
　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

1 5900-001-000 西別府祭祀遺跡 にしべっぷさいしいせき 西別府

2 5900-002-000 西別府廃寺 にしべっぷはいじ 西別府

3 5900-003-000 大竹遺跡 おおたけいせき
西別府、別府２丁目、別府
３丁目

4 5900-004-000 別府古墳群 べっぷこふんぐん
東別府、西別府、別府３丁
目、別府４丁目、別府５丁
目、玉井

5 5900-004-001 別府古墳群鳥山古墳 べっぷこふんぐんとりやまこふん 東別府

6 5900-004-002 別府古墳群二子山古墳 べっぷこふんぐんふたごやまこふん 西別府

7 5900-004-003 別府古墳群小塚古墳 べっぷこふんぐんおつかこふん 東別府

8 5900-004-004 別府古墳群金森古墳 べっぷこふんぐんかなもりこふん 別府３丁目

9 5900-004-005 別府古墳群第５号墳 べっぷこふんぐんだい5ごうふん 別府３丁目

10 5900-004-006 別府古墳群第６号墳 べっぷこふんぐんだい6ごうふん 別府４丁目

11 5900-004-007 別府古墳群房森古墳 べっぷこふんぐんふさもりこふん 別府４丁目

12 5900-004-008 別府古墳群ヤス塚古墳 べっぷこふんぐんやすづかこふん 東別府

13 5900-004-009 別府古墳群仲廓古墳 べっぷこふんぐんなかぐるわこふん 東別府

14 5900-004-010 別府古墳群第１０号墳 べっぷこふんぐんだい10ごうふん 東別府

15 5900-004-011 別府古墳群第１１号墳 べっぷこふんぐんだい11ごうふん 東別府

16 5900-004-012 別府古墳群第１２号墳 べっぷこふんぐんだい12ごうふん 東別府

17 5900-004-013 別府古墳群カンニチ山古墳 べっぷこふんぐんかんにちやまこふん 東別府

18 5900-004-014 別府古墳群第１４号墳 べっぷこふんぐんだい14ごうふん 東別府

19 5900-004-015 別府古墳群第１５号墳 べっぷこふんぐんだい15ごうふん 東別府

20 5900-004-016 別府古墳群第１６号墳 べっぷこふんぐんだい16ごうふん 玉井

21 5900-004-017 別府古墳群すか様古墳 べっぷこふんぐんすかさまこふん 東別府

22 5900-004-018 別府古墳群第１８号墳 べっぷこふんぐんだい18ごうふん 東別府

23 5900-005-000 埋鳥遺跡 うめとりいせき 東別府

24 5900-006-000 別府三丁目遺跡 べっぷ３ちょうめいせき
別府三丁目、別府四丁目、
別府五丁目

25 5900-007-000 玉井古墳群 たまいこふんぐん 玉井、代、上奈良、中奈良

26 5900-007-001 玉井古墳群第１号墳 たまいこふんぐんだい1ごうふん 玉井

27 5900-007-002 玉井古墳群第２号墳 たまいこふんぐんだい2ごうふん 玉井

28 5900-007-003 玉井古墳群第３号墳 たまいこふんぐんだい3ごうふん 玉井

29 5900-007-004 玉井古墳群第４号墳 たまいこふんぐんだい4ごうふん 玉井

30 5900-007-005 玉井古墳群第５号墳 たまいこふんぐんだい5ごうふん 玉井

31 5900-007-006 玉井古墳群第６号墳 たまいこふんぐんだい6ごうふん 玉井

32 5900-007-007 玉井古墳群第７号墳 たまいこふんぐんだい7ごうふん 玉井

33 5900-007-008 玉井古墳群第８号墳 たまいこふんぐんだい8ごうふん 玉井

34 5900-007-009 玉井古墳群第９号墳 たまいこふんぐんだい9ごうふん 玉井

資料：江南文化財センター

市内遺跡一覧　（平成２３年３月３１日現在）



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

35 5900-007-010 玉井古墳群第１０号墳 たまいこふんぐんだい10ごうふん 玉井

36 5900-007-011 玉井古墳群第１１号墳 たまいこふんぐんだい11ごうふん 玉井

37 5900-007-012 玉井古墳群第１２号墳 たまいこふんぐんだい12ごうふん 中奈良

38 5900-007-013 玉井古墳群第１３号墳 たまいこふんぐんだい13ごうふん 上奈良

39 5900-007-014 玉井古墳群本代遺跡１号墳
たまいこふんぐんもとだいいせき1ごう
ふん

代

40 5900-007-015 玉井古墳群新ヶ谷戸１号墳 たまいこふんぐんしんがやと1ごうふん 上奈良

41 5900-008-000 奈良古墳群 ならこふんぐん 中奈良、下奈良、奈良新田

42 5900-008-001 奈良古墳群横塚山古墳 ならこふんぐんよこつかやまこふん 中奈良

43 5900-009-000 原島古墳群 はらじまこふんぐん 代、原島

44 5900-009-001 原島古墳群第１号墳 はらじまこふんぐんだい1ごうふん 代

45 5900-009-002 原島古墳群第２号墳 はらじまこふんぐんだい2ごうふん 代

46 5900-009-003 原島古墳群第３号墳 はらじまこふんぐんだい3ごうふん 原島

47 5900-010-000 中条古墳群 ちゅうじょうこふんぐん
小曽根、大塚、上中条、
上川上、今井

48 5900-010-001 中条古墳群第１号墳 ちゅうじょうこふんぐんだい1ごうこふん 小曽根

49 5900-010-002 中条古墳群大塚古墳 ちゅうじょうこふんぐんおおつかこふん 大塚

50 5900-010-003 中条古墳群第３号墳 ちゅうじょうこふんぐんだい3ごうふん 大塚

51 5900-010-004 中条古墳群鎧塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんよろいづかこふ
ん

上中条

52 5900-010-005 中条古墳群女塚１号墳 ちゅうじょうこふんぐんめづか1ごうふん 今井

53 5900-010-006 中条古墳群女塚２号墳 ちゅうじょうこふんぐんめづか2ごうふん 今井

54 5900-010-007 中条古墳群女塚３号墳 ちゅうじょうこふんぐんめづか3ごうふん 今井

55 5900-010-008 中条古墳群女塚４号墳 ちゅうじょうこふんぐんめづか4ごうふん 今井

56 5900-010-009 中条古墳群女塚５号墳 ちゅうじょうこふんぐんめづか5ごうふん 今井

57 5900-010-010 中条古墳群丸塚古墳 ちゅうじょうこふんぐんまるづかこふん 今井

58 5900-010-011 中条古墳群聖天塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんしょうてんづかこ
ふん

上中条

59 5900-010-012 中条古墳群権現山古墳
ちゅうじょうこふんぐんごんげんやまこ
ふん

上中条

60 5900-010-013 中条古墳群稚児塚古墳 ちゅうじょうこふんぐんちごづかこふん 上中条

61 5900-010-014 中条古墳群行人塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんぎょうにんづかこ
ふん

上中条

62 5900-010-015 中条古墳群鹿那祗西古墳
ちゅうじょうこふんぐんかなぎにしこふ
ん

上中条

63 5900-010-016 中条古墳群雷電塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんらいでんづかこ
ふん

上中条

64 5900-010-017 中条古墳群屯倉塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんみやけづかこふ
ん

上中条

65 5900-010-018 中条古墳群団扇塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんうちわづかこふ
ん

上中条

66 5900-010-019 中条古墳群鍋塚古墳 ちゅうじょうこふんぐんなべづかこふん 上中条

67 5900-010-020 中条古墳群金堀塚古墳
ちゅうじょうこふんぐんかなほりづかこ
ふん

小曽根

68 5900-010-021 中条古墳群小曽根神社古墳
ちゅうじょうこふんぐんおぞねじんじゃこ
ふん

小曽根

69 5900-010-022 中条古墳群鹿那祗東古墳
ちゅうじょうこふんぐんかなぎひがしこ
ふん

上中条

70 5900-010-023 中条古墳群第２３号墳 ちゅうじょうこふんぐんだい23ごうふん 上中条

71 5900-010-024 中条古墳群女塚６号墳 ちゅうじょうこふんぐんめづか6ごうふん 今井

72 5900-010-025 中条古墳群北島遺跡第１９地点第１号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい1ごうふん

上中条
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73 5900-010-026 中条古墳群北島遺跡第１９地点第２号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい2ごうふん

上中条

74 5900-010-027 中条古墳群北島遺跡第１９地点第３号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい3ごうふん

上川上

75 5900-010-028 中条古墳群北島遺跡第１９地点第４号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい4ごうふん

上中条

76 5900-010-029 中条古墳群北島遺跡第１９地点第５号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい5ごうふん

上中条

77 5900-010-030 中条古墳群北島遺跡第１９地点第６号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい6ごうふん

上川上

78 5900-010-031 中条古墳群北島遺跡第１９地点第７号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい7ごうふん

上川上

79 5900-010-032 中条古墳群北島遺跡第１９地点第８号墳
ちゅうじょうこふんぐんきたじまいせきだ
い19ちてんだい8ごうふん

上川上

80 5900-010-033 中条古墳群田谷遺跡第１号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい1
ごうふん

上中条

81 5900-010-034 中条古墳群田谷遺跡第２号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい2
ごうふん

大塚

82 5900-010-035 中条古墳群田谷遺跡第３号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい3
ごうふん

上中条

83 5900-010-036 中条古墳群田谷遺跡第４号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい4
ごうふん

上中条

84 5900-010-037 中条古墳群田谷遺跡第５号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい5
ごうふん

上中条

85 5900-010-038 中条古墳群田谷遺跡第６号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい6
ごうふん

上中条

86 5900-010-039 中条古墳群田谷遺跡第７号墳
ちゅうじょうこふんぐんたやいせきだい7
ごうふん

上中条

87 5900-011-000 中条遺跡 ちゅうじょういせき 上中条、今井

88 5900-012-000 肥塚古墳群 こいづかこふんぐん
肥塚、肥塚1丁目、肥塚２
丁目、肥塚３丁目、中央５
丁目

89 5900-012-001 肥塚古墳群第１号墳 こいづかこふんぐんだい1ごうふん 肥塚

90 5900-012-002 肥塚古墳群第２号墳 こいづかこふんぐんだい2ごうふん 肥塚

91 5900-012-003 肥塚古墳群第３号墳 こいづかこふんぐんだい3ごうふん 肥塚

92 5900-012-004 肥塚古墳群第４号墳 こいづかこふんぐんだい4ごうふん 肥塚

93 5900-012-005 肥塚古墳群第５号墳 こいづかこふんぐんだい5ごうふん 肥塚

94 5900-012-006 肥塚古墳群第６号墳 こいづかこふんぐんだい6ごうふん 肥塚

95 5900-012-007 肥塚古墳群第７号墳 こいづかこふんぐんだい7ごうふん 肥塚

96 5900-012-008 肥塚古墳群第８号墳 こいづかこふんぐんだい8ごうふん 肥塚

97 5900-012-009 肥塚古墳群第９号墳 こいづかこふんぐんだい9ごうふん 肥塚３丁目

98 5900-012-010 肥塚古墳群第１０号墳 こいづかこふんぐんだい10ごうふん 中央１丁目

99 5900-012-011 肥塚古墳群第１１号墳 こいづかこふんぐんだい11ごうふん 肥塚

100 5900-012-012 肥塚古墳群第１２号墳 こいづかこふんぐんだい12ごうふん 肥塚

101 5900-012-013 肥塚古墳群第１３号墳 こいづかこふんぐんだい13ごうふん 肥塚

102 5900-012-014 肥塚古墳群第１４号墳 こいづかこふんぐんだい14ごうふん 肥塚

103 5900-012-015 肥塚古墳群第１５号墳 こいづかこふんぐんだい15ごうふん 肥塚

104 5900-012-016 肥塚古墳群第１６号墳 こいづかこふんぐんだい16ごうふん 肥塚

105 5900-013-000 上之古墳群 かみのこふんぐん 上之

106 5900-013-001 上之古墳群第１号墳 かみのこふんぐんだい1ごうふん 上之

107 5900-013-002 上之古墳群第２号墳 かみのこふんぐんだい2ごうふん 上之

108 5900-014-000 成田遺跡 なりたいせき 上之、上川上

109 5900-015-000 宮の裏遺跡 みやのうらいせき 上之
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110 5900-016-000 諏訪木遺跡 すわのきいせき 上之、箱田

111 5900-017-000 平戸遺跡 ひらといせき 平戸

112 5900-018-000 樋の上遺跡 ひのうえいせき 三ヶ尻、拾六間、新堀新田

113 5900-019-000 三ヶ尻遺跡 みかじりいせき 三ヶ尻、拾六間

114 5900-020-000 森遺跡 もりいせき 三ヶ尻

115 5900-021-000 三ヶ尻古墳群 みかじりこふんぐん 三ヶ尻

116 5900-021-001 三ヶ尻古墳群二子山古墳 みかじりこふんぐんふたごやまこふん 三ヶ尻

117 5900-021-002 三ヶ尻古墳群第２号墳 みかじりこふんぐんだい2ごうふん 三ヶ尻

118 5900-021-003 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡４号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き4ごうふん

三ヶ尻

119 5900-021-004 三ヶ尻古墳群御経塚古墳 みかじりこふんぐんおきょうづかこふん 三ヶ尻

120 5900-021-005 三ヶ尻古墳群第５号墳 みかじりこふんぐんだい5ごうふん 三ヶ尻

121 5900-021-006 三ヶ尻古墳群稲荷塚古墳 みかじりこふんぐんいなりづかこふん 三ヶ尻

122 5900-021-007 三ヶ尻古墳群第７号墳 みかじりこふんぐんだい7ごうふん 三ヶ尻

123 5900-021-008 三ヶ尻古墳群第８号墳 みかじりこふんぐんだい8ごうふん 三ヶ尻

124 5900-021-009 三ヶ尻古墳群第９号墳 みかじりこふんぐんだい9ごうふん 三ヶ尻

125 5900-021-010 三ヶ尻古墳群第１０号墳 みかじりこふんぐんだい10ごうふん 三ヶ尻

126 5900-021-011 三ヶ尻古墳群第１１号墳 みかじりこふんぐんだい11ごうふん 三ヶ尻

127 5900-021-012 三ヶ尻古墳群第１２号墳 みかじりこふんぐんだい12ごうふん 三ヶ尻

128 5900-021-013 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡６号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き6ごうふん

三ヶ尻

129 5900-021-014 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡７号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き7ごうふん

三ヶ尻

130 5900-021-015 三ヶ尻古墳群第１５号墳 みかじりこふんぐんだい15ごうふん 三ヶ尻

131 5900-021-016 三ヶ尻古墳群三ヶ尻Ｎｏ．８０古墳
みかじりこふんぐんみかじりNo.80こふ
ん

三ヶ尻

132 5900-021-017 三ヶ尻古墳群第１７号墳 みかじりこふんぐんだい17ごうふん 三ヶ尻

133 5900-021-018 三ヶ尻古墳群第１８号墳 みかじりこふんぐんだい18ごうふん 三ヶ尻

134 5900-021-019 三ヶ尻古墳群第１９号墳 みかじりこふんぐんだい19ごうふん 三ヶ尻

135 5900-021-020 三ヶ尻古墳群第２０号墳 みかじりこふんぐんだい20ごうふん 三ヶ尻

136 5900-021-021 三ヶ尻古墳群第２１号墳 みかじりこふんぐんだい21ごうふん 三ヶ尻

137 5900-021-022 三ヶ尻古墳群運派塚古墳 みかじりこふんぐんうんぱづかこふん 三ヶ尻

138 5900-021-023 三ヶ尻古墳群第２３号墳 みかじりこふんぐんだい23ごうふん 三ヶ尻

139 5900-021-024 三ヶ尻古墳群第２４号墳 みかじりこふんぐんだい24ごうふん 三ヶ尻

140 5900-021-025 三ヶ尻古墳群第２５号墳 みかじりこふんぐんだい25ごうふん 三ヶ尻

141 5900-021-026 三ヶ尻古墳群第２６号墳 みかじりこふんぐんだい26ごうふん 三ヶ尻

142 5900-021-027 三ヶ尻古墳群第２７号墳 みかじりこふんぐんだい27ごうふん 三ヶ尻

143 5900-021-028 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡９号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き9ごうふん

三ヶ尻

144 5900-021-029 三ヶ尻古墳群第２９号墳 みかじりこふんぐんだい29ごうふん 三ヶ尻

145 5900-021-030 三ヶ尻古墳群第３０号墳 みかじりこふんぐんだい30ごうふん 三ヶ尻

146 5900-021-031 三ヶ尻古墳群第３１号墳 みかじりこふんぐんだい31ごうふん 三ヶ尻

147 5900-021-032 三ヶ尻古墳群第３２号墳 みかじりこふんぐんだい32ごうふん 三ヶ尻



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

148 5900-021-033 三ヶ尻古墳群第３３号墳 みかじりこふんぐんだい33ごうふん 三ヶ尻

149 5900-021-034 三ヶ尻古墳群第３４号墳 みかじりこふんぐんだい34ごうふん 三ヶ尻

150 5900-021-035 三ヶ尻古墳群第３５号墳 みかじりこふんぐんだい35ごうふん 三ヶ尻

151 5900-021-036 三ヶ尻古墳群第３６号墳 みかじりこふんぐんだい36ごうふん 三ヶ尻

152 5900-021-037 三ヶ尻古墳群第３７号墳 みかじりこふんぐんだい37ごうふん 三ヶ尻

153 5900-021-038 三ヶ尻古墳群第３８号墳 みかじりこふんぐんだい38ごうふん 三ヶ尻

154 5900-021-039 三ヶ尻古墳群第３９号墳 みかじりこふんぐんだい39ごうふん 三ヶ尻

155 5900-021-040 三ヶ尻古墳群第４０号墳 みかじりこふんぐんだい40ごうふん 三ヶ尻

156 5900-021-041 三ヶ尻古墳群第４１号墳 みかじりこふんぐんだい41.ごうふん 三ヶ尻

157 5900-021-042 三ヶ尻古墳群第４２号墳 みかじりこふんぐんだい42ごうふん 三ヶ尻

158 5900-021-043 三ヶ尻古墳群三ヶ尻天王遺跡１号墳
みかじりこふんぐんみかじりてんのうい
せき1ごうふん

三ヶ尻

159 5900-021-044 三ヶ尻古墳群三ヶ尻天王遺跡２号墳
みかじりこふんぐんみかじりてんのうい
せき2ごうふん

三ヶ尻

160 5900-021-045 三ヶ尻古墳群三ヶ尻天王遺跡３号墳
みかじりこふんぐんみかじりてんのうい
せき3ごうふん

三ヶ尻

161 5900-021-046 三ヶ尻古墳群三ヶ尻天王遺跡４号墳
みかじりこふんぐんみかじりてんのうい
せき4ごうふん

三ヶ尻

162 5900-021-047 三ヶ尻古墳群三ヶ尻天王遺跡５号墳
みかじりこふんぐんみかじりてんのうい
せき5ごうふん

三ヶ尻

163 5900-021-048 三ヶ尻古墳群三ヶ尻天王遺跡６号墳
みかじりこふんぐんみかじりてんのうい
せき6ごうふん

三ヶ尻

164 5900-021-049 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き1ごうふん

三ヶ尻

165 5900-021-050 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡２号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き2ごうふん

三ヶ尻

166 5900-021-051 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡３号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き3ごうふん

三ヶ尻

167 5900-021-052 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡５号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き5ごうふん

三ヶ尻

168 5900-021-053 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡８号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き8ごうふん

三ヶ尻

169 5900-021-054 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１０号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き10ごうふん

三ヶ尻

170 5900-021-055 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１１号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き11ごうふん

三ヶ尻

171 5900-021-056 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１２号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き12ごうふん

三ヶ尻

172 5900-021-057 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１３号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き13ごうふん

三ヶ尻

173 5900-021-058 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１４号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き14ごうふん

三ヶ尻

174 5900-021-059 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１５号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き15ごうふん

三ヶ尻

175 5900-021-060 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１６号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き16ごうふん

三ヶ尻

176 5900-021-061 三ヶ尻古墳群三ヶ尻林遺跡１７号墳
みかじりこふんぐんみかじりはやしいせ
き17ごうふん

三ヶ尻

177 5900-021-062 三ヶ尻古墳群第６２号墳 みかじりこふんぐんだい62ごうふん 三ヶ尻

178 5900-022-000 庚申塚遺跡 こうしんづかいせき 三ヶ尻

179 5900-023-000 中郷古墳 なかごうこふん 大麻生

180 5900-024-000 広瀬古墳群 ひろせこふんぐん 広瀬、大麻生

181 5900-024-001 広瀬古墳群第１号墳 ひろせこふんぐんだい1ごうふん 広瀬

182 5900-024-002 広瀬古墳群第２号墳 ひろせこふんぐんだい2ごうふん 大麻生

183 5900-024-003 広瀬古墳群宮塚古墳 ひろせこふんぐんみやつかこふん 広瀬

184 5900-024-004 広瀬古墳群第４号墳 ひろせこふんぐんだい4ごうふん 広瀬

185 5900-024-005 広瀬古墳群第５号墳 ひろせこふんぐんだい5ごうふん 広瀬



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

186 5900-024-006 広瀬古墳群第６号墳 ひろせこふんぐんだい6ごうふん 広瀬

187 5900-024-007 広瀬古墳群稲荷塚古墳 ひろせこふんぐんいなりづかこふん 広瀬

188 5900-024-008 広瀬古墳群神明塚古墳 ひろせこふんぐんしんめいづかこふん 広瀬

189 5900-024-009 広瀬古墳群第９号墳 ひろせこふんぐんだい9ごうふん 広瀬

190 5900-024-010 広瀬古墳群第１０号墳 ひろせこふんぐんだい10ごうふん 小島

191 5900-024-011 広瀬古墳群第１１号墳 ひろせこふんぐんだい11ごうふん 広瀬

192 5900-025-000 石原古墳群 いしはらこふんぐん 小島、広瀬、石原

193 5900-025-001 石原古墳群第１号墳 いしはらこふんぐんだい1ごうふん 石原

194 5900-025-002 石原古墳群第２号墳 いしはらこふんぐんだい2ごうふん 石原

195 5900-025-003 石原古墳群第３号墳 いしはらこふんぐんだい3ごうふん 石原

196 5900-025-004 石原古墳群第４号墳 いしはらこふんぐんだい4ごうふん 石原

197 5900-025-005 石原古墳群第５号墳 いしはらこふんぐんだい5ごうふん 石原

198 5900-025-006 石原古墳群第６号墳 いしはらこふんぐんだい6ごうふん 石原

199 5900-025-007 石原古墳群第７号墳 いしはらこふんぐんだい7ごうふん 石原

200 5900-025-008 石原古墳群第８号墳 いしはらこふんぐんだい8ごうふん 石原

201 5900-025-009 石原古墳群第９号墳 いしはらこふんぐんだい9ごうふん 小島

202 5900-025-010 石原古墳群第１０号墳 いしはらこふんぐんだい10ごうふん 小島

203 5900-025-011 石原古墳群おとうか山古墳 いしはらこふんぐんおとうかやまこふん 広瀬

204 5900-025-012 石原古墳群第１２号墳 いしはらこふんぐんだい12ごうふん 広瀬

205 5900-025-013 石原古墳群薬師堂古墳 いしはらこふんぐんやくしどうこふん 広瀬

206 5900-025-014 石原古墳群第１４号墳 いしはらこふんぐんだい14ごうふん 石原

207 5900-025-015 石原古墳群第１５号墳 いしはらこふんぐんだい15ごうふん 石原

208 5900-026-000 万吉下原古墳群 まげちしもはらこふんぐん 万吉、平塚新田

209 5900-026-001 万吉下原古墳群万吉下原遺跡第１号墳
まげちしもはらこふんぐんまげちしもは
らいせきだい1ごうふん

万吉

210 5900-026-002 万吉下原古墳群万吉下原遺跡第５号墳
まげちしもはらこふんぐんまげちしもは
らいせきだい5ごうふん

万吉、平塚新田

211 5900-026-003 万吉下原古墳群万吉下原遺跡第６号墳
まげちしもはらこふんぐんまげちしもは
らいせきだい6ごうふん

平塚新田

212 5900-026-004 万吉下原古墳群第７号墳
まげちしもはらこふんぐんだい7ごうふ
ん

万吉

213 5900-026-005 万吉下原古墳群第８号墳
まげちしもはらこふんぐんだい8ごうふ
ん

万吉

214 5900-026-006
万吉下原古墳群万吉下原遺跡第２号方形周溝
墓

まげちしもはらこふんぐんまげちしもは
らいせきだい2ごうほうけいしゅうこうぼ

万吉

215 5900-026-007
万吉下原古墳群万吉下原遺跡第３号方形周溝
墓

まげちしもはらこふんぐんまげちしもは
らいせきだい3ごうほうけいしゅうこうぼ

万吉

216 5900-026-008
万吉下原古墳群万吉下原遺跡第４号方形周溝
墓

まげちしもはらこふんぐんまげちしもは
らいせきだい4ごうほうけいしゅうこうぼ

万吉

217 5900-027-000 瀬戸山古墳群 せとやまこふんぐん 楊井、平塚新田、万吉

218 5900-027-001 瀬戸山古墳群伊勢山古墳 せとやまこふんぐんいせやまこふん 楊井

219 5900-027-002 瀬戸山古墳群第２１号墳 せとやまこふんぐんだい21ごうふん 楊井

220 5900-027-003 瀬戸山古墳群第２２号墳 せとやまこふんぐんだい22ごうふん 楊井

221 5900-027-004 瀬戸山古墳群第２３号墳 せとやまこふんぐんだい23ごうふん 楊井

222 5900-027-005 瀬戸山古墳群第２４号墳 せとやまこふんぐんだい24ごうふん 楊井

223 5900-027-006 瀬戸山古墳群第２５号墳 せとやまこふんぐんだい25ごうふん 揚井



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

224 5900-027-007 瀬戸山古墳群楊井薬師寺古墳第１号墳
せとやまこふんぐんやぎいやくしじこふ
んだい1ごうふん

楊井

225 5900-027-008 瀬戸山古墳群楊井薬師寺古墳第２号墳
せとやまこふんぐんやぎいやくしじこふ
んだい2ごうふん

楊井

226 5900-027-009 瀬戸山古墳群楊井薬師寺古墳第３号墳
せとやまこふんぐんやぎいやくしじこふ
んだい3ごうふん

楊井

227 5900-027-010 瀬戸山古墳群第２６号墳 せとやまこふんぐんだい26ごうふん 楊井

228 5900-027-011 瀬戸山古墳群第２７号墳 せとやまこふんぐんだい27ごうふん 楊井

229 5900-027-012 瀬戸山古墳群楊井古墳 せとやまこふんぐんやぎいこふん 楊井

230 5900-027-013 瀬戸山古墳群第２８号墳 せとやまこふんぐんだい28ごうふん 楊井

231 5900-027-014 瀬戸山古墳群第１号墳 せとやまこふんぐんだい1ごうふん 平塚新田

232 5900-027-015 瀬戸山古墳群第２号墳 せとやまこふんぐんだい2ごうふん 平塚新田

233 5900-027-016 瀬戸山古墳群第３号墳 せとやまこふんぐんだい3ごうふん 楊井

234 5900-027-017 瀬戸山古墳群第４号墳 せとやまこふんぐんだい4ごうふん 楊井

235 5900-027-018 瀬戸山古墳群第５号墳 せとやまこふんぐんだい5ごうふん 平塚新田

236 5900-027-019 瀬戸山古墳群第６号墳 せとやまこふんぐんだい6ごうふん 平塚新田、楊井

237 5900-027-020 瀬戸山古墳群第７号墳 せとやまこふんぐんだい7ごうふん 楊井

238 5900-027-021 瀬戸山古墳群第８号墳 せとやまこふんぐんだい8ごうふん 平塚新田

239 5900-027-022 瀬戸山古墳群第９号墳 せとやまこふんぐんだい9ごうふん 平塚新田、楊井

240 5900-027-023 瀬戸山古墳群第１０号墳 せとやまこふんぐんだい10ごうふん 平塚新田、楊井

241 5900-027-024 瀬戸山古墳群第１１号墳 せとやまこふんぐんだい11ごうふん 平塚新田

242 5900-027-025 瀬戸山古墳群第１２号墳 せとやまこふんぐんだい12ごうふん 楊井

243 5900-027-026 瀬戸山古墳群第１３号墳 せとやまこふんぐんだい13ごうふん 平塚新田

244 5900-027-027 瀬戸山古墳群第１４号墳 せとやまこふんぐんだい14ごうふん 平塚新田、楊井

245 5900-027-028 瀬戸山古墳群第１５号墳 せとやまこふんぐんだい15ごうふん 楊井

246 5900-027-029 瀬戸山古墳群第１６号墳 せとやまこふんぐんだい16ごうふん 楊井

247 5900-027-030 瀬戸山古墳群第１７号墳 せとやまこふんぐんだい17ごうふん 楊井

248 5900-027-031 瀬戸山古墳群第１８号墳 せとやまこふんぐんだい18ごうふん 楊井

249 5900-027-032 瀬戸山古墳群第１９号墳 せとやまこふんぐんだい19ごうふん 楊井

250 5900-027-033 瀬戸山古墳群第２０号墳 せとやまこふんぐんだい20ごうふん 楊井

251 5900-028-000 瀬戸山遺跡 せとやまいせき 楊井、平塚新田、万吉

252 5900-029-000 楊井前原遺跡 やぎいまえはらいせき 楊井

253 5900-030-000 久下氏館跡 くげしやかたあと 久下

254 5900-031-000 市田氏館跡 いちだしやかたあと 久下

255 5900-032-000 成田氏館跡 なりたしやかたあと 上之

256 5900-033-000 中条氏館跡 ちゅうじょうしやかたあと 上中条

257 5900-034-000 熊谷氏館跡 くまがいしやかたあと
仲町、宮町１丁目、本町１
丁目

258 5900-035-000 奈良氏館跡 ならしやかたあと 上奈良

259 5900-036-000 玉井陣屋跡 たまいじんやあと 玉井

260 5900-037-000 別府城跡 べっぷじょうあと 東別府

261 5900-038-000 別府氏館跡 べっぷしやかたあと 東別府



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

262 5900-039-000 西別府館跡 にしべっぷやかたあと 西別府

263 5900-040-000 黒沢館跡 くろさわやかたあと 三ヶ尻

264 5900-041-000 別府条里遺跡 べっぷじょうりいせき 東別府、西別府

265 5900-042-000 中島遺跡 なかじまいせき 上中条

266 5900-043-000 中条条里遺跡 ちゅうじょうじょうりいせき 大塚、下川上、上川上

267 5900-044-000 下河原上遺跡 しもがわらかみいせき 玉井

268 5900-045-000 下河原中遺跡 しもがわらなかいせき 玉井、上奈良

269 5900-046-000 池上遺跡 いけがみいせき 上之、池上

270 5900-047-000 深町遺跡 ふかまちいせき 西別府

271 5900-048-000 入川遺跡 いりかわいせき 下増田、西別府

272 5900-049-000 光屋敷遺跡 みつやしきいせき 上中条

273 5900-050-000 北島遺跡 きたじまいせき
上之、上川上、今井、上中
条、大塚

274 5900-051-000 籠原裏古墳群 かごはらうらこふんぐん 新堀

275 5900-051-001 籠原裏古墳群第１号墳 かごはらうらこふんぐんだい1ごうふん 新堀

276 5900-051-002 籠原裏古墳群第２号墳 かごはらうらこふんぐんだい2ごうふん 新堀

277 5900-051-003 籠原裏古墳群第３号墳 かごはらうらこふんぐんだい3ごうふん 新堀

278 5900-051-004 籠原裏古墳群第４号墳 かごはらうらこふんぐんだい4ごうふん 新堀

279 5900-051-005 籠原裏古墳群第５号墳 かごはらうらこふんぐんだい5ごうふん 新堀

280 5900-051-006 籠原裏古墳群第６号墳 かごはらうらこふんぐんだい6ごうふん 新堀

281 5900-051-007 籠原裏古墳群第７号墳 かごはらうらこふんぐんだい7ごうふん 新堀

282 5900-051-008 籠原裏古墳群第８号墳 かごはらうらこふんぐんだい8ごうふん 新堀

283 5900-051-009 籠原裏古墳群第９号墳 かごはらうらこふんぐんだい9ごうふん 新堀

284 5900-051-010 籠原裏古墳群第１０号墳 かごはらうらこふんぐんだい10ごうふん 新堀

285 5900-052-000 社裏遺跡 しゃうらいせき 三ヶ尻、武体

286 5900-053-000 横間栗遺跡 よこまくりいせき 西別府

287 5900-054-000 中耕地遺跡 なかごうちいせき 上奈良、中奈良

288 5900-055-000 西通遺跡 にしどおりいせき 奈良新田、中奈良

289 5900-056-000 東通遺跡 ひがしどおりいせき 奈良新田

290 5900-057-000 関下遺跡 せきしたいせき 西別府

291 5900-058-000 根絡遺跡 ねがらみいせき 西別府

292 5900-059-000 拾六間後遺跡 じゅうろっけんうしろいせき
新堀新田、拾六間、籠原南
２丁目、籠原南３丁目

293 5900-060-000 五反畑遺跡 ごたんばたいせき 玉井４丁目、玉井

294 5900-061-000 社裏北遺跡 しゃうらきたいせき 三ヶ尻

295 5900-062-000 社裏南遺跡 しゃうらみなみいせき 三ヶ尻

296 5900-063-000 西方遺跡 にしかたいせき 西別府

297 5900-064-000 在家古墳群 ざいけこふんぐん
玉井２丁目、玉井３丁目、
別府５丁目

298 5900-064-001 在家古墳群第１号墳 ざいけこふんぐんだい1ごうふん 玉井２丁目

299 5900-064-002 在家古墳群第２号墳 ざいけこふんぐんだい2ごうふん 玉井３丁目



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

300 5900-064-003 在家古墳群第３号墳 ざいけこふんぐんだい3ごうふん 玉井３丁目

301 5900-064-004 在家古墳群第４号墳 ざいけこふんぐんだい4ごうふん 玉井３丁目

302 5900-064-005 在家古墳群第５号墳 ざいけこふんぐんだい5ごうふん 玉井３丁目

303 5900-064-006 在家古墳群第６号墳 ざいけこふんぐんだい6ごうふん 玉井３丁目

304 5900-065-000 村岡古墳群 むらおかこふんぐん 村岡、万吉

305 5900-065-001 村岡古墳群第１号墳 むらおかこふんぐんだい1ごうふん 村岡

306 5900-065-002 村岡古墳群第２号墳 むらおかこふんぐんだい2ごうふん 村岡

307 5900-065-003 村岡古墳群第３号墳 むらおかこふんぐんだい3ごうふん 村岡

308 5900-065-004 村岡古墳群第４号墳 むらおかこふんぐんだい4ごうふん 村岡

309 5900-066-000 万吉西浦遺跡 まげちにしうらいせき 万吉

310 5900-067-000 御蔵場跡 おくらばあと 石原

311 5900-068-000 河上氏館跡 かわかみしやかたあと 上川上

312 5900-069-000 肥塚館跡 こいづかやかたあと

肥塚１丁目、肥塚２丁目、
肥塚３丁目、肥塚、円光１
丁目、円光２丁目、柿沼、
箱田６丁目

313 5900-070-000 箱田氏館跡 はこだしやかたあと 中西３丁目

314 5900-071-000 兵部裏屋敷跡 ひょうぶうらやしきあと 石原

315 5900-072-000 村岡館跡 むらおかやかたあと 村岡、万吉

316 5900-073-000 石田遺跡 いしだいせき 西別府

317 5900-074-000 八反田遺跡 はったんだいせき 東別府

318 5900-075-000 寺東遺跡 てらひがしいせき 東別府

319 5900-076-000 天神下遺跡 てんじんしたいせき 上奈良

320 5900-077-000 土用ヶ谷戸遺跡 どようがやといせき 上奈良、中奈良

321 5900-078-000 東耕地遺跡 ひがしごうちいせき 東別府

322 5900-079-000 新ヶ谷戸遺跡 しんがやといせき 上奈良、中奈良、玉井

323 5900-080-000 本代遺跡 もとだいいせき 代、玉井

324 5900-081-000 在家遺跡 ざいけいせき
玉井１丁目、玉井２丁目、
玉井３丁目、玉井５丁目、
別府５丁目

325 5900-082-000 籠原裏遺跡 かごはらうらいせき 新堀

326 5900-083-000 東遺跡 ひがしいせき 三ヶ尻、久保島

327 5900-084-000 黒沢遺跡 くろさわいせき 三ヶ尻

328 5900-085-000 天神前遺跡 てんじんまえいせき 石原

329 5900-086-000 赤城遺跡 あかぎいせき 今井、上中条

330 5900-087-000 若松遺跡 わかまついせき 三ヶ尻

331 5900-088-000 松原遺跡 まつばらいせき 三ヶ尻

332 5900-089-000 下原遺跡 しもはらいせき 万吉、楊井、平塚新田

333 5900-090-000 肥塚中島遺跡 こいづかなかじまいせき 肥塚

334 5900-091-000 出口下遺跡 でぐちしもいせき
肥塚、肥塚１丁目、肥塚３
丁目

335 5900-092-000 前中西遺跡 まえなかにしいせき
上之、箱田、末広３丁目、
末広４丁目、中西４丁目



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

336 5900-093-000 藤之宮遺跡 ふじのみやいせき 上之、箱田

337 5900-094-000 出口上遺跡 でぐちかみいせき 肥塚

338 5900-095-000 水押下遺跡 みずおししもいせき 玉井

339 5900-096-000 女塚遺跡 めづかいせき 上中条、今井

340 5900-097-000 稲荷木上遺跡 いなりぎかみいせき 玉井

341 5900-098-000 稲荷東遺跡 いなりひがしいせき 東別府

342 5900-099-000 高根遺跡 たかねいせき 小島、広瀬

343 5900-100-000 一本木前遺跡 いっぽんぎまえいせき 東別府、上奈良

344 5900-101-000 北西原遺跡 きたにしはらいせき 村岡

345 5900-102-000 不二ノ腰遺跡 ふじのこしいせき 広瀬

346 5900-103-000 横塚遺跡 よこつかいせき 中奈良、下奈良、奈良新田

347 5900-104-000 八幡上遺跡 はちまんかみいせき 肥塚

348 5900-105-000 上河原遺跡 かみがわらいせき 下川上

349 5900-106-000 古宮遺跡 こみやいせき 池上

350 5900-107-000 田角遺跡 でんかくいせき 広瀬

351 5900-108-000 村岡北西原遺跡 むらおかきたにしはらいせき 村岡

352 5900-109-000 安通寺遺跡 あんつうじいせき 楊井

353 5900-110-000 西別府遺跡 にしべっぷいせき 西別府

354 5900-111-000 東浦遺跡 ひがしうらいせき 小曽根

355 5900-112-000 宮町遺跡 みやちょういせき 宮町１丁目、本町１丁目

356 5900-113-000 下郷遺跡 しもごういせき 広瀬

357 6100-001-000 大我井遺跡 おおがいいせき 妻沼

358 6100-002-000 緑川遺跡 みどりかわいせき 妻沼

359 6100-003-000 雉子尾遺跡 きじおいせき 妻沼台

360 6100-004-000 摩多利神社古墳 またりじんじゃこふん 妻沼

361 6100-005-000 永井太田西浦遺跡 ながいおおたにしうらいせき 永井太田

362 6100-006-000 八幡木遺跡 はちまんぎいせき 飯塚

363 6100-007-000 飯塚南遺跡 いいづかみなみいせき 飯塚

364 6100-008-000 羽黒遺跡 はぐろいせき 八木田、道ヶ谷戸

365 6100-009-000 欠番

366 6100-010-000 上江袋古墳群 かみえぶくろこふんぐん 上江袋、西野

367 6100-011-000 欠番

368 6100-012-000 欠番

369 6100-013-000 鷺ヶ谷戸遺跡 さぎがやどいせき 田島、西城

370 6100-014-000 欠番

371 6100-015-000 欠番

372 6100-016-000 南大ヶ谷戸遺跡 みなみおおがやどいせき 西城

373 6100-017-000 森谷遺跡 もりやいせき 西城



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

374 6100-018-000 鵜森遺跡 うのもりいせき 西城

375 6100-019-000 乙鵜森古墳群 おつうのもりこふんぐん 西城

376 6100-020-000 欠番

377 6100-021-000 長安寺遺跡 ちょうあんじいせき 西城、上中条、四方寺

378 6100-022-000 西城切通遺跡 にしじょうきりとおしいせき 西城

379 6100-023-000 上葛和田遺跡 かみくずわだいせき 善ヶ島、上須戸

380 6100-024-000 上北浦遺跡 かみきたうらいせき 江波

381 6100-025-000 南王子遺跡 みなみおおじいせき 弥藤吾

382 6100-026-000 王子古墳 おおじこふん 弥藤吾

383 6100-027-000 弥藤吾新田遺跡 やとうごしんでんいせき 弥藤吾

384 6100-028-000 下宿遺跡 しもじゅくいせき 弥藤吾

385 6100-029-000 彦松東遺跡 ひこまつひがしいせき 妻沼

386 6100-030-000 堀ノ内遺跡 ほりのうちいせき 八ツ口、弥藤吾

387 6100-031-000 釜ノ上遺跡 かまのうえいせき 八ツ口

388 6100-032-000 王子西遺跡 おおじにしいせき 弥藤吾

389 6100-033-000 飯塚遺跡 いいづかいせき 飯塚、永井太田

390 6100-034-000 踏切遺跡 ふみぎりいせき 市ノ坪

391 6100-035-000 場違ヶ谷戸遺跡 ばちがやどいせき 田島、西野

392 6100-036-000 実盛館 さねもりやかた 西野

393 6100-037-000 西城城跡 にしじょうしろあと 西城

394 6100-038-000 東城城跡 ひがしじょうしろあと 上須戸、西城

395 6100-039-000 観音堂瓦窯跡 かんのんどうがようあと 妻沼

396 6100-040-000 道ヶ谷戸条里 どうがやどじょうり 飯塚、道ヶ谷戸、八木田

397 6100-041-000 道ヶ谷戸遺跡 どうがやどいせき 道ヶ谷戸、上江袋、八木田

398 6100-042-000 飯塚北遺跡 いいづかきたいせき 妻沼西、永井太田

399 6100-043-000 高林遺跡 たかばやしいせき 上根、西野

400 6100-044-000 北廓遺跡 きたぐるわいせき 永井太田、間々田

401 6100-045-000 本新田遺跡 もとしんでんいせき 永井太田

402 6100-046-000 前新田遺跡 まえしんでんいせき 永井太田

403 6100-047-000 藤屋敷遺跡 ふじやしきいせき 飯塚、永井太田

404 6100-048-000 中西原遺跡 なかにしはらいせき 飯塚

405 6100-049-000 西早道遺跡 にしはやみちいせき 妻沼台

406 6100-050-000 西久保城下遺跡 にしくぼじょうしたいせき 妻沼台

407 6100-051-000 大明神遺跡 だいみょうじんいせき 妻沼台

408 6100-052-000 池ノ上遺跡 いけのうえいせき 妻沼

409 6100-053-000 彦松遺跡 ひこまついせき 妻沼、弥藤吾

410 6100-054-000 杉之道東遺跡 すぎのどうひがしいせき 弥藤吾

411 6100-055-000 鎌ヶ谷戸遺跡 かまがやどいせき 八木田



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

412 6100-056-000 七の丸遺跡 しちのまるいせき 八木田

413 6100-057-000 杉之道遺跡 すぎのどういせき 弥藤吾

414 6100-058-000 猿楽遺跡 さるがくいせき 妻沼

415 6100-059-000 王子遺跡 おうじいせき 弥藤吾

416 6100-060-000 中浦遺跡 なかうらいせき 八木田

417 6100-061-000 年代遺跡 ねんだいいせき 弥藤吾

418 6100-062-000 彦松西遺跡 ひこまつにしいせき 妻沼

419 6100-063-000 一本杉遺跡 いっぽんすぎいせき 弥藤吾

420 6100-064-000 本郷遺跡 ほんごういせき 上根

421 6100-065-000 欠番

422 6100-066-000 西嬉愛遺跡 にしうれしあいいせき 江波

423 6100-067-000 東嬉愛遺跡 ひがしうれしあいいせき 江波

424 6100-068-000 屋敷遺跡 やしきいせき 八ツ口

425 6100-069-000 先載場遺跡 せんざいばいせき 日向

426 6100-070-000 八幡間遺跡 はちまんあいいせき 日向

427 6100-071-000 出口北遺跡 でぐちきたいせき 上根

428 6100-072-000 出口南遺跡 でぐちみなみいせき 上根

429 6100-073-000 山ヶ谷戸遺跡 やまがやどいせき 田島、上根

430 6100-074-000 欠番

431 6100-075-000 欠番

432 6100-076-000 長井庵遺跡 ながいあんいせき 上根

433 6100-077-000 欠番

434 6100-078-000 神明遺跡 しんめいいせき 弥藤吾

435 6100-079-000 神明南遺跡 しんめいみなみいせき 弥藤吾

436 6100-080-000 道祖神遺跡 どうそじんいせき 弥藤吾

437 6100-081-000 飯塚古墳群 いいづかこふんぐん 飯塚、永井太田

438 6400-001-000 甲山古墳 かぶとやまこふん 冑山

439 6400-002-000 賢木岡西古墳群１号墳 かたぎおかにしこふんぐん１ごうふん 冑山

440 6400-003-000 賢木岡西古墳群２号墳 かたぎおかにしこふんぐん２ごうふん 冑山

441 6400-004-000 楓山古墳 かえでやまこふん 箕輪

442 6400-005-000 円山古墳群１号墳 まるやまこふんぐん1ごうふん 箕輪

443 6400-006-000 円山古墳群２号墳 まるやまこふんぐん2ごうふん 箕輪

444 6400-007-000 杉原遺跡 すぎわらいせき 箕輪、冑山

445 6400-008-000 船木遺跡 ふなきいせき 船木台

446 6400-009-000 とうかん山古墳 とうかんやまこふん 箕輪

447 6400-010-000 東山遺跡 ひがしやまいせき 冑山、船木台、箕輪

448 6400-011-000 根岸友山墓 ねぎしゆうざんはか 冑山

449 6400-012-000 円山遺跡 まるやまいせき 船木台



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

450 6400-013-000 原遺跡１号墳 はらいせき１ごうふん 下恩田

451 6400-014-000 原遺跡２号墳 はらいせき２ごうふん 下恩田

452 6400-015-000 原遺跡３号墳 はらいせき３ごうふん 下恩田

453 6400-016-000 原遺跡４号墳 はらいせき４ごうふん 下恩田

454 6400-017-000 冑山遺跡 かぶとやまいせき 冑山

455 6400-018-000 北廓遺跡 きたくるわいせき 相上、箕輪

456 6400-019-000 塚本遺跡 つかもといせき 上恩田、村岡

457 6400-020-000 西浦遺跡 にしうらいせき 上恩田

458 6400-021-000 腰廻遺跡 こしまわりいせき 上恩田

459 6400-022-000 三分一遺跡 さんぶいちいせき 上恩田

460 6400-023-000 西内手遺跡 にしうちでいせき 下恩田、中恩田

461 6400-024-000 高田遺跡 たかだいせき 中恩田

462 6400-025-000 原北遺跡 はらきたいせき 中恩田

463 6400-026-000 原南遺跡 はらみなみいせき 下恩田

464 6400-027-000 北方遺跡 きたかたいせき 屈戸

465 6400-028-000 西浦町遺跡 にしうらまちいせき 中恩田

466 6400-029-000 宮前遺跡 みやまえいせき 小泉

467 6400-030-000 宮前町遺跡 みやまえまちいせき 中曽根

468 6400-031-000 宮町遺跡 みやまちいせき 吉所敷、中曽根

469 6400-032-000 中街遺跡 なかまちいせき 高本、沼黒

470 6400-033-000 旭町遺跡 あさひまちいせき 津田新田

471 6400-034-000 北町遺跡 きたまちいせき 向谷

472 6400-035-000 高城町遺跡 たかぎまちいせき 高本、向谷

473 6400-036-000 北谷南遺跡 きたやつみなみいせき 小八林

474 6400-037-000 上吉原遺跡 かみよしわらいせき 相上

475 6400-038-000 下中遺跡 しもなかいせき 相上

476 6400-039-000 成願遺跡 じょうがんいせき 玉作

477 6400-040-000 箕輪遺跡 みのわいせき 箕輪

478 6400-041-000 中廓遺跡 なかくるわいせき 箕輪

479 6400-042-000 賢木岡遺跡 かたぎおかいせき 箕輪

480 6400-043-000 番場遺跡 ばんばいせき 箕輪

481 6400-044-000 番場南遺跡 ばんばみなみいせき 箕輪、冑山

482 6400-045-000 賢木岡東遺跡 かたぎおかひがしいせき 冑山

483 6400-046-000 桜谷遺跡 さくらやついせき 冑山、船木台

484 6400-047-000 大林東遺跡 おおばやしひがしいせき 船木台

485 6400-048-000 桜谷東遺跡 さくらやつひがしいせき 冑山

486 6400-049-000 大林遺跡 おおばやしいせき 冑山、船木台

487 6400-050-000 大境南遺跡 おおさかいみなみいせき 船木台



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

488 6400-051-000 大境遺跡 おおさかいいせき 船木台

489 6400-052-000 南谷西遺跡 みなみやつにしいせき 小八林

490 6400-053-000 南谷遺跡 みなみやついせき 小八林

491 6400-054-000 南谷北遺跡 みなみやつきたいせき 小八林

492 6400-055-000 下田町遺跡 しもだまちいせき 津田

493 6400-056-000 賢木岡西古墳群3号墳 かたぎおかにしこふんぐん３ごうふん 冑山

494 6400-057-000 阿諏訪野古墳 あすわのこふん 箕輪

495 6400-058-000 楓山西遺跡 かえでやまにしいせき 船木台

496 6400-059-000 桜谷北遺跡 さくらやつきたいせき 船木台

497 6400-060-000 阿諏訪野東遺跡 あすわのひがしいせき 箕輪、船木台

498 6400-061-000 仲町遺跡 なかまちいせき 吉所敷

499 6400-062-000 楓山北遺跡 かえでやまきたいせき 船木台

500 6400-063-000 円山古墳群３号墳 まるやまこふんぐん3ごうふん 箕輪

501 6400-064-000 雷遺跡 いかずちいせき 小八林、胄山

502 6400-065-000 小八林大境遺跡 こやつばやしおおざかいいせき 小八林

503 6400-066-000 前野遺跡 まえのいせき 小八林

504 6400-067-000 高畑遺跡 たかばたけいせき 玉作

505 6400-068-000 阿諏訪野西古墳 あすわのにしこふん 箕輪

506 6400-069-000 下恩田中町遺跡 しもおんだなかまちいせき 下恩田

507 6500-001-000 姥ヶ沢遺跡 うばがさわいせき 千代

508 6500-002-000 新田裏遺跡 しんでんうらいせき 上新田

509 6500-003-000 富士山遺跡 ふじやまいせき 千代

510 6500-004-000 大林遺跡 おおばやしいせき 三本

511 6500-005-000 新屋敷遺跡 あらやしきいせき 三本

512 6500-006-000 堀ノ内遺跡 ほりのうちいせき 三本

513 6500-007-000 中屋敷遺跡 なかやしきいせき 三本

514 6500-008-000 権現坂埴輪窯跡群 ごんげんざかはにわかまあとぐん 千代

515 6500-009-000 権現坂遺跡 ごんげんざかいせき 千代

516 6500-010-000 平山館 ひらやまやかた 樋春

517 6500-011-000 宮前遺跡 みやまえいせき 樋春

518 6500-012-000 宿遺跡 しゅくいせき 御正新田

519 6500-013-000 宮下遺跡 みやしたいせき 千代

520 6500-014-000 天神谷遺跡 てんじんやついせき 千代

521 6500-015-000 南方遺跡 みなみかたいせき 千代

522 6500-016-000 東原遺跡 ひがしはらいせき 千代

523 6500-017-000 寺内遺跡 てらうちいせき 柴

524 6500-018-000 西遺跡 にしいせき 柴

525 6500-019-000 山神東遺跡 やまがみひがしいせき 千代



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

526 6500-020-000 久保遺跡 くぼいせき 柴

527 6500-021-000 萩山遺跡 はぎやまいせき 千代

528 6500-022-000 上前原遺跡 かみまえはらいせき 千代

529 6500-023-000 行人塚古墳群 ぎょうにんづかこふんぐん 成沢

530 6500-024-000 代遺跡 だいいせき 成沢

531 6500-025-000 静簡院遺跡 じょうかんいんいせき 成沢

532 6500-026-000 合羽山遺跡 かっぱやまいせき 成沢

533 6500-027-000 上原遺跡 かみはらいせき 成沢

534 6500-028-000 向原遺跡 むかいはらいせき 御正新田

535 6500-029-000 中原遺跡 なかはらいせき 御正新田

536 6500-030-000 天神山遺跡 てんじんやまいせき 御正新田

537 6500-031-000 松原遺跡 まつはらいせき 御正新田

538 6500-032-000 鹿島遺跡 かしまいせき 野原

539 6500-033-000 八軒遺跡 はちけんいせき 野原

540 6500-034-000 下新田遺跡 しもしんでんいせき 野原

541 6500-035-000 荒神脇遺跡 こうじんわきいせき 野原

542 6500-036-000 丸山浦遺跡 まるやまうらいせき 野原

543 6500-037-000 丸山遺跡 まるやまいせき 野原

544 6500-038-000 熊野遺跡 くまのいせき 野原

545 6500-039-000 元境内遺跡 もとけいだいいせき 野原

546 6500-040-000 諏訪脇遺跡 すわわきいせき 野原

547 6500-041-000 宮脇遺跡 みやわきいせき 野原

548 6500-042-000 野原古墳群 のはらこふんぐん 野原

549 6500-043-000 田村陣屋跡 たむらじんやあと 須賀広

550 6500-044-000 宮脇遺跡 みやわきいせき 須賀広

551 6500-045-000 本田東台遺跡 ほんでんひがしだいいせき 須賀広

552 6500-046-000 小江川下原遺跡 おえがわしもはらいせき 須賀広、小江川

553 6500-047-000 上原遺跡 かみはらいせき 小江川

554 6500-048-000 田中遺跡 たなかいせき 小江川

555 6500-049-000 山ノ神遺跡 やまのかみいせき 板井

556 6500-050-000 原谷遺跡 はらやついせき 柴

557 6500-051-000 中島遺跡 なかじまいせき 板井

558 6500-052-000 天神遺跡 てんじんいせき 板井

559 6500-053-000 桜山遺跡 さくらやまいせき 板井

560 6500-054-000 立野遺跡 たてのいせき 板井

561 6500-055-000 岩比田遺跡 いわいだいせき 板井

562 6500-056-000 氷川遺跡 ひかわいせき 板井

563 6500-057-000 向比遺跡 むかいいせき 塩



　№ 県遺跡コード 遺跡名 遺跡名かな 所在地

564 6500-058-000 西原遺跡 にしはらいせき 塩

565 6500-059-000 荒井遺跡 あらいいせき 塩

566 6500-060-000 塩西遺跡 しおにしいせき 塩

567 6500-061-000 塩古墳群 しおこふんぐん 塩

568 6500-062-000 塩新田遺跡 しおしんでんいせき 塩

569 6500-063-000 諸ヶ谷遺跡 もろがやついせき 塩

570 6500-064-000 塩丸山遺跡 しおまるやまいせき 塩

571 6500-065-000 栗崎遺跡 くりさきいせき 塩

572 6500-066-000 神田遺跡 かんだいせき 塩

573 6500-067-000 船川遺跡 ふねがわせき 小江川

574 6500-068-000 新山遺跡 にいやまいせき 小江川

575 6500-069-000 内神遺跡 うちがみいせき 小江川

576 6500-070-000 西古墳群 にしこふんぐん 小江川

577 6500-071-000 諏訪木遺跡 すわぎいせき 小江川

578 6500-072-000 漆畑遺跡 うるはたいせき 小江川

579 6500-073-000 石橋山遺跡 いしばしやまいせき 小江川

580 6500-074-000 高根横穴墓群 たかねおうけつぼぐん 小江川

581 6500-075-000 観音岩遺跡 かんのんいわいせき 小江川

582 6500-076-000 前谷遺跡 まえやついせき 小江川

583 6500-077-000 日向遺跡 ひなたいせき 小江川

584 6500-078-000 唐篠山遺跡 とうじんやまいせき 小江川

585 6500-079-000 小堤遺跡 こつつみいせき 小江川

586 6500-080-000 片尻山遺跡 かたじりやまいせき 小江川

587 6500-081-000 釜場遺跡 かんばいせき 小江川

588 6500-082-000 富士塚遺跡 ふじづかいせき 小江川

589 6500-083-000 山神遺跡 やまがみいせき 千代

590 6500-084-000 北方遺跡 きたかたいせき 千代

591 6500-085-000 西原遺跡 にしはらいせき 千代

592 6500-086-000 小堤山遺跡 こつつみやまいせき 小江川


