
番号 遺跡名 所在地 時代
丸子1 びあげ遺跡 西内・びあげ 縄文・古墳〜平安・中世
丸子2 上原遺跡 西内・上原 縄文・平安・中世
丸子3 大日如来遺跡 西内・十二 縄文・平安
丸子4 日影遺跡 西内・日影 縄文
丸子5 洞口遺跡 西内・洞口 縄文
丸子6 明神脇遺跡 西内・明神脇 平安
丸子7 本屋敷遺跡 西内・本屋敷 平安
丸子8 大東遺跡 西内・大東 平安
丸子9 なびゆ沢遺跡 西内・なびゆ沢 平安
丸子10 原遺跡 平井・八郎沢 平安
丸子11 八郎沢遺跡 平井・原 縄文・平安
丸子12 茂沢東遺跡 平井・田向 縄文・平安
丸子13 戸羽西遺跡 平井・神明前、西ノ沢 縄文・平安・中世
丸子14 戸羽東遺跡 平井・戸羽 縄文・平安
丸子15 西宮遺跡 平井・宮脇 縄文・平安
丸子16 御屋敷遺跡 平井・御屋敷 平安
丸子17 西畑遺跡 東内・西畑 縄文・平安
丸子18 出口遺跡 東内・山口、伊勢戸 平安
丸子19 虚空蔵東遺跡 東内・裏 縄文・中世・近世
丸子20 上ノ平遺跡 東内・上ノ平 中世
丸子21 西の入遺跡 東内・西ノ入 平安
丸子22 平井寺坂遺跡 東内・平井寺坂 縄文・弥生・古墳・平安
丸子23 小重倉洞窟遺跡 東内・小重倉 縄文・弥生
丸子24 御堂平遺跡 東内・御堂平 縄文・平安・中世・近世
丸子25 上在家遺跡 東内・上在家 平安
丸子26 道添遺跡 東内・道添 平安・中世
丸子27 水の手城跡 東内・栗山 中世
丸子28 山王平遺跡 東内・山王平 平安・近世
丸子29 西上野遺跡 東内・西上野 平安
丸子30 東上野遺跡 東内・東上野 平安・中世
丸子31 下久根遺跡 東内・下久根 縄文・平安・中世
丸子32 宮ノ前遺跡 東内・宮ノ前 平安
丸子33 柳平遺跡 東内・柳平 平安・中世
丸子34 宮脇遺跡 東内・宮脇 平安
丸子35 下兵庫平遺跡 東内・兵庫平 縄文・平安・中世
丸子36 上兵庫平遺跡 東内・兵庫平 縄文・平安・中世
丸子37 大年寺遺跡 東内・大年寺 平安
丸子38 小屋坂遺跡 東内・小屋坂 縄文
丸子39 鈴岩遺跡 東内・竹原 平安・中世
丸子40 道祖神遺跡 東内・道祖神 平安
丸子41 今津遺跡 東内・今津 平安
丸子42 下町遺跡 東内・下町 平安・中世
丸子43 髙塚古墳 東内・下町 古墳
丸子44 池の平古墳 東内・池の平 古墳
丸子45 池の平遺跡 東内・池の平、白ひげ 平安・中世
丸子46 岩谷堂洞窟遺跡 御嶽堂・岩谷堂 古墳
丸子47 依田城跡 御嶽堂・曲沢 中世
丸子48 砂原峠遺跡 御嶽堂・湯久保 縄文
丸子49 大洞遺跡 御嶽堂・大洞 平安
丸子50 日陰遺跡 御嶽堂・日陰 平安・中世
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丸子51 恋応遺跡 御嶽堂・恋応、正海 縄文・平安・中世
丸子52 依田居館跡 御嶽堂・曲沢 中世
丸子53 依田神社下遺跡 御嶽堂・上組 縄文
丸子54 井戸田遺跡 御嶽堂・井戸田 縄文・弥生・古墳
丸子55 芹田遺跡 御嶽堂・芹田、上組 縄文・平安
丸子56 御岳堂的場遺跡 御嶽堂・的場 平安・中世
丸子57 諏訪田遺跡 御嶽堂・諏訪田 奈良・平安
丸子58 依田条里的遺構 御嶽堂・芹田、反田、井戸田他 中世
丸子59 三角遺跡 御嶽堂・塚田、宮ノ後、三角組、小深 縄文・弥生・古墳・平安
丸子60 社軍神遺跡 御嶽堂・社軍神 縄文・弥生・古墳・奈良・平安
丸子61 上河原遺跡 生田・上河原 縄文・弥生
丸子62 中城南遺跡 生田・中城 古墳・平安
丸子63 土堂遺跡 生田・土堂 縄文・平安
丸子64 深町遺跡 生田・深町 縄文・弥生・平安・中世
丸子65 大沢古墳 生田・大沢 古墳
丸子66 鼓井戸遺跡 生田・鼓井戸 平安
丸子67 荒谷古墳 生田・荒谷 古墳
丸子68 四丁町遺跡 生田・四丁町 平安
丸子69 的場遺跡 生田・的場 平安
丸子70 山ノ神窯跡 生田・山ノ神 奈良・平安
丸子71 山ノ神古墳 生田・山ノ神 古墳
丸子72 そり畑窯跡 生田・そり畑 奈良・平安
丸子73 山崎遺跡 生田・山崎 平安・中世
丸子74 田ノ入窯跡 生田・田ノ入 奈良・平安
丸子75 大洞窯跡 生田・大洞 奈良・平安
丸子76 新原田新開窯跡 御嶽堂・新原田新開 奈良・平安
丸子77 上平西遺跡 生田・上平 平安
丸子78 上平東遺跡 生田・上平 平安
丸子79 上平南遺跡 生田・上平 平安
丸子80 大窪遺跡 生田・大窪 縄文・平安
丸子81 三日城跡 生田・神田 中世
丸子82 大山遺跡 生田・大山 平安
丸子83 宮地遺跡 生田・宮地 平安
丸子84 山寺遺跡 生田・山寺 平安
丸子85 下の池北遺跡 生田・大山 平安・中世
丸子86 日影赤畑遺跡 生田・日影赤畑 平安・中世
丸子87 尾野山城跡 生田・城平 中世
丸子88 茂沢城跡 生田・城山 中世
丸子89 明賀遺跡 生田・明賀 縄文
丸子90 井戸下遺跡 塩川・井戸下、壱町畑、坂下、砂原 縄文・弥生・古墳・平安・中世・近世

丸子91 羽毛田遺跡 塩川・羽毛田 縄文・平安
丸子92 市の町遺跡 塩川・市の町 縄文・古墳・奈良・平安・中世・近世

丸子93 稲羽北遺跡 塩川・稲羽 縄文・弥生・奈良・平安・中世
丸子94 稲羽西遺跡 塩川・稲羽 平安
丸子95 塩川条里的遺構 塩川・篭田、辺田、北原他 中世
丸子96 芝宮遺跡 塩川・芝宮 中世
丸子97 藤森塚古墳 塩川・芝宮 古墳
丸子98 松葉遺跡 塩川・松葉、東畑 縄文・平安・中世
丸子99 東畑遺跡 塩川・東畑 縄文・弥生
丸子100 道祖神遺跡 塩川・道祖神 縄文・平安



丸子101 古免遺跡 塩川・古免 縄文・弥生・平安・近世
丸子102 丑田原遺跡 塩川・丑田原 縄文・平安
丸子103 太鼓岩遺跡 塩川・太鼓岩 平安
丸子104 大岩遺跡 塩川・大岩 縄文・平安
丸子105 白山沢遺跡 塩川・白山沢 縄文・平安
丸子106 陣場砦跡 塩川・陣場 中世
丸子107 二反田遺跡 藤原田・二反田 縄文・古墳
丸子108 山ノ神遺跡 藤原田・山ノ神 平安
丸子109 宮ノ前遺跡 藤原田・宮ノ前 平安
丸子110 山田遺跡 藤原田・山田 平安
丸子111 宮原遺跡 長瀬・宮原 古墳
丸子112 勝負沢遺跡 長瀬・勝負沢 古墳・奈良・平安
丸子113 穴倉古墳 長瀬・上屋敷 古墳
丸子114 八ﾂ口遺跡 長瀬・八ﾂ口 平安
丸子115 上平遺跡 長瀬・上平 平安
丸子116 古城跡 長瀬・古城 中世　（平安〜戦国）長瀬・春原氏

丸子117 小練合遺跡 長瀬・小練合 平安
丸子118 丸子条里的遺構 中丸子・大角、勢戸、下中沢 中世
丸子119 中丸子遺跡 中丸子・洲崎、反田、社口、勢戸、大角 縄文・弥生・古墳・平安・中世
丸子120 道定遺跡 下丸子・道定 縄文・弥生
丸子121 寺屋敷遺跡 中丸子・寺屋敷 弥生
丸子122 沢田大塚古墳 上丸子・大塚 古墳
丸子123 箱山城跡 中丸子・箱山、城窪 中世
丸子124 大狭間遺跡 上丸子・大はざま 奈良・平安
丸子125 藤塚古墳 上丸子・藤塚 古墳
丸子126 渕ノ上遺跡 腰越・渕ノ上、部屋田 旧石器・縄文・弥生
丸子127 長者穴古墳 腰越・中町 古墳
丸子128 後田遺跡 腰越・後田、一本木 縄文・平安
丸子129 寺開土遺跡 腰越・寺開土 縄文・平安・中世・近世
丸子130 岡森遺跡 腰越・岡森 縄文
丸子131 七曲り遺跡 腰越・七曲り 平安
丸子132 池ノ芝遺跡 腰越・池ノ芝 縄文・平安
丸子133 小丸山遺跡 腰越・小丸山 縄文・平安
丸子134 鳥羽城跡 腰越・深山屋敷 中世　（〜戦国）、鳥羽・福島氏
丸子135 丸子城跡 上丸子・向山　腰越・十貫石 中世　（鎌倉〜戦国）丸子・依田氏

丸子136 丸子城本居館跡 東内・下日影 中世　（〜戦国）、丸子氏
丸子137 丸子城おたや居館跡 腰越・十貫石 中世　（〜戦国）、丸子氏
丸子138 根場城跡 腰越・根場 中世　（〜戦国）
丸子139 鳥屋城跡 腰越・上川原 中世　（〜戦国）、鳥羽・依田氏
丸子140 鳥羽山洞窟遺跡 腰越・鳥羽山 縄文・古墳
丸子141 鳥羽山観音第1洞窟遺跡 腰越・鳥羽山 近世
丸子142 たぶ遺跡 西内・たぶ 縄文・平安
丸子143 霊泉寺経塚 平井・唐沢口 中世
丸子144 茂沢入遺跡 平井・茂沢入 縄文
丸子145 法往寺遺跡 東内・西畑 平安
丸子146 横辻遺跡 東内・横辻 縄文
丸子147 内村城跡 東内・殿入 中世
丸子148 石清水窯跡 東内・石清水 近世
丸子149 日向山古墳 御嶽堂・日向山 古墳
丸子150 日向山窯跡 御嶽堂・日向山 奈良・平安



丸子151 原山窯跡 御嶽堂・原山 奈良・平安
丸子152 古免南遺跡 塩川・古免 平安
丸子153 藤原田経塚 藤原田 中世
丸子154 上長瀬古墳 長瀬・上屋敷、水口 古墳
丸子155 練合日向山古墳 長瀬・日向 古墳
丸子156 塚田遺跡 下丸子・塚田 弥生
丸子157 宮ノ後古墳 上丸子・宮ノ後 古墳
丸子158 下町遺跡 腰越・東町 縄文
丸子159 西町遺跡 腰越・西町 中世
丸子160 鳥羽山観音第2洞窟遺跡 腰越・鳥羽山 近世
丸子161 勝見城跡 腰越・火打沢 中世　（鳥羽氏）


