 内田 横山 5

478 城館 中 八間長者城址
ハチケンチョウジャジョウアト 内田 崖の湯 5

479 古墳 古 峰ノ平１号古墳
ミネノタイラ１ゴウコフン 旧市 蟻ヶ崎（兎沢西平） 7

480 集落 古・平 神田西遺跡
カンダニシイセキ

旧市 神田３丁目 4

481 城館 中 岡田氏館址
オカダシヤカタアト 岡田 下岡田 7

482 集落 縄・奈～中 芝沢遺跡
シバサワイセキ 和田 芝沢 8

483 集落 縄・平 埴原北遺跡
ハイバラキタイセキ 中山 埴原北 4

484 集落 縄 和田西原南遺跡
ワダニシハラミナミイセキ 和田 和田西原 9

485 古墳 古 芥子望主山古墳
ケシボウズヤマコフン 島内 山田 7

486 集落 縄・平 村井遺跡
ムライイセキ 芳川 村井町南1・2・4丁目 9

487 集落 平 北小松遺跡
キタコマツイセキ 里山辺 北小松 4

488 集落 弥 白姫遺跡
シロヒメイセキ 寿 寿白瀬渕 5

489 集落 縄 新田山道遺跡
シンデンヤマミチイセキ 内田 六道(新田山道､宮ノ上） 5

490 集落 縄 渋池遺跡
シブイケイセキ

本郷 三才山 3

491 居館 中 福応寺館跡
フクオウジヤカタアト 神林 寺家 8

492 牧跡 平 牧ノ内繋飼場
マキノウチケイシジョウ

中山 千石 5

493 古墳 古 中山60号古墳
ナカヤマ６０ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

494 城跡 中・近
松本城跡(本丸･二の丸･三の丸･外堀･
マツモトジョウアト(ホンマル･ニノマル･サンノマル･ソ

総堀)
トボリ･ソウボリ)

旧市
丸の内、大手2・3・4丁目、城
西2丁目

8

495 集落 古 天神西遺跡
テンジンニシイセキ 旧市 深志3丁目 8

496 集落 弥・古・平 岡の宮遺跡
オカノミヤイセキ 旧市 旭1･2丁目､女鳥羽3丁目 4・8

497 窯跡 平 不動沢古窯址
フドウサワコヨウシ 中山 埴原北（鍬形原） 4

498 集落 中 伊勢町遺跡
イセマチイセキ 旧市 中央1・2丁目 8

499 集落 古 土居尻遺跡
ドイジリイセキ 旧市 大手2・3丁目 8

500 集落 弥 片端遺跡
カタハイセキ 旧市 城東2丁目 8

501
集落・
その他
の墓

古・平・中 海岸寺遺跡
カイガンジイセキ 入山辺 東桐原(海岸寺) 4

502 寺社 平 上ノ寺遺跡
ウエノテライセキ 島内 平瀬川東 7

503 寺社 平･中 慶弘寺跡
ケイコウジアト 岡田 岡田伊深 3

504 集落 平 百瀬南遺跡
モモセミナミイセキ 寿 寿豊丘(寿小学校周辺) 9

505 集落 古･平･中 下和田遺跡
シモワダイセキ 和田 和田下和田 8

506 古墳 古 塚山2号古墳
ツカヤマ2ゴウコフン 岡田 岡田下岡田 7

507 古墳 古 塚山3号古墳
ツカヤマ3ゴウコフン 岡田 岡田下岡田 7

508 集落 縄～平 寿南久保遺跡
コトブキミナミクボイセキ 寿 寿中1丁目 9
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509 集落 平 東新遺跡
ヒガシニイイセキ 新村 東新 8

510 集落 古・平 堂町遺跡
ドウマチイセキ 旧市 北深志3丁目 8

511 集落 縄･奈～近 カニホリ東遺跡
カニホリヒガシイセキ 中山 埴原西 4

512 集落 縄･奈～近 カニホリ西遺跡
カニホリニシイセキ 中山 埴原西 4

513 集落 古･平 水汲遺跡
ミズクマイセキ 本郷 水汲 3

514 古墳 古 藤井3号古墳
フジイ３ゴウコフン 里山辺 藤井 4

515 集落 弥～平 北起し遺跡
キタオコシイセキ 寿 寿小赤（北起し） 9

516 集落 古～平 小松下遺跡
コマツシタイセキ 旧市 筑摩4丁目 4

517 古墳 古 中山61号古墳
ナカヤマ６１ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

518 古墳 古 中山62号古墳
ナカヤマ６２ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

519 古墳 古 中山63号古墳
ナカヤマ６３ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

520 古墳 古 中山64号古墳
ナカヤマ６４ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

521 古墳 古 中山65号古墳
ナカヤマ６５ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

522 古墳 古 中山66号古墳
ナカヤマ６６ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

523 古墳 古 中山67号古墳
ナカヤマ６７ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

524 古墳 古 中山68号古墳
ナカヤマ６８ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

525 古墳 古 中山69号古墳
ナカヤマ６９ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

526 古墳 古 中山70号古墳
ナカヤマ７０ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

527 古墳 古 中山71号古墳
ナカヤマ７１ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

528 古墳 古 中山72号古墳
ナカヤマ７２ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

529 古墳 古 中山73号古墳
ナカヤマ７３ゴウコフン 中山 埴原北（鍬形原） 4

530 城館 中 桐原氏館跡
キリハラシヤカタアト 入山辺 西桐原 4

531 散布 縄 天神上遺跡
テンジンウエイセキ 入山辺 東桐原 4

532 集落 縄・平・中 中入古城の窪遺跡
ナカイリコジョウノクボイセキ 入山辺 上手町 4

533 集落 平 寿畑田遺跡
コトブキハタケダイセキ 寿 寿北1丁目 4

534 城館 中 千石雅楽の助館址
センゴクウタノスケヤカタアト 中山 埴原（大小屋ほか） 4

535 社寺 中・近 松陰寺遺跡
ショウインジイセキ 島内 平瀬川東 7

536 散布 縄・古～中 村井北遺跡
ムライキタイセキ 芳川 村井町北2丁目 9

537 城館 中 清水城跡
シミズジョウアト 島立 荒井 8

538 城館 中 殿城跡
トノジョウアト 和田 殿 8

539 城館 中 和田
ワダ

跡
アト 和田 衣外 8

1001 散布 縄 坊の平遺跡
ボウノタイライセキ 四賀 中川原山 2

1002 散布 縄 雷森遺跡
カンダチモリイセキ 四賀 中川原山 2

1003 散布 縄 山の神遺跡
ヤマノカミイセキ 四賀 中川原山 2

1004 散布 縄 しばりこば遺跡
シバリコバイセキ 四賀 中川横川 2

1005 散布 縄 番場遺跡
バンジョウイセキ 四賀 中川横川番場 2

1006 散布 縄 みたらし小屋遺跡
ミタラシゴヤイセキ 四賀 中川横川 2

1007 散布 縄 久保遺跡
クボイセキ 四賀 中川横川 2

1008 散布 縄 召田遺跡
メスダイセキ 四賀 中川召田 2

1009 散布 縄 矢久秋葉神社遺跡
ヤキュウアキバジンジャイセキ 四賀 中川矢久 2

1010 散布 縄 向田遺跡
ムコウダイセキ 四賀 中川矢久 2

（四賀地区）
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1011 散布 縄 長越遺跡
ナガコシイセキ 四賀 中川長越 2

1012 散布 縄 藤池秋葉社遺跡
フジイケアキバシャイセキ 四賀 中川藤池 2

1013 城跡 中 岩渕城跡
イワブチジョウアト 四賀 中川藤池 2

1014 城跡 中 唐鳥屋城跡
カラトヤジョウアト 四賀 会田岩井堂(筑北村界） 2

1015 城跡 中 虚空蔵山城跡
コクウゾウサンジョウアト 四賀 中川両瀬(筑北村界） 2

1016 城跡 中 虚空蔵山城跡(秋吉砦)
コクウゾウサンジョウアト（アキヨシトリデ） 四賀 中川両瀬 2

1017 城跡 中 虚空蔵山城跡(中の陣城）
コクウゾウサンジョウアト（ナカノジンジョウ） 四賀 中川小岩井 2

1018 城跡 中 うつつ城跡
ウツツジョウアト 四賀 会田岩井堂 2

1019 散布 縄 岩井堂遺跡
イワイドウイセキ 四賀 会田岩井堂 2

1020 散布 縄 小岩井遺跡
コイワイイセキ 四賀 中川小岩井 2

1021 散布 縄 山伏畑遺跡
ヤマブシバタイセキ 四賀 中川小岩井 2

1022 散布 縄 西村遺跡
ニシムライセキ 四賀 中川小岩井 2

1023
集落・
社寺

縄・奈～中 殿村遺跡
トノムライセキ 四賀 会田新町 2

1024 散布 縄 新町小路遺跡
シンマチコウジイセキ 四賀 会田新町 2

1025 散布 平 宮本遺跡
ミヤモトイセキ 四賀 会田宮本 2

1026 (欠番)

1027 散布 縄･平 西宮遺跡
ニシミヤイセキ 四賀 五常西宮 6・2

1028 城跡 中 笹城跡
ササジョウアト 四賀 五常西宮 2

1029 散布 縄 五輪平遺跡
ゴリンタイライセキ 四賀 五常中北山 6

1030 散布 平 神ノ木平遺跡
カミノキダイライセキ 四賀 五常西北山 6

1031 窯跡 平 八王子窯跡
ハチオウジカマアト 四賀 五常落水 6

1032 散布 縄･中 落水遺跡
オチミズイセキ 四賀 五常落水 6

1033 祭祀 縄 井刈遺跡
イガリイセキ 四賀 五常井刈 6

1034 散布 平 法音寺遺跡
ホウオンジイセキ 四賀 五常法音寺 6

1035 城跡 中 笹沢城跡
ササザワジョウアト 四賀 五常法音寺 6

1036 塚 中 斉田原経塚
サイダハラキョウヅカ 四賀 会田板場 2

1037 窯跡 平 斉田原窯跡
サイダハラカマアト 四賀 会田板場 2

1038 散布 縄 雁金遺跡
カリガネイセキ 四賀 会田本町 2

1039 散布 縄 山王遺跡
サンノウイセキ 四賀 会田本町 2

1040 窯跡 平 西山入口窯跡
ニシヤマイリグチカマアト 四賀 会田板場 2

1041 窯跡 平 板場窯跡
イタバカマアト 四賀 会田板場 2

1042 散布 縄 庚申堂遺跡
コウシンドウイセキ 四賀 会田板場 2

1043 散布 平 沢屋遺跡
サワヤイセキ 四賀 会田板場 2

1044 散布 縄 取出遺跡
トリデイセキ 四賀 会田取出 2

1045 散布 縄･弥･平 反町遺跡
ソリマチイセキ 四賀 錦部反町 2

1046 窯跡 平 鷹巣根城山西窯跡
タカスネジョウヤマニシカマアト 四賀 錦部刈谷原町 2

1047 散布 縄･平 学校付近遺跡
ガッコウフキンイセキ 四賀 錦部七嵐 2

1048 散布 平 七本松遺跡
ナナホンマツイセキ 四賀 錦部七嵐 ?

1049 城跡 中 鷹巣根城跡
タカスネジョウアト 四賀 錦部刈谷原町 2

1050 城跡 中 荒神尾城跡
コウジンオジョウアト 四賀 錦部七嵐 3

1051 城跡 中 見場城跡
ミバジョウアト 四賀 錦部七嵐上手山 3

1052 城跡 中 掻揚城跡
カキアゲジョウアト 四賀 錦部保福寺町 3

1053 城跡 中 一期城跡
イチゴジョウアト 四賀 中川召田 2
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番号 種　別 時　代 名　称 地　区 所　在　地
図

番号

1054 城跡 中 雨戸屋城跡
アマドヤジョウアト 四賀 会田岩井堂 2

1055 城跡 中 鳥の城物見跡
トリノシロモノミアト 四賀 中川横川 2

1056 城跡 中 火たき場
ヒタキバ 四賀 中川横川 ?

1057 城跡 中 三峯城跡
ミツミネジョウアト 四賀 五常西北山（安曇野市界) 6

1058 城跡 中 佐々野城跡
ササノジョウアト 四賀 五常西北山（安曇野市界) 6

1059 城跡 中 会田氏館跡
アイダシヤカタアト 四賀 会田新町 2

1060 集落 縄･弥･平 赤怒田遺跡
アカヌタイセキ 四賀 錦部赤怒田田中木戸 2

1061 (欠番)

1062 (欠番)

1063 (欠番)
1064 (欠番)
1065 (欠番)

1066 散布 縄 本町下宿遺跡
ホンマチシモジュクイセキ 四賀 会田本町 2

1067 城跡 中 砦跡
トリデアト 四賀 会田取出 2

1068 散布 縄 両瀬遺跡
リョウゼイセキ 四賀 中川両瀬 2

1069 散布 縄 金井秋葉社遺跡
カナイアキバシャイセキ 四賀 中川金井 2

1070 散布 縄 斎田原遺跡
サイダハライセキ 四賀 会田本町 2

1071 城跡 中 中の小屋
ナカノコヤ 四賀 中川矢久 2

1072 城跡 中 橋の小屋
ハシノコヤ 四賀 中川矢久 2

1073 城跡 中 オンマヤ
オンマヤ 四賀 中川矢久 ?

1074 散布 縄 学校畑遺跡
ガッコウハタケイセキ 四賀 五常上井刈 6

1075 散布 縄･平 大木戸遺跡
オオキドイセキ 四賀 五常大木戸 6

1076 散布 平･中 上郷遺跡
カミサトイセキ 四賀 五常上郷 2

1077 窯跡 平 狢皮窯跡
ムジナカワカマアト 四賀 錦部反町狢皮 2

1078 窯跡 平 赤土市兵衛沢窯跡
アカツチイチベエサワカマアト 四賀 会田板場 2

1079 集落 縄･奈･平･中 赤怒田コビヤシキ遺跡
アカヌタコビヤシキイセキ 四賀 錦部赤怒田 2

1080 城跡 中 無量寺下尾根の旗塚
ムリョウジシタオネノハタヅカ 四賀 会田岩井堂 2

1081 城跡 中 広田寺裏山の旗塚
コウデンジウラヤマノハタヅカ 四賀 会田本町 2

1082 城跡 中 鍋山城砦跡
ナベヤマジョウトリデアト 四賀 五常西北山 6

1083 祭祀 平 富士塚遺跡
フジツカイセキ 四賀 錦部反町 2

1084 城跡 中 猿こや
サルコヤ 四賀 錦部殿野入 3

1085 城跡 中 三峯社上の旗塚
ミツミネシャウエノハタヅカ 四賀 会田 2

1086 集落 中 上宿遺跡
カミジュクイセキ 四賀 会田本町 2

1087 社寺跡 中 長居原遺跡
ナガイハライセキ 四賀 会田 2

1088 窯跡 平 鷹巣根城山東窯跡
タカスネジョウヤマヒガシウカマアト 四賀 錦部刈谷原町 2

1089 城跡 中 備前原
ビゼンハラノヤカタアト

の館跡 四賀 会田備前原 2

1090 城跡 中 城
ショウジノミネ

二の峯 四賀 会田細原（筑北村境） 2

1201 集落 縄･平 蒲
ガマダ

田遺跡
イセキ 安曇 稲核 蒲田 12

1202 散布 縄･平 上ノ平遺跡
ウエンテライセキ 安曇 稲核 上ノ平 12

1203 散布 縄･平 宮ノ原遺跡
ミヤノハライセキ 安曇 大野川 宮ノ原 16

1204 散布 縄 学校敷地遺跡
ガッコウシキチイセキ 安曇 大野川 宮ノ原 16

1205 集落 縄･平 位沢遺跡
クライザワイセキ 安曇 大野川 番所 16

1206 散布 縄 馬ノ背遺跡
ウマノセイセキ 安曇 大野川 番所 17

(安曇地区)
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1207 集落 縄･平 楢ノ木坂遺跡
ナラノキサカイセキ 安曇 大野川 楢ノ木 21・22

1208 散布 縄 鈴蘭小屋遺跡
スズランコヤイセキ 安曇 大野川 鈴蘭 21・22

1209 散布 縄 梨子平遺跡
ナシダイライセキ 安曇 橋場 梨子平 12

1210 散布 中 隠れ小屋
カクレゴヤ 安曇 稲核 栃沢 ?

1211 その他 中 殿様小屋
トノサマゴヤ 安曇 稲核 栃沢 ?

1212 その他 中 池尻砦
イケジリトリデ 安曇 大野川 沢度 21

1213 散布 縄 番所遺跡
バンドコロイセキ 安曇 大野川 番所 16

1214 生産 中･近 大樋鉱山跡
オオビコウザンアト 安曇 大野川 鈴蘭 21

1401 散布 縄 入山遺跡
イリヤマイセキ 奈川 入山 17

1402 集落 縄 半場板遺跡
ハンバイタイセキ 奈川 田萱 17

1403 散布 縄 下島遺跡
シモジマイセキ 奈川 古宿 17

1404 散布 縄･古･平 三戸平遺跡
サントタイライセキ 奈川 古宿 17

1405 散布 縄 宮堂遺跡
ミヤドウイセキ 奈川 古宿 17

1406
散布･
墓址

縄・奈～近 渚の尻遺跡
ナギサノシリイセキ 奈川 黒川渡 17

1407 集落 縄 学間遺跡
ガクマイセキ 奈川 黒川渡学間 17

1408 散布 縄 上原遺跡
ウエハライセキ 奈川 黒川渡 17

1409 集落 縄･平･中 屋形原遺跡
ヤカタハライセキ 奈川 屋形原 17

1410 散布 古・平 奈良部遺跡
ナラベイセキ 奈川 奈良部 17

1411 散布 古･平 ミドウ原遺跡
ミドウハライセキ 奈川 金原 17

1412 散布 縄･平･中 北の原遺跡
キタノハライセキ 奈川 追平 17

1413 散布 縄・平 洞の沢遺跡
ホラノサワイセキ 奈川 追平 17

1414 散布 縄 上ノ原遺跡
ウエノハライセキ 奈川 金原 17

1415 散布 縄 曽倉沢遺跡
ソグラザワイセキ 奈川 追平 17

1416 散布 縄・平 天ヶ沢遺跡
テンガサワイセキ 奈川 大平 18

1417 散布 縄 多間畑遺跡
タマハタイセキ 奈川 寄合渡 18

1418 散布 縄 一里塚遺跡
イチリヅカイセキ 奈川 木曽路原 18

1419 散布 縄 木曽路原遺跡
キソジハライセキ 奈川 木曽路原 18

1420 散布 縄 水上沢遺跡
ミズカミサワイセキ 奈川 神谷 18

1421 散布 縄 奥の原遺跡
オクノハライセキ 奈川 神谷 18

1422 集落 古･平 一の沢遺跡
イチノサワイセキ 奈川 保平 18

1423 散布 縄 大唐沢遺跡
オオカラサワイセキ 奈川 川浦 18

1424 散布 縄 小沢寺裏遺跡
コサデラウライセキ 奈川 曽倉 18

1425 散布 縄 中島遺跡
ナカジマイセキ 奈川 黒川渡 17

1426 散布 縄 笹原遺跡
ササハライセキ 奈川 屋形原 17

1427 集落 中 焼小屋遺跡
ヤキコヤイセキ 奈川 屋形原 17

1428 散布 縄 大原､小原遺跡
オオハラ､コハライセキ 奈川 黒川渡 17

1429 散布 縄 タカソメ遺跡
タカソメイセキ 奈川 黒川渡 17

1430 散布 縄 コガサ遺跡
コガサイセキ 奈川 神谷 18

1601 散布 縄 押込遺跡
オシコイセキ 梓川 梓 中塔(押込) 11

1602 散布 縄 尖り屋敷遺跡
トンガリヤシキイセキ 梓川 梓 小室(北林) 11

(奈川地区)

(梓川地区)
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1603 散布 縄 展望山遺跡
テンボウヤマイセキ 梓川 梓 小室(小飛々沢) 11

1604 散布 縄 長者屋敷遺跡
チョウジャヤシキイセキ 梓川

梓 小室(長者屋敷)（安曇野市
境）

11

1605 散布 縄 堰南遺跡
セギナミイセキ 梓川 梓 小室(堰南) 11

1606 散布 縄 掘立山遺跡
ホッタテヤマイセキ 梓川 梓 小室(掘立山) 11

1607 散布 縄 安海渡遺跡
ヤスガイトイセキ 梓川 梓 小室(安海渡) 11

1608 散布 縄･奈･平 神道原遺跡
シントウハライセキ 梓川 梓 小室(神道原) 11

1609 散布 縄 中道沖遺跡
ナカミチオキイセキ 梓川 梓 上野原(中道沖) 11

1610 集落 奈･平 城上遺跡
シロウエイセキ 梓川 梓 下角影(城上) 8・11

1611 散布 縄･奈･平 仁王門遺跡
ニオウモンイセキ 梓川 梓 南北条(仁王門) 11

1612 散布 縄 上野原巾遺跡
ウエノハラハバイセキ 梓川 梓 上角影(巾) 11

1613 散布 縄 西林遺跡
セイリンイセキ 梓川 梓 上立田(西林) 11

1614 散布 縄 下原遺跡
シモハライセキ 梓川 梓 大久保(下原) 11

1615 集落 奈･平 田南遺跡
タナミイセキ 梓川 梓 大久保(田南) 11

1616 散布 縄 朝鮮原Ａ遺跡
チョウセンバラＡイセキ 梓川 梓 大久保 11

1617 散布 縄･弥･奈･平 朝鮮原Ｂ遺跡
チョウセンバラＢイセキ 梓川 梓 大久保 11

1618 集落 縄･弥･中 荒海渡遺跡
アラガイトイセキ 梓川 上野 荒海渡 11

1619 散布 縄 宮原遺跡
ミヤハライセキ 梓川 上野 寺家 11

1620 散布 奈･平･中 上の棚遺跡
ウエノタナイセキ 梓川 上野 花見 11

1621 散布 縄 上の平遺跡
ウエノタイライセキ 梓川 上野 八景山 11

1622 散布 奈･平 原庭遺跡
ハラニワイセキ 梓川 倭 北大妻(原庭) 8

1623 散布 奈･平 北大妻東遺跡
キタオオヅマヒガシイセキ 梓川 倭 下大妻 8

1624 散布 縄･奈･平 小梨沢口遺跡
コナシザワグチイセキ 梓川 倭 横沢 8

1625 古墳 古 大久保1号古墳
オオクボ1ゴウコフン 梓川 梓 大久保 11

1626 (欠番)
1627 (欠番)

1628 城館 中 中塔城跡
ナカトウジョウアト 梓川 梓 中塔(安曇野市境） 11

1629 城館 中 城日影砦跡
ジョウビカゲトリデアト 梓川 上野 八景山 11

1630 城館 中 尖屋敷跡
トンガリヤシキアト 梓川 梓 中塔（安曇野市境） 11

1631 城館 中 本神沢端砦跡
モトガミサワバタトリデアト 梓川 梓 北条 11

1632 城館 中 城の上砦跡
ジョウノウエトリデアト 梓川 梓 上角 11

1633 城館 中 北条城跡
キタジョウジョウアト 梓川 梓 北条 11

1634 城館 中 伊藤坂上砦跡
イトウサカウエトリデアト 梓川 梓 上角 11

1635 城館 中 亀山砦跡
カメヤマトリデアト 梓川 梓 大久保 11

1636 城館 中 於田屋館跡
オタヤヤカタアト 梓川 梓 南北条 11

1637 城館 中 西林砦跡
セイリントリデアト 梓川 梓 上立田 11

1638 城館 中 田屋城跡
タヤジョウアト 梓川 上野　田屋 11

1639 城館 中 桜坂上砦跡
サクラサカウエトリデアト 梓川 梓 大久保 11

1640 城館 中 柳坂上砦跡
ヤナギザカウエトリデアト 梓川 梓 大久保 11

1641 城館 中 荒海渡砦跡
アラガイトトリデアト 梓川 上野　荒海渡 11

1642 城館 中 中村館跡
ナカムラヤカタアト 梓川 上野　中 11

1643 城館 中 長坂上砦跡
ナガサカウエトリデアト 梓川 上野　寺家 11

1644 城館 中 鞠子山砦跡
マリコヤマトリデアト 梓川 上野　花見 11

1645 城館 中 大妻氏館跡
オオヅマシヤカタアト 梓川 倭 北大妻 8
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1646 城館 中 氷室館跡
ヒムロヤカタアト 梓川 倭 氷室 8

1647 城館 中 岩岡館跡
イワオカヤカタアト 梓川 倭 南大妻 8

1648 集落 平 氷室東遺跡
ヒムロヒガシイセキ 梓川 倭 氷室 8

1649 集落 縄 千間林遺跡
センマバヤシイセキ 梓川 梓 北条 11

1650 集落 奈・平・中 氷室西遺跡
ヒムロニシイセキ 梓川 倭 氷室 8

1801 集落 縄 上野遺跡
ウエノイセキ 波田 三溝 8

1802 集落 縄・平 葦原遺跡
アシハライセキ 波田 葦原 8

1803 集落 縄・平 波田下島遺跡
ハタシモジマイセキ 波田 下島 8

1804 集落 縄・弥・平 波田下原遺跡
ハタシモハライセキ 波田・

和田
下原・中西原 8

1805 散布 縄・平 見付久保遺跡
ミツケクボイセキ 波田 見付久保 11

1806 散布 縄・平 御殿場
ゴテンバ

遺跡
イセキ 波田 御殿場 8

1807 集落 縄・弥 麻神遺跡
オガミイセキ 波田 下波田 11

1808 散布 縄 五十畝遺跡
ゴジュウウネイセキ 波田 下波田 11

1809 散布 縄 権現遺跡
ゴンゲンイセキ 波田 下波田 11

1810 散布 縄・弥・平 平林遺跡
ヒラバヤシイセキ 波田 下波田 11

1811 散布 縄 唐沢遺跡
カラサワイセキ 波田 中下原 11

1812 集落 縄 中下原遺跡
チュウゲハライセキ 波田 中下原 11

1813 散布 縄 鼠海渡遺跡
ネズミガイトイセキ 波田 中波田 11

1814 集落 弥・平 古神遺跡
コガミイセキ 波田 中波田 11

1815 散布
縄・弥・平・
中 古城遺跡

フルジョウイセキ 波田 中波田 11

1816 散布 縄 中波田堀の内遺跡
ナカハタホリノウチイセキ 波田 中波田 11

1817 散布 縄・平 寺山遺跡
テラヤマイセキ 波田 上波田 11

1818 散布 縄・平 上海渡遺跡
カミガイトイセキ 波田 上海渡 11

1819 散布 縄 鳴音原遺跡
ナルオハライセキ 波田 赤松 11

1820 寺社 中･近 若澤寺跡
ニャクタクジアト 波田 水沢 11

1821 集落 縄 西光寺遺跡
サイコウジイセキ 波田 上波田 11

1822 城館 中 櫛木城跡（西光寺城跡）
クシキジョウアト（サイコウジジョウアト） 波田 上波田 11

1823 寺社 平・中 元寺場跡
モトテラバアト 波田 水沢 11

1824 城館 中･近 波多山城跡
ハタヤマジョウアト 波田 水沢 11

1825 城館 中･近 淡路城跡
アワジジョウアト 波田 淡路 11

1826 城館 中 夏道の砦跡
ナツミチノトリデアト 波田 前渕 11

1827
寺社・
その他

平・中 真光寺
シンコウジイセキ

遺跡 波田 三溝 8

 凡例

 ・「地区」は旧市町村名による。

(波田地区)

 ・「時代」は　縄：縄文　弥：弥生　古：古墳　奈：奈良　平：平安　中：中世　近：近世（江戸）の各時代とする。


