
長浜市遺跡地図

地図 遺　跡　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 所　　在　　地 種　類 時　代 立　地 現　状

203 - 001 43 妙覚院遺跡 ﾐｮｳｶｸｲﾝｲｾｷ 神前町 寺院跡 その他 平地 社地
203 - 002 43 新放生寺遺跡 ｼﾝﾎｳｼｮｳｼﾞｲｾｷ 神前町 寺院跡 その他 平地 社地
203 - 003 43 高田遺跡 ﾀｶﾀﾞｲｾｷ 高田町 集落跡  弥生・古墳 平地 宅地
203 - 004 43 東高田遺跡 ﾋｶﾞｼﾀｶﾀﾞｲｾｷ 高田町 集落跡 弥生 河川 河川
203 - 005 43 三の宮古墳 ｻﾝﾉﾐﾔｺﾌﾝ 高田町 古墳 古墳 平地 水田
203 - 006 43 地蔵堂遺跡 ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳｲｾｷ 三ツ矢町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 007 43 南呉服町遺跡 ﾐﾅﾐｺﾞﾌｸﾏﾁｲｾｷ 南呉服町 屋敷跡 その他 平地 宅地
203 - 008 43 長浜城遺跡 ﾅｶﾞﾊﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 北船町 寺院跡・城跡 室町～江戸 湖岸  公園・湖
203 - 011 43 豊公園湖岸遺跡 ﾎｳｺｳｴﾝｺｶﾞﾝｲｾｷ 北船町 集落跡 弥生 湖底 湖
203 - 012 43 徳蔵坊遺跡 ﾄｸｿﾞｳﾎﾞｳｲｾｷ 一の宮町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 013 43 浄琳寺遺跡 ｼﾞｮｳﾘﾝｼﾞｲｾｷ 元浜町 墓跡  鎌倉・室町 平地 宅地
203 - 014 43 高田氏館遺跡 ﾀｶﾀﾞｼﾔｶﾀｲｾｷ 南高田町 城跡 中世 平地   宅地・水田・畑地
203 - 016 43 地福寺遺跡 ｼﾞﾌｸｼﾞｲｾｷ 地福寺町 集落跡  弥生・古墳 平地 宅地
203 - 017 43 八幡東遺跡 ﾔﾊﾀﾋｶﾞｼｲｾｷ 八幡東町 集落跡   弥生・奈良・平安 平地 水田
203 - 018 43 矢正寺遺跡 ﾔｼｮｳｼﾞｲｾｷ 八幡東町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 019 43 平方湖岸遺跡 ﾋﾗｶﾀｺｶﾞﾝｲｾｷ 平方町 散布地 奈良～平安 湖岸・湖底 湖
203 - 020 43 神宮寺遺跡 ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞｲｾｷ 平方町 集落跡・寺院跡  古墳・その他 平地 宅地
203 - 022 43 塚町遺跡 ﾂｶﾏﾁｲｾｷ 平方町 古墳・集落跡  縄文～古墳・中世 平地 水田・公園
203 - 023 43 四ツ塚古墳 ﾖﾂﾂﾞｶｺﾌﾝ 四ツ塚町 古墳 古墳 平地 水田
203 - 024 43 松ノ木塚古墳 ﾏﾂﾉｷﾂﾞｶｺﾌﾝ 四ツ塚町 古墳 古墳 平地 公園
203 - 025 43 福満寺遺跡 ﾌｸﾏﾝｼﾞｲｾｷ 四ツ塚町 集落跡・寺院跡   弥生・中世・その他 平地 水田
203 - 026 43 経田寺遺跡 ｷｮｳﾃﾞﾝｼﾞｲｾｷ 勝町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 027 43 柳町遺跡 ﾔﾅｷﾞﾁｮｳｲｾｷ 大辰巳町 集落跡 縄文 平地 宅地
203 - 028 43 下坂湖岸遺跡 ｼﾓｻｶｺｶﾞﾝｲｾｷ 下坂浜町 集落跡 その他 湖岸 湖
203 - 029 43 大辰巳遺跡 ｵｵﾀﾞﾂﾐｲｾｷ 大辰巳町 集落跡 弥生 平地 水田
203 - 030 43 円明寺遺跡 ｴﾝﾐｮｳｼﾞｲｾｷ 大辰巳町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 031 43 広瀬氏館遺跡 ﾋﾛｾｼﾔｶﾀｲｾｷ 室町 城跡 中世 平地   宅地・水田・林
203 - 033 43 室町城居立城遺跡 ﾑﾛﾏﾁｼﾞｮｳｲﾀﾁｼﾞｮｳｲｾｷ 室町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 034 43 室遺跡 ﾑﾛｲｾｷ 室町 集落跡 縄文～中世 平地  宅地・水田
203 - 035 43 永久寺南遺跡 ｴｲｷｭｳｼﾞﾐﾅﾐｲｾｷ 永久寺町 集落跡 弥生 平地 水田
203 - 036 43 永久寺遺跡 ｴｲｷｭｳｼﾞｲｾｷ 永久寺町 集落跡 弥生～平安 平地 水田
203 - 037 43 大戌亥遺跡 ｵｵｲﾇｲｲｾｷ 大戌亥町 集落跡 弥生～平安 平地  宅地・水田
203 - 038 43 鴨田遺跡 ｶﾓﾀｲｾｷ 大戌亥町・大辰巳町 集落跡  弥生～平安・室町 平地 水田
203 - 039 43 下坂中村城遺跡 ｼﾓｻｶﾅｶﾑﾗｼﾞｮｳｲｾｷ 下坂中町 城跡 中世～近世 平地  宅地・水田
203 - 040 43 下坂城遺跡 ｼﾓｻｶｼﾞｮｳｲｾｷ 下坂中町 城跡 縄文～中世 平地  宅地・寺地
203 - 042 43 下坂寺田城遺跡 ｼﾓｻｶﾃﾗﾀﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 寺田町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 043 43 寺田遺跡 ﾃﾗﾀﾞｲｾｷ 寺田町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 044 43 安導寺遺跡 ｱﾝﾄﾞｳｼﾞｲｾｷ 寺田町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 045 43 田村城遺跡 ﾀﾑﾗｼﾞｮｳｲｾｷ 田村町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 046 43 田村山古墳 ﾀﾑﾗﾔﾏｺﾌﾝ 田村町 古墳 古墳 山麓 宅地
203 - 047 43 金光寺遺跡 ｷﾝｺｳｼﾞｲｾｷ 田村町 寺院跡 その他 丘陵 山林
203 - 048 43 多田幸寺遺跡 ﾀﾀﾞｺｳｼﾞｲｾｷ 田村町 寺院跡 室町 平地 水田
203 - 049 43 田村遺跡 ﾀﾑﾗｲｾｷ 田村町 集落跡 その他 平地 水田
203 - 050 43 前川遺跡 ﾏｴｶﾜｲｾｷ 田村町 集落跡 弥生 丘陵 山林
203 - 051 43 前五反田遺跡 ﾏｴｺﾞﾀﾝﾀﾞｲｾｷ 田村町 集落跡 古墳 平地 水田
203 - 052 43 塚森古墳 ﾂｶﾓﾘｺﾌﾝ 田村町 古墳 古墳 平地 雑地
203 - 053 43 高橋城遺跡 ﾀｶﾊｼｼﾞｮｳｲｾｷ 高橋町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 054 43 高橋南遺跡 ﾀｶﾊｼﾐﾅﾐｲｾｷ 高橋町 集落跡  弥生・古墳 平地 水田
203 - 055 43 高橋遺跡 ﾀｶﾊｼｲｾｷ 高橋町・大戌亥町・下坂浜町 集落跡 縄文～古墳 平地 水田
203 - 056 43 垣見氏館遺跡 ｶｷﾐｼﾔｶﾀｲｾｷ 宮司町 館跡 中世 平地 宅地
203 - 058 43 宮司東遺跡 ﾐﾔｼﾋｶﾞｼｲｾｷ 宮司町 集落跡 縄文～平安 平地 宅地
203 - 059 43 無量光寺遺跡 ﾑﾘｮｳｺｳｼﾞｲｾｷ 宮司町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 060 43 宮川陣屋遺跡 ﾐﾔｶﾞﾜｼﾞﾝﾔｲｾｷ 宮司町 陣跡 その他 平地 宅地
203 - 061 43 宮司遺跡 ﾐﾔｼｲｾｷ 宮司町 集落跡・官衙跡 縄文～鎌倉 平地  水田・宅地
203 - 062 43 小堀氏館遺跡 ｺﾎﾞﾘｼﾔｶﾀｲｾｷ 小堀町 館跡 中世 平地  宅地・竹林
203 - 063 43 阿弥陀遺跡 ｱﾐﾀﾞｲｾｷ 小堀町 古墳・集落跡 その他 平地 水田
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203 - 064 43 小堀遺跡 ｺﾎﾞﾘｲｾｷ 小堀町 集落跡 弥生 平地 水田
203 - 065 43 大東北遺跡 ｵｵﾋｶﾞｼｷﾀｲｾｷ 大東町 集落跡 平安 平地 水田
203 - 066 43 大東遺跡 ｵｵﾋｶﾞｼｲｾｷ 大東町 墓跡・官衙跡・館跡   弥生・白鳳・中世～近世 平地 水田
203 - 069 43 今川東遺跡 ｲﾏｶﾞﾜﾋｶﾞｼｲｾｷ 今川町 集落跡  弥生～古墳・鎌倉 平地 水田
203 - 071 43 極楽寺遺跡 ｺﾞｸﾗｸｼﾞｲｾｷ 今川町 集落跡 その他 平地 水田
203 - 072 43 七条城遺跡 ﾋﾁｼﾞｮｳｼﾞｮｳｲｾｷ 七条町 城跡 中世 平地   宅地・水田・竹林
203 - 073 43 西の辻古墳 ﾆｼﾉﾂｼﾞｺﾌﾝ 七条町 古墳 古墳 平地 雑地
203 - 074 43 中町田遺跡 ﾅｶﾏﾁﾀﾞｲｾｷ 七条町 集落跡 弥生～古墳 平地 水田
203 - 075 43 小足館遺跡 ｺｱｼﾔｶﾀｲｾｷ 新栄町 館跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 076 43 石仏遺跡 ｲｼﾎﾞﾄｹｲｾｷ 新栄町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 077 43 一乗寺遺跡 ｲﾁｼﾞｮｳｼﾞｲｾｷ 新栄町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 078 43 常昌寺遺跡 ｼﾞｮｳｼｮｳｼﾞｲｾｷ 新栄町 集落跡   弥生・平安・鎌倉 平地 水田
203 - 079 43 加納遺跡 ｶﾉｳｲｾｷ 加納町 集落跡 中世 平地   宅地・水田・畑地
203 - 080 43 越前塚遺跡 ｺｼﾏｴﾂﾞｶｲｾｷ 加納町 古墳・集落跡 弥生～平安 平地 宅地
203 - 081 43 榎木城遺跡 ｴﾉｷｼﾞｮｳｲｾｷ 榎木町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 082 43 森前遺跡 ﾓﾘﾏｴｲｾｷ 榎木町 集落跡  奈良・平安 平地 水田
203 - 083 43 梅塚古墳群 ｳﾒﾂｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 榎木町 古墳群 古墳 平地 雑地
203 - 084 43 榎木百坊遺跡 ｴﾉｷﾋｬｸﾎﾞｳｲｾｷ 榎木町 寺院跡 白鳳 平地 宅地
203 - 085 43 松塚古墳群 ﾏﾂﾂﾞｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 榎木町 古墳群 古墳 平地 雑地
203 - 087 43 寺元遺跡 ﾃﾗﾓﾄｲｾｷ 南田附町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 088 43 正言寺遺跡 ｼｮｳｺﾞﾝｼﾞｲｾｷ 南田附町 集落跡・寺院跡  縄文～弥生・平安 平地 水田
203 - 089 43 八田切遺跡 ﾊｯﾀｷﾞﾘｲｾｷ 南田附町 集落跡 中世 平地 水田
203 - 090 43 西通寺遺跡 ｻｲﾂｳｼﾞｲｾｷ 南田附町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 091 43 川崎南遺跡 ｶﾜｻｷﾐﾅﾐｲｾｷ 川崎町 集落跡 奈良～鎌倉 平地 水田
203 - 092 43 乾城遺跡 ｲﾇｲｼﾞｮｳｲｾｷ 山階町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 093 43 山階遺跡 ﾔﾏｼﾅｲｾｷ 山階町 集落跡 縄文 平地 水田
203 - 094 43 鳥居立遺跡 ﾄﾘｲﾀﾞﾁｲｾｷ 山階町 集落跡 平安 平地 水田
203 - 095 43 長浜北高遺跡 ﾅｶﾞﾊﾏｷﾀｺｳｲｾｷ 山階町 集落跡 弥生 平地  校地・水田
203 - 096 43 口分田城ノ根城遺跡 ｸﾓﾃﾞｼﾛﾉﾈｼﾞｮｳｲｾｷ 口分田町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 097 43 妙覚寺遺跡 ﾐｮｳｶｸｼﾞｲｾｷ 口分田町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 098 43 口分田北遺跡 ｸﾓﾃﾞｷﾀｲｾｷ 口分田町 集落跡 縄文～平安 平地 水田
203 - 099 43 野瀬遺跡 ﾉｾｲｾｷ 口分田町 集落跡 縄文～平安 平地 水田
203 - 100 43 口分田古殿城遺跡 ｸﾓﾃﾞﾌﾙﾄﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 口分田 城跡 中世 平地  水田・道路
203 - 101 43 今村城遺跡 ｲﾏﾑﾗｼﾞｮｳｲｾｷ 今町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 103 43 国友遺跡 ｸﾆﾄﾓｲｾｷ 国友町 集落跡 古墳 平地 水田
203 - 104 43 ヒハタ町遺跡 ﾋﾊﾀﾏﾁｲｾｷ 新庄寺町 集落跡 弥生～平安 平地 水田
203 - 105 43 神照寺坊遺跡 ｼﾞﾝｼｮｳｼﾞﾎﾞｳｲｾｷ 新庄寺町 寺院跡 その他 平地  水田・寺地
203 - 107 43 塚田遺跡 ﾂｶﾀﾞｲｾｷ 新庄中町 古墳・集落跡 古墳 平地 水田
203 - 108 43 馬場城遺跡 ﾊﾞﾝﾊﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 新庄馬場町 城跡 中世 平地  宅地・寺地
203 - 109 43 新庄馬場遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｲｾｷ 新庄馬場 寺院跡 白鳳 平地  水田・社地
203 - 110 43 小沢城遺跡 ｺｻﾞﾞﾜｼﾞｮｳｲｾｷ 小沢町 城跡 その他 平地 水田
203 - 111 43 下ノ郷東遺跡 ｼﾓﾉｺﾞｳﾋｶﾞｼｲｾｷ 下ノ郷町 集落跡 古墳～平安 平地 水田
203 - 112 43 真源寺遺跡 ｼﾝｹﾞﾝｼﾞｲｾｷ 下ノ郷町 寺院跡 平安 平地 水田
203 - 113 43 神照奥屋敷城遺跡 ｶﾐﾃﾙｵｸﾔｼｷｼﾞｮｳｲｾｷ 神照町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 114 43 神照城ノ北城遺跡 ｶﾐﾃﾙｼﾛﾉｷﾀｼﾞｮｳｲｾｷ 神照町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 115 43 小林氏館遺跡 ｺﾊﾞﾔｼｼﾔｶﾀｲｾｷ 泉町 館跡 中世 平地   宅地・水田・竹林
203 - 116 43 泉町西遺跡 ｲｽﾞﾐﾏﾁﾆｼｲｾｷ 泉町 集落跡 奈良～平安 平地 水田
203 - 117 43 地蔵遺跡 ｼﾞｿﾞｳｲｾｷ 泉町 集落跡 弥生～平安 平地 水田
203 - 118 43 中山左馬亮館遺跡 ﾅｶﾔﾏｻﾏﾉｽｹﾔｶﾀｲｾｷ 中山町 館跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 119 43 中山修理亮館遺跡 ﾅｶﾔﾏｼｭﾘﾉｽｹﾔｶﾀｲｾｷ 中山町 館跡 中世 平地  宅地・寺地
203 - 120 43 森館遺跡 ﾓﾘﾔｶﾀｲｾｷ 森町 館跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 121 43 八角堂遺跡 ﾊｯｶｸﾄﾞｳｲｾｷ 森町 集落跡 平安 平地 水田
203 - 122 43 森遺跡 ﾓﾘｲｾｷ 森町 集落跡   縄文・古墳・不明～白鳳 平地 水田
203 - 123 42 相撲湖底遺跡 ｽﾏｲｺﾃｲｲｾｷ 相撲町 散布地 弥生～中世 湖底 湖
203 - 124 43 相撲宗玄城遺跡 ｽﾏｲｿｳｹﾞﾝｼﾞｮｳｲｾｷ 相撲町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 126 43 相撲南遺跡 ｽﾏｲﾐﾅﾐｲｾｷ 相撲町 集落跡 その他 平地 畑地
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203 - 127 43 相撲東遺跡 ｽﾏｲﾋｶﾞｼｲｾｷ 相撲町 集落跡 古墳～平安 平地 水田
203 - 129 43 祇園古屋城遺跡 ｷﾞｵﾝﾌﾙﾔｼﾞｮｳｲｾｷ 祇園町 城跡 中世 平地  宅地・工場
203 - 130 43 天王社遺跡 ﾃﾝﾉｳｼｬｲｾｷ 祇園町 神社跡 その他 平地 畑地
203 - 131 43 一丁田遺跡 ｲｯﾁｮｳﾃﾞﾝｲｾｷ 祗園町 集落跡 奈良 平地 宅地
203 - 132 43 列見町遺跡 ﾚｯｹﾁｮｳｲｾｷ 列見町 集落跡 弥生～平安 平地 水田
203 - 133 43 列見城遺跡 ﾚｯｹｼﾞｮｳｲｾｷ 列見町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 134 43 十里町城遺跡 ｼﾞｭｳﾘﾏﾁｼﾞｮｳｲｾｷ 十里町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 135 43 十里町遺跡 ｼﾞｭｳﾘﾁｮｳｲｾｷ 十里町 集落跡 縄文～平安 平地 水田
203 - 136 43 本覚寺遺跡 ﾎﾝｶﾞｸｼﾞｲｾｷ 中山町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 137 43 川崎遺跡 ｶﾜｻｷｲｾｷ 中山町・川崎町・口分田町 集落跡  縄文～奈良・中世 平地 水田
203 - 138 43 春近館遺跡 ﾊﾙﾁｶﾔｶﾀｲｾｷ 春近町 館跡 中世 平地 宅地
203 - 139 43 北郷里小遺跡 ｷﾀｺﾞｳﾘｼｮｳｲｾｷ 春近町・垣籠町・保多町 集落跡 弥生～平安 平地  水田・校地
203 - 140 43 石田氏館遺跡 ｲｼﾀﾞｼﾔｶﾀｲｾｷ 石田町 館跡 中世 平地 宅地
203 - 142 43 坂ノ下古墳 ｻｶﾉｼﾀｺﾌﾝ 石田町 古墳 古墳 山腹 山林
203 - 144 43 馬塚古墳 ｳﾏﾂﾞｶｺﾌﾝ 石田町 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 146 43 石田遺跡 ｲｼﾀﾞｲｾｷ 石田町 集落跡 その他 平地 水田
203 - 147 43 丸岡塚遺跡 ﾏﾙｵｶﾂﾞｶｲｾｷ 堀部町 古墳・集落跡 古墳～中世  平地・丘陵  水田・山林
203 - 148 43 堀部西遺跡 ﾎﾘﾍﾞﾆｼｲｾｷ 堀部町 集落跡・館跡 縄文～平安・江戸 平地 水田
203 - 150 43 西塚古墳群 ﾆｼﾂｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 堀部町 古墳群 古墳 丘陵 山林
203 - 151 43 北山塚古墳 ｷﾀﾔﾏﾂﾞｶｺﾌﾝ 堀部町 古墳 古墳 丘陵 山林
203 - 152 43 岩谷山古墳 ｲﾜﾀﾆﾔﾏｺﾌﾝ 堀部町 古墳 古墳 丘陵 山林
203 - 153 43 堀部山城遺跡 ﾎﾘﾍﾞﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 堀部町 集落跡 古墳 平地 水田
203 - 154 43 岩田古墳群 ｲﾜﾀｺﾌﾝｸﾞﾝ 堀部町 古墳群 古墳 丘陵 山林
203 - 155 43 堀部遺跡 ﾎﾘﾍﾞｲｾｷ 堀部町 城跡・集落跡 縄文～鎌倉  山頂・平地  山林・水田
203 - 156 43 円明寺古墳群 ｴﾝﾐｮｳｼﾞｺﾌﾝｸﾞﾝ 堀部町 古墳群 古墳 丘陵 山林
203 - 158 43 梶原古墳群 ｶｼﾞﾜﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 堀部町 古墳群 古墳 山頂 山林
203 - 159 43 医王寺遺跡 ｲｵｳｼﾞｲｾｷ 堀部町 寺院跡 その他 山麓 山林
203 - 160 43 小倉谷古墳 ｵｸﾞﾗﾀﾞﾆｺﾌﾝ 堀部町 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 161 43 長谷古墳 ﾊｾｺﾌﾝ 堀部町 古墳 古墳 平地 水田
203 - 162 43 広ヶ谷遺跡 ﾋﾛｶﾞﾀﾞﾆｲｾｷ 堀部町 その他 その他 山腹 山林
203 - 163 43 横山城遺跡 ﾖｺﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 堀部町 城跡 その他 山頂 山林
203 - 165 43 岩町塚遺跡 ｲﾜﾏﾁﾂﾞｶｲｾｷ 保多町 古墳・集落跡 古墳 平地 水田
203 - 166 43 丸子山古墳群 ﾏﾙｺﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 保多町 古墳群 古墳 山腹 山林
203 - 167 43 日向平古墳群 ﾋｭｳｶﾞﾀﾞｲﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 保多町 古墳群 古墳 山腹 山林
203 - 168 43 北平古墳 ｷﾀﾀﾞｲﾗｺﾌﾝ 保多町 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 169 43 上寺地遺跡 ｶﾐﾃﾗﾁｲｾｷ 垣籠町 集落跡・寺院跡  古墳・平安 平地 水田
203 - 170 43 犬飼古墳 ｲﾇｶﾞｲｺﾌﾝ 垣籠町 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 171 43 垣籠古墳 ｶｲｺﾞﾒｺﾌﾝ 垣籠町 古墳 古墳 平地  畑地・雑地
203 - 172 43 総山古墳 ｿｳﾔﾏｺﾌﾝ 垣籠町 古墳 古墳 山腹 社地
203 - 173 43 堂ノ前古墳群 ﾄﾞｳﾉﾏｴｺﾌﾝｸﾞﾝ 垣籠町 古墳群 古墳 山頂 山林
203 - 174 43 法性寺遺跡 ﾎｳｼｮｳｼﾞｲｾｷ 垣籠町 集落跡・寺院跡   縄文・平安・鎌倉 山麓 山林
203 - 175 43 坂南古墳 ｻｶﾐﾅﾐｺﾌﾝ 垣籠町 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 176 43 大野木土佐守屋敷遺跡 ｵｵﾉｷﾞﾄｻﾉｶﾐﾔｼｷｲｾｷ 東上坂町 屋敷跡 中世 平地 宅地
203 - 177 43 正蓮寺遺跡 ｼｮｳﾚﾝｼﾞｲｾｷ 東上坂町 寺院跡 その他 平地  畑地・宅地
203 - 178 43 長屋敷古墳 ﾅｶﾞﾔｼｷｺﾌﾝ 東上坂町 古墳 古墳 平地 宅地
203 - 180 43 柿田遺跡 ｶｷﾀｲｾｷ 東上坂町 寺院跡 弥生～平安 平地 水田
203 - 181 43 浄円寺遺跡 ｼﾞｮｳｴﾝｼﾞｲｾｷ 東上坂町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 182 43 茶臼山古墳 ﾁｬｳｽﾔﾏｺﾌﾝ 東上坂町 古墳 古墳 丘陵 山林
203 - 183 43 山ノ鼻古墳 ﾔﾏﾉﾊﾅｺﾌﾝ 東上坂町 古墳 古墳 平地 山林
203 - 184 43 龍ヶ鼻古墳群 ﾀﾂｶﾞﾊﾅｺﾌﾝｸﾞﾝ 東上坂町 古墳群 古墳 丘陵 山林
203 - 185 43 墓立遺跡 ﾊｶﾀﾞﾃｲｾｷ 東上坂町 古墳・集落跡 縄文～奈良 平地  水田・雑地
203 - 186 43 大塚遺跡 ｵｵﾂｶｲｾｷ 西上坂町 古墳・集落跡 縄文～平安 平地 水田
203 - 187 43 神戸遺跡 ｶﾝﾄﾞｲｾｷ 西上坂町 集落跡 古墳～平安 平地  水田・畑地
203 - 188 43 大月遺跡 ｵｵﾂｷｲｾｷ 西上坂町 集落跡 古墳～平安 平地  水田・宅地
203 - 189 43 乗台寺遺跡 ｼﾞｮｳﾀﾞｲｼﾞｲｾｷ 西上坂町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 190 43 上坂城遺跡 ｺｳｻｶｼﾞｮｳｲｾｷ 西上坂町 城跡 室町～江戸 平地  宅地・水田
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203 - 191 43 仏厳寺遺跡 ﾌﾞﾂｺﾞﾝｼﾞｲｾｷ 八条町 寺院跡 その他 丘陵 山林
203 - 192 43 仏厳寺山古墳群 ﾌﾞﾂｺﾞﾝｼﾞﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 八条町 古墳群 古墳 丘陵 山林
203 - 193 43 狐塚古墳群 ｷﾂﾈﾂﾞｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 八条町 古墳群 古墳 山麓 山林
203 - 194 43 寺ヶ谷遺跡 ﾃﾗｶﾞﾀﾆｲｾｷ 八条町 集落跡 弥生 山腹 山林
203 - 195 43 八反田遺跡 ﾊｯﾀﾝﾀﾞｲｾｷ 八条町 集落跡   縄文・古墳・平安 平地 水田
203 - 196 43 本庄城遺跡 ﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｮｳｲｾｷ 本庄町 城跡 中世 平地  宅地・水田
203 - 197 43 本庄遺跡 ﾎﾝｼﾞｮｳｲｾｷ 本庄町 集落跡 古墳 平地  畑地・水田
203 - 198 43 塚古墳 ﾂｶｺﾌﾝ 本庄町 古墳 古墳 山麓 宅地
203 - 199 43 本庄馬塚古墳 ﾎﾝｼﾞｮｳｳﾏﾂﾞｶｺﾌﾝ 本庄町 古墳 古墳 平地 宅地
203 - 200 43 三百坊遺跡 ｻﾝﾋﾞｬｸﾎﾞｳｲｾｷ 本庄町 寺院跡 その他 山麓 山林
203 - 201 43 加藤氏館遺跡 ｶﾄｳｼﾔｶﾀｲｾｷ 常喜町 館跡 中世 平地 水田
203 - 202 43 冨田氏館遺跡 ﾄﾐﾀｼﾔｶﾀｲｾｷ 常喜町 館跡 中世 平地 宅地
203 - 203 43 常喜城遺跡 ｼﾞｮｳｷﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 常喜町 城跡 その他 平地 水田
203 - 204 43 東屋敷遺跡 ﾋｶﾞｼﾔｼｷｲｾｷ 常喜町 その他 その他 平地 宅地
203 - 205 43 熊岡山北遺跡 ｸﾏｵｶﾔﾏｷﾀｲｾｷ 常喜町 集落跡 その他 平地  畑地・水田
203 - 206 43 熊岡山遺跡 ｸﾏｵｶﾔﾏｲｾｷ 常喜町 その他 その他 山麓 山林
203 - 207 43 熊岡社遺跡 ｸﾏｵｶｼｬｲｾｷ 常喜町 その他 その他 山麓 山林
203 - 208 43 熊岡山西遺跡 ｸﾏｵｶﾔﾏﾆｼｲｾｷ 常喜町 集落跡 古墳 平地 水田
203 - 209 43 鳥羽上城遺跡 ﾄﾊﾞｶﾐｼﾞｮｳｲｾｷ 鳥羽上町 城跡 室町 山頂 山林
203 - 210 43 法徳寺遺跡 ﾎｳﾄｸｼﾞｲｾｷ 鳥羽上町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 214 43 尾崎寺遺跡 ｵｻﾞｷｼﾞｲｾｷ 鳥羽上町 寺院跡 その他 山麓 山林
203 - 215 43 赤塚古墳 ｱｶﾂｶｺﾌﾝ 鳥羽上町 古墳 古墳 丘陵 山林
203 - 216 43 馬塚古墳 ｳﾏﾂｶｺﾌﾝ 鳥羽上町 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 217 43 名越館遺跡 ﾅｺﾞｼﾔｶﾀｲｾｷ 名越町 館跡 中世 平地 水田
203 - 218 43 森ノ木古墳群 ﾓﾘﾉｷｺﾌﾝｸﾞﾝ 名越町 古墳群 古墳 平地 校地
203 - 219 43 小幡古墳 ｵﾊﾞﾀｺﾌﾝ 名越町 古墳 古墳 平地 校地
203 - 221 43 天神山遺跡 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏｲｾｷ 名越町 経塚 その他 山腹 山林
203 - 222 43 四面山遺跡 ｼﾒﾔﾏｲｾｷ 名越町 窯跡 その他 丘陵 山林
203 - 223 43 湯田遺跡 ﾕﾀﾞｲｾｷ 名越町 集落跡 その他 平地 水田
203 - 224 43 釈迦堂遺跡 ｼｬｶﾄﾞｳｲｾｷ 名越町 寺院跡 その他 山麓 山林
203 - 225 43 名越寺遺跡 ﾅｺﾞｼﾃﾞﾗｲｾｷ 名越町 寺院跡 その他 山麓 山林
203 - 226 43 名越ごえの山城遺跡 ﾅｺﾞｼｺﾞｴﾉﾔﾏｼﾛｲｾｷ 名越町 城跡 その他 山頂 山林
203 - 227 43 布勢西遺跡 ﾌｾﾆｼｲｾｷ 布勢町 集落跡 鎌倉 平地 水田
203 - 228 43 権山遺跡 ｹﾞﾝﾔﾏｲｾｷ 布勢町 集落跡 その他 平地 水田
203 - 229 43 富施寺遺跡 ﾌｾﾃﾞﾗｲｾｷ 布勢町 寺院跡 その他 山腹 山林
203 - 230 43 布勢東遺跡 ﾌｾﾋｶﾞｼｲｾｷ 布勢町 集落跡 その他 平地 水田
203 - 231 43 布勢古墳 ﾌｾｺﾌﾝ 布勢町 古墳 古墳 平地 水田
203 - 232 43 天神遺跡 ﾃﾝｼﾞﾝｲｾｷ 布勢町 経塚 その他 山頂 山林
203 - 233 43 焼尾遺跡 ﾔｷﾔｲｾｷ 布勢町 窯跡 その他 山腹 山林
203 - 234 43 中山古墳群 ﾅｶﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 小一条町 古墳群 古墳 丘陵 山林
203 - 235 43 小一条遺跡 ｺｲﾁｼﾞｮｳｲｾｷ 小一条町 寺院跡 その他 山腹 山林
203 - 236 43 諸頭山古墳群 ﾓﾛﾄﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 小一条町 古墳群 古墳 山腹 山林
203 - 237 43 舟崎山古墳群 ﾌﾅｻｷﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 小一条町 古墳群 古墳 山頂 山林
203 - 239 43 加田東遺跡 ｶﾀﾞﾋｶﾞｼｲｾｷ 加田町 集落跡 古墳 平地 水田
203 - 240 43 金剛寺遺跡 ｺﾝｺﾞｳｼﾞｲｾｷ 加田町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 241 43 大堂郷遺跡 ﾀﾞｲﾄﾞｳｺﾞｳｲｾｷ 加田町 その他 その他 平地  宅地・水田
203 - 242 43 福林寺遺跡 ﾌｸﾘﾝｼﾞｲｾｷ 加田町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 243 43 七殿屋敷遺跡 ｼﾁﾄﾞﾉﾔｼｷｲｾｷ 加田町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 244 43 阿弥陀寺遺跡 ｱﾐﾀﾞｼﾞｲｾｷ 加田町 寺院跡 その他 平地 水田
203 - 245 43 明厳遺跡 ﾐｮｳｹﾞﾝｲｾｷ 加田町 その他 その他 その他  宅地・水田
203 - 246 43 法華寺遺跡 ﾎｯｹｼﾞｲｾｷ 加田町 寺院跡 その他 平地 宅地
203 - 247 43 綾堂遺跡 ｱﾔﾄﾞｳｲｾｷ 加田町 集落跡 その他 平地 雑地
203 - 248 43 青蓮坊遺跡 ｼｮｳﾚﾝﾎﾞｳｲｾｷ 加田町 寺院跡 その他 山麓 山林
203 - 249 43 神田山古墳 ｶﾝﾀﾞﾔﾏｺﾌﾝ 加田町 古墳 古墳 丘陵 山林
203 - 250 43 番導寺遺跡 ﾊﾞﾝﾄﾞｳｼﾞｲｾｷ 加田今町 集落跡  弥生・中世 平地 水田
203 - 251 43 木ノ根町遺跡 ｷﾉﾈﾏﾁｲｾｷ 加田今町 集落跡  弥生・中世 平地 水田
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203 - 252 43 大通寺遺跡 ﾀﾞｲﾂｳｼﾞｲｾｷ 元浜町 寺院跡 室町～近代 平地 寺院
203 - 253 43 総持寺遺跡 ｿｳｼﾞｼﾞｲｾｷ 宮司町 寺院跡・官衙跡・集落跡 白鳳～近代 平地 寺院
203 - 254 43 春近遺跡 ﾊﾙﾁｶｲｾｷ 春近町 集落跡 弥生～奈良 平地 水田
203 - 255 43 南小足遺跡 ﾐﾅﾐｺｱｼｲｾｷ 南小足町 集落跡 縄文～中世 平地 水田
203 - 256 43 今川南遺跡 ｲﾏｶﾞﾜﾐﾅﾐｲｾｷ 今川町・八条町 集落跡 弥生～平安 平地 水田
203 - 257 43 国友町遺跡 ｸﾆﾄﾓﾁｮｳｲｾｷ 国友町･泉町 集落跡 中世 平地 宅地
203 - 259 43 越前塚古墳 ｺｼﾏｴﾂﾞｶｺﾌﾝ 加納町 古墳 古墳 平地 工場
203 - 260 43 墓立古墳 ﾊｶﾀﾞﾃｺﾌﾝ 東上坂町 古墳 古墳 平地 水田
203 - 261 43 長浜町遺跡 ﾅｶﾞﾊﾏﾁｮｳｲｾｷ 元浜町・宮前町・大宮町・朝日町・三ツ矢元町 集落跡  中世・江戸 平地 宅地
203 - 262 43 西徳寺・長因寺・東光寺遺跡 ｻｲﾄｸｼﾞ･ﾁｮｳｲﾝｼﾞ･ﾄｳｺｳｼﾞｲｾｷ 高田町 寺院跡 中世 平地 宅地
203 - 263 43 平方遺跡 ﾋﾗｶﾀｲｾｷ 平方町・四ツ塚町 集落跡 縄文 平地 宅地
203 - 264 43 下坂中町遺跡 ｼﾓｻｶﾅｶﾏﾁｲｾｷ 下坂中町・大戌亥町 集落跡 中世 平地 水田
481 - 001 47 七廻り峠遺跡 ﾅﾅﾏﾜﾘﾄｳｹﾞｲｾｷ 鍛冶屋町 城跡 中世 山腹 山林
481 - 002 47 大吉寺遺跡 ﾀﾞｲｷﾁｼﾞｲｾｷ 野瀬町 寺院跡 平安 山腹 山林
481 - 003 47 野瀬館遺跡 ﾉｾﾔｶﾀｲｾｷ 野瀬町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 005 47 草野遺跡 ｸｻﾉｲｾｷ 寺師町 集落跡 縄文 平地 川底
481 - 006 47 高山寺遺跡 ﾀｶﾔﾏﾃﾞﾗｲｾｷ 高山町 寺院跡 その他 山麓 寺地
481 - 007 51 鶏足寺遺跡 ｹｲｿｸｼﾞｲｾｷ 高山町・木之本町古橋 寺院跡 その他 山頂 山林
481 - 008 47 高山館遺跡 ﾀｶﾔﾏﾔｶﾀｲｾｷ 高山町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 009 47 西村館遺跡 ﾆｼﾑﾗﾔｶﾀｲｾｷ 西村町 館跡 中世 平地 その他
481 - 010 47 太田館遺跡 ｵｵﾀﾔｶﾀｲｾｷ 太田町 館跡 中世 平地 その他
481 - 013 47 柏堂遺跡 ｶｼﾜﾄﾞｳｲｾｷ 鍛冶屋町 経塚 その他 山腹 山林
481 - 015 47 草野城遺跡 ｸｻﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 鍛冶屋町 城跡 中世 山麓 林
481 - 016 47 出雲砦遺跡 ｲｽﾞﾓﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 鍛冶屋町 砦跡 中世 山麓 林
481 - 017 47 北之郷城遺跡 ｷﾀﾉｺﾞｳｼﾞｮｳｲｾｷ 北之郷町 城跡 中世 平地 その他
481 - 018 47 東野館遺跡 ﾋｶﾞｼﾉﾔｶﾀｲｾｷ 東野町 館跡・古墳群  古墳・中世 山麓  山林・道路
481 - 019 47 小野寺遺跡 ｵﾉﾃﾞﾗｲｾｷ 小野寺町 寺院跡 その他 平地 宅地
481 - 020 47 村前古墳群 ﾑﾗﾏｴｺﾌﾝｸﾞﾝ 小野寺町 古墳群 古墳 山麓 畑地
481 - 021 47 横江古墳群 ﾖｺｴｺﾌﾝｸﾞﾝ 小野寺町 古墳群 古墳 山腹 山林
481 - 022 47 醍醐寺遺跡 ﾀﾞｲｺﾞｼﾞｲｾｷ 醍醐町 集落跡 その他 山腹 宅地
481 - 024 47 醍醐遺跡 ﾀﾞｲｺﾞｲｾｷ 醍醐町 集落跡 縄文 山麓 畑地
481 - 025 47 塚原古墳群 ﾂｶﾊﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 醍醐町 古墳群 古墳 山麓  山林・畑地
481 - 026 47 飯山寺遺跡 ｲﾔﾏﾃﾞﾗｲｾｷ 飯山町 寺院跡 その他 山腹 山林
481 - 027 47 地蔵堂遺跡 ｲﾔﾏｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳｲｾｷ 飯山町 寺院跡 その他 山麓 寺地
481 - 028 47 当目館遺跡 ﾄｳﾒﾔｶﾀｲｾｷ 当目町 館跡 中世 平地 その他
481 - 029 47 当目古墳群 ﾄｳﾒｺﾌﾝｸﾞﾝ 当目町 古墳群 古墳 山腹 山林
481 - 030 47 大門古墳群 ﾀﾞｲﾓﾝｺﾌﾝｸﾞﾝ 大門町 古墳群 古墳 山腹 山林
481 - 031 47 乗鞍古墳群 ﾉｾｸﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 乗倉町 古墳群 古墳 丘陵 山林
481 - 033 47 慶蔵寺遺跡 ｹｲｿﾞｳｼﾞｲｾｷ 西主計町 寺院跡 その他 平地 水田
481 - 034 47 西主計館遺跡 ﾆｼｶｽﾞｴﾔｶﾀｲｾｷ 西主計町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 035 47 東主計館遺跡 ﾋｶﾞｼｶｽﾞｴﾔｶﾀｲｾｷ 東主計町 館跡 中世 平地 社地
481 - 036 43 小岸古墳群 ｺｷﾞｼｺﾌﾝｸﾞﾝ 今荘町 古墳群 古墳 平地 畑地
481 - 037 43 今荘古墳群 ｲﾏｼﾞｮｳｺﾌﾝｸﾞﾝ 今荘町 古墳群 古墳 山麓・山腹 山林
481 - 038 43 今荘館遺跡 ｲﾏｼﾞｮｳﾔｶﾀｲｾｷ 今荘町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 039 43 相僕庭館遺跡 ｽﾏｲﾆﾜﾔｶﾀｲｾｷ 相僕庭町 館跡 中世 平地 その他
481 - 040 43 井上館遺跡 ｲﾉｳｴﾔｶﾀｲｾｷ 佐野町 館跡 中世 平地 水田
481 - 041 43 南池館遺跡 ﾐﾅﾐｲｹﾔｶﾀｲｾｷ 南池町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 044 47 法楽寺城遺跡 ﾎｳﾗｸｼﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 法楽寺町 城跡 中世 山麓 山林
481 - 045 43・47 多賀左近館遺跡 ﾀｶﾞｻｺﾝﾔｶﾀｲｾｷ 野村町 館跡 中世 平地  水田・宅地
481 - 046 43・47 野村城遺跡 ﾉﾑﾗｼﾞｮｳｲｾｷ 野村町 城跡 中世 平地  水田・宅地
481 - 048 47 狐塚古墳 ｷﾂﾈﾂﾞｶｺﾌﾝ 内保町 古墳 古墳 平地 水田
481 - 050 47 蓮乗寺遺跡 ﾚﾝｼﾞｮｳｼﾞｲｾｷ 内保町 寺院跡 その他 平地 宅地
481 - 051 47 弓月寺遺跡 ﾕﾂﾞｷｼﾞｲｾｷ 湯次町 寺院跡 その他 平地 社地
481 - 052 47 内保遺跡 ｳﾁﾎﾞｲｾｷ 内保町 集落跡 古墳 平地 宅地
481 - 053 47 東出館遺跡 ﾋｶﾞｼﾃﾞﾔｶﾀｲｾｷ 内保町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 054 47 内保城遺跡 ｳﾁﾎﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 内保町 城跡 中世 平地 宅地
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481 - 055 47 長泉寺館遺跡 ﾁｮｳｾﾝｼﾞﾔｶﾀｲｾｷ 内保町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 056 43・47 湯次神社遺跡 ﾕﾂｷﾞｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大路町 神社跡 その他 平地 社地
481 - 057 43 荘厳寺遺跡 ｼｮｳｺﾞﾝｼﾞｲｾｷ 大路町 寺院跡 その他 平地 水田
481 - 058 47 祇園寺遺跡 ｷﾞｵﾝｼﾞｲｾｷ 大路町 集落跡 古墳 平地 水田
481 - 059 47 路久呂坊遺跡 ﾛｸﾛﾎﾞｳｲｾｷ 大路町・三田町 集落跡 平安 平地 水田
481 - 060 47 野神塚古墳 ﾉｶﾞﾐﾂﾞｶｺﾌﾝ 三田町 古墳 古墳 平地 水田
481 - 061 43・47 西法寺遺跡 ｻｲﾎｳｼﾞｲｾｷ 大路町 寺院跡 その他 平地 水田
481 - 062 47 大路館遺跡 ｵﾁﾔｶﾀｲｾｷ 大路町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 063 43 三田遺跡 ﾐﾀｲｾｷ 三田町 集落跡 その他 平地 水田
481 - 064 43 三田村城遺跡 ﾐﾀﾑﾗｼﾞｮｳｲｾｷ 三田町 城跡 中世 平地 寺地
481 - 065 47 大依山城遺跡 ｵｵﾖﾘﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 大依町 城跡 中世 山頂 山林
481 - 066 47 木尾窯遺跡 ｷｵﾉﾖｳｲｾｷ 八島町 窯跡  白鳳～平安・室町 山腹 山林
481 - 067 47 岡の腰古墳 ｵｶﾉｺｼｺﾌﾝ 八島町 古墳 古墳 平地 墓地
481 - 068 47 亀塚古墳 ｶﾒﾂﾞｶｺﾌﾝ 八島町 古墳 古墳 平地 水田
481 - 069 47 八島遺跡 ﾔｼﾏｲｾｷ 八島町 寺院跡 白鳳 平地  水田・宅地
481 - 072 47 浄土寺遺跡 ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞｲｾｷ 平塚町 寺院跡 その他 平地 畑地
481 - 074 47 平塚遺跡 ﾋﾗﾂｶｲｾｷ 平塚町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 075 47 尊勝寺遺跡 ｿﾝｼｮｳｼﾞｲｾｷ 尊勝寺町 寺院跡 その他 平地 宅地
481 - 076 47 雲雀山古墳群 ﾋﾊﾞﾘﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 山ノ前町・湖北町伊部 古墳群 古墳 山頂 山林
481 - 078 47 尊野城遺跡 ｿﾝﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 尊野町 城跡 中世 平地 その他
481 - 080 47 高畑遺跡 ﾀｶﾊﾀｲｾｷ 高畑町 集落跡 縄文 平地 水田
481 - 081 47 野田館遺跡 ﾉﾀﾞﾔｶﾀｲｾｷ 野田町 館跡 中世 平地 水田
481 - 082 47 多福寺遺跡 ﾀﾌｸｼﾞｲｾｷ 木尾町 寺院跡 その他 平地 宅地
481 - 083 47 大竜寺遺跡 ﾀﾞｲﾘｭｳｼﾞｲｾｷ 木尾町 寺院跡 その他 平地 宅地
481 - 084 47 大田寺遺跡 ﾀﾞｲﾃﾞﾝｼﾞｲｾｷ 木尾町 寺院跡 その他 山麓 寺地
481 - 085 47 大尺寺遺跡 ﾀﾞｲｼﾞｬｸｼﾞｲｾｷ 木尾町 寺院跡 その他 山麓 宅地
481 - 086 47 大人塚古墳群 ｳｼﾂﾞｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 木尾町 古墳群 古墳 丘陵 公園・山林
481 - 087 47 聖護寺遺跡 ｾｲｺﾞｼﾞｲｾｷ 木尾町 寺院跡 その他 山腹 山林
481 - 088 47 内野神遺跡 ｳﾁﾉｶﾞﾐｲｾｷ 木尾町 窯跡 古墳 山腹 山林
481 - 089 47 木尾遺跡 ｷｵｲｾｷ 木尾町 集落跡 その他 平地 水田
481 - 090 47 木尾城遺跡 ｷｵﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 木尾町 城跡 その他 丘陵 山林
481 - 092 47 城山古墳群 ｼﾞｮｳﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木尾町 古墳群 古墳 丘陵 山林
481 - 093 47 木尾古墳群 ｷｵｺﾌﾝｸﾞﾝ 木尾町 古墳群 古墳 山頂 山林
481 - 094 47 木尾館遺跡 ｷｵﾔｶﾀｲｾｷ 木尾町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 096 47 宮山古墳群 ﾐﾔﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 小室町 古墳群 古墳 山麓 山林
481 - 097 47 小室陣屋遺跡 ｺﾑﾛｼﾞﾝﾔｲｾｷ 小室町 館跡 中世 平地  宅地・荒地
481 - 098 47 黒部館遺跡 ｸﾛﾍﾞﾔｶﾀｲｾｷ 黒部町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 099 47 竜安寺城遺跡 ﾘｭｳｱﾝｼﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 竜安寺町 城跡 中世 山頂 山林
481 - 100 47 東光寺遺跡 ﾄｳｺｳｼﾞｲｾｷ 竜安寺町 寺院跡 その他 山腹 山林
481 - 101 47 孝徳の宮古墳 ｺｳﾄｸﾉﾐﾔｺﾌﾝ 竜安寺町 古墳 古墳 山腹 山林
481 - 102 47 北野館遺跡 ｷﾀﾉﾔｶﾀｲｾｷ 北野町 館跡 中世 平地 その他
481 - 103 47 北野砦遺跡 ｷﾀﾉﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 北野町 砦跡 中世 山頂 林
481 - 104 47 小谷城遺跡 ｵﾀﾞﾆｼﾞｮｳｲｾｷ 谷口町・北野町・池奥町・湖北町伊部･小谷郡上町他 城跡 室町  山腹・山頂 山林
481 - 105 47 北野遺跡 ｷﾀﾉｲｾｷ 北野町 集落跡・屋敷跡  縄文・古墳～室町 平地 水田
481 - 106 47 野神遺跡 ﾉｶﾞﾐｲｾｷ 北野町 集落跡 その他 平地 水田
481 - 108 47 瓜生古墳群 ｳﾘｭｳｺﾌﾝｸﾞﾝ 瓜生町 古墳群 古墳 山頂 山林
481 - 109 47 瓜生遺跡 ｳﾘｭｳｲｾｷ 瓜生町 集落跡 古墳 平地 宅地
481 - 110 47 田川古墳群 ﾀｶﾞﾜｺﾌﾝｸﾞﾝ 田川町 古墳群 古墳 山頂 山林
481 - 111 47 太平古墳群 ﾀｲﾍｲｺﾌﾝｸﾞﾝ 須賀谷町・湖北町伊部 古墳群 古墳 山頂 山林
481 - 112 47 須賀谷館遺跡 ｽｶﾞﾀﾆﾔｶﾀｲｾｷ 須賀谷町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 113 47 須賀谷砦遺跡 ｽｶﾞﾀﾆﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 須賀谷町 城跡 中世 山腹 山林
481 - 114 43 佐野城遺跡 ｻﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 佐野町 館跡 中世 平地 宅地
481 - 117 47 大依遺跡 ｵｵﾖﾘｲｾｷ 大依町 散布地 平地 水田
481 - 118 47 小倉古墳群 ｵｸﾞﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 北野町 古墳群 古墳 山麓 山林
481 - 119 47 力丸遺跡 ﾘｷﾏﾙｲｾｷ 力丸町 散布地 平地 畑地
481 - 120 47 野田遺跡 ﾉﾀﾞｲｾｷ 野田町 散布地 平地 水田
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481 - 121 47 上野遺跡 ｳﾜﾉｲｾｷ 上野町 散布地 平地 水田
481 - 122 47 大聖寺遺跡 ﾀﾞｲｼｮｳｼﾞｲｾｷ 大門町 寺院跡 山麓 社地
481 - 123 47 高木遺跡 ﾀｶｷﾞｲｾｷ 東主計町 散布地 平地 水田
481 - 124 47 古鹿遺跡 ｺｼｶｲｾｷ 東主計町 散布地 平地 水田
481 - 125 47 弓月野遺跡 ﾕﾂﾞｷﾉｲｾｷ 八島町 集落跡・古墳 古墳～平安 平地 畑地
481 - 126 47 倉掛遺跡 ｸﾗｶｹｲｾｷ 高畑町 散布地 平地 水田
481 - 127 47 大角遺跡 ｵｵｽﾐｲｾｷ 田川町 散布地 平地 水田
481 - 128 47 田川遺跡 ﾀｶﾞﾜｲｾｷ 田川町 散布地 平地 水田
481 - 130 43 佐野遺跡 ｻﾉｲｾｷ 佐野町 散布地 平地 水田
481 - 131 43 正雲寺遺跡 ｼｮｳｳﾝｼﾞｲｾｷ 相僕庭町 寺院跡 山麓 山林
481 - 132 47 門脇遺跡 ｶﾄﾞﾜｷｲｾｷ 木尾町 散布地 平地 水田
481 - 133 47 町田遺跡 ﾏﾁﾀﾞｲｾｷ 草野町 散布地 平地 水田
481 - 134 47 谷口遺跡 ﾀﾆｸﾞﾁｲｾｷ 谷口町 寺院跡 山腹 山林
481 - 135 43 専覚寺遺跡 ｾﾝｶｸｼﾞｲｾｷ 南池町 寺院跡 平地 山林
481 - 136 43 悲願寺遺跡 ﾋｶﾞﾝｼﾞｲｾｷ 南池町 寺院跡 平地 山林
482 - 002 47 月ヶ瀬城遺跡 ﾂｷｶﾞｾｼﾞｮｳｲｾｷ 月ヶ瀬町 城跡 中世 平地 宅地
482 - 008 47 八相山城遺跡 ﾊｯｿｳｻﾞﾝｼﾞｮｳｲｾｷ 中野町 城跡  鎌倉・室町 丘陵 山林
482 - 010 47 三川城遺跡 ﾐｶﾜｼﾞｮｳｲｾｷ 三川町 城跡 中世 平地 水田
482 - 011 43 宮部遺跡 ﾐﾔﾍﾞｲｾｷ 宮部町 集落跡 その他 平地 水田
482 - 012 47 宮部城遺跡 ﾐﾔﾍﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 宮部町 城跡 室町 平地 宅地
482 - 013 43 大井城遺跡 ｵｵｲｼﾞｮｳｲｾｷ 大井町 城跡 中世 平地 その他
482 - 014 43 彦部氏館遺跡 ﾋｺﾍﾞｼﾔｶﾀｲｾｷ 大井町 館跡 中世 平地 宅地
482 - 015 43 大羽神社古墳 ｵｵﾊﾞｼﾞﾝｼﾞｬｺﾌﾝ 酢 古墳 古墳 平地 社地
482 - 016 47 五村遺跡 ｺﾞﾑﾗｲｾｷ 五村・宮部町・大井町 集落跡 弥生～平安 平地  宅地・水田
482 - 018 47 月ヶ瀬遺跡 ﾂｷｶﾞｾｲｾｷ 月ヶ瀬町 散布地 古代～中世 平地 水田
482 - 019 47 井ノ上遺跡 ｲﾉｳｴｲｾｷ 大寺町 散布地 古代～中世 平地 水田
482 - 020 47 三川遺跡 ﾐｶﾜｲｾｷ 三川町・大寺町 散布地 古代～中世 平地 水田
482 - 021 47 三川丸山古墳 ﾐｶﾜﾏﾙﾔﾏｺﾌﾝ 三川町 古墳 古墳 平地 その他
482 - 022 43 南大井遺跡 ﾐﾅﾐｵｵｲｲｾｷ 大井町 散布地 古代～中世 平地 水田
482 - 023 47 田遺跡 ﾀｲｾｷ 田町 散布地 古代～中世 平地 水田
483 - 001 46 山本高木遺跡 ﾔﾏﾓﾄﾀｶｷﾞｲｾｷ 湖北町山本 集落跡 弥生～平安 平地 畑
483 - 002 46 円乗院古墳 ｴﾝｼﾞｮｳｲﾝｺﾌﾝ 湖北町山本 古墳 古墳 山腹 寺院境内
483 - 003 46 山本古墳 ﾔﾏﾓﾄｺﾌﾝ 湖北町山本 古墳 古墳 山腹 林
483 - 004 46 種路遺跡 ｼｭｳﾛｲｾｷ 湖北町山本 散布地 弥生～古墳 平地 学校地
483 - 005 46 山本山城遺跡 ﾔﾏﾓﾄﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 湖北町山本・高月町西阿閉 城跡 中世 山頂 林
483 - 006 46 ゴンベ穴古墳 ｺﾞﾝﾍﾞｱﾅｺﾌﾝ 湖北町山本 古墳 古墳 山腹 林
483 - 007 46 若宮山古墳 ﾜｶﾐﾔﾔﾏｺﾌﾝ 湖北町山本･津里 古墳 古墳 山頂 林
483 - 008 46 常楽寺遺跡 ｼﾞｮｳﾗｸｼﾞｲｾｷ 湖北町山本 集落跡 弥生～平安 平地 工場用地
483 - 010 46 山本氏館遺跡 ﾔﾏﾓﾄｼﾔｶﾀｲｾｷ 湖北町山本 城跡 中世 平地 宅地
483 - 012 46 種路城遺跡 ｼｭｳﾛｼﾞｮｳｲｾｷ 湖北町津里・山本 城跡 中世 山頂 林

483 - 013 46 古保利古墳群 ｺﾎﾘｺﾌﾝｸﾞﾝ
湖北町石川・高月町西野･高月町熊野･高月町片山･高
月町西阿閉

古墳群 古墳 山頂 林

483 - 015 46 水木遺跡 ﾐｽﾞｷｲｾｷ 湖北町五坪 集落跡 弥生～古墳 平地 水田
483 - 020 42・46 早崎遺跡 ﾊﾔｻﾞｷｲｾｷ 湖北町海老江・早崎町 集落跡 縄文～弥生  湖底・平地  湖底・水田
483 - 028 46 今西湖岸遺跡 ｲﾏﾆｼｺｶﾞﾝｲｾｷ 湖北町今西 散布地 縄文～平安  湖岸・湖底  湖底・水田
483 - 029 46 今西遺跡 ｲﾏﾆｼｲｾｷ 湖北町今西 集落跡 弥生～古墳 平地 水田
483 - 030 46 尼寺遺跡 ｱﾏﾃﾞﾗｲｾｷ 湖北町今西 寺院跡 奈良 平地 境内
483 - 031 46 蓮台寺遺跡 ﾚﾝﾀﾞｲｼﾞｲｾｷ 湖北町今西 寺院跡 奈良 平地 境内
483 - 032 46 浅井寺遺跡 ｱｻﾞｲﾃﾞﾗｲｾｷ 湖北町今西 寺院跡 奈良～平安 平地 境内
483 - 033 46 延勝寺湖底遺跡 ｴﾝｼｮｳｼﾞｺﾃｲｲｾｷ 湖北町延勝寺 散布地  縄文～平安・江戸 湖底 湖底
483 - 034 46 法道寺遺跡 ﾎｳﾄﾞｳｼﾞｲｾｷ 湖北町津里 寺院跡 奈良 平地 境内
483 - 035 46 津里廃寺遺跡 ﾂｻﾞﾄﾊｲｼﾞｲｾｷ 湖北町津里 寺院跡 奈良 平地 宅地
483 - 037 46 余呉川口遺跡 ﾖｺﾞｶｺｳｲｾｷ 湖北町尾上 散布地 縄文～平安 湖底 湖底
483 - 038 46 尾上遺跡 ｵﾉｴｲｾｷ 湖北町尾上 集落跡 弥生～平安 湖岸 湖岸
483 - 039 46 尾上城遺跡 ｵﾉｴｼﾞｮｳｲｾｷ 湖北町尾上 城跡 中世 湖底 湖底
483 - 040 46 尾上浜遺跡 ｵﾉｴﾊﾏｲｾｷ 湖北町尾上 散布地  縄文～平安・江戸 湖底 湖底
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483 - 041 46 小江寺遺跡 ｵｴﾃﾞﾗｲｾｷ 湖北町尾上 寺院跡 奈良 平地 境内

483 - 042 46 葛籠尾崎湖底遺跡 ﾂﾂﾞﾗｵｻﾞｷｺﾃｲｲｾｷ
湖北町尾上･湖北町今西･湖北町延勝寺・西浅井町菅
浦・高月町片山

散布地 縄文～平安 湖底 湖底

483 - 047 46 小倉遺跡 ｵｸﾞﾗｲｾｷ 湖北町小倉 集落跡 古墳 平地 水田
483 - 053 46 陣寺遺跡 ｼﾞﾝﾃﾞﾗｲｾｷ 湖北町速水 寺院跡 中世 平地  水田・畑地
483 - 054 46 八日市遺跡 ﾖｳｶｲﾁｲｾｷ 湖北町八日市 集落跡 古墳～平安 平地 水田
483 - 055 46 曼陀羅堂遺跡 ﾏﾝﾀﾞﾗﾄﾞｳｲｾｷ 湖北町青名 寺院跡 中世 平地 水田
483 - 056 46 六坊遺跡 ﾛｸﾎﾞｳｲｾｷ 湖北町猫口 寺院跡 中世 平地 水田
483 - 057 46 樋ノ口遺跡 ﾋﾉｸﾁｲｾｷ 湖北町沢 集落跡 平安 平地 水田
483 - 059 46 今遺跡 ｲﾏｲｾｷ 湖北今町 集落跡 弥生 平地 水田
483 - 061 47 小谷城城下町遺跡 ｵﾀﾞﾆｼﾞｮｳｼﾞｮｳｶﾏﾁｲｾｷ 小谷郡上町･湖北町伊部 集落跡 中世 平地 水田
483 - 063 47 陣屋の馬場城遺跡 ｼﾞﾝﾔﾉﾊﾞﾊﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 小谷上山田町 城跡 中世 山頂 山林
483 - 064 47 門庄司遺跡 ﾓﾝｼｮｳｼﾞｲｾｷ 小谷上山田町 寺院跡 中世 平地  畑地・水田
483 - 065 47 大塚古墳群 ﾀﾞｲｽﾞｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 小谷上山田町 古墳群 古墳 山腹 山林
483 - 066 47 馬上古墳群 ﾏｹｺﾌﾝｸﾞﾝ 下山田・高月町馬上 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 068 47 山田山古墳群 ﾔﾏﾀﾞﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 下山田 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 070 47 二俣古墳群 ﾌﾀﾏﾀｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町二俣 古墳 古墳 平地 水田
483 - 071 47 野上古墳 ﾉｶﾞﾐｺﾌﾝ 湖北町二俣 古墳 古墳 平地 水田
483 - 072 47 大獄寺遺跡 ｵｵｽﾞｸｼﾞｲｾｷ 小谷丁野町 寺院跡 その他 山頂 山林
483 - 075 47 丁野山城遺跡 ﾖｳﾉﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 小谷丁野町 城跡 中世 山頂 山林
483 - 076 47 丁野遺跡 ﾖｳﾉｲｾｷ 小谷丁野町 墳墓他 弥生～中世 丘陵・山林 水田
483 - 077 47 丁野館遺跡 ﾖｳﾉﾔｶﾀｲｾｷ 小谷丁野町 城跡 中世 平地 社地
483 - 078 47 赤谷古墳群 ｱｶﾀﾞﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 小谷丁野町 古墳群 古墳 山腹 山林
483 - 079 47 脇坂北谷古墳群 ﾜｷｻﾞｶｷﾀﾀﾞﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 小谷丁野町 古墳群 古墳 山腹 山林
483 - 080 47 岩原古墳群 ｲﾜﾊﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 小谷丁野町･湖北町山脇 古墳 古墳 丘陵 山林
483 - 081 47 中島城遺跡 ﾅｶｼﾞﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 小谷丁野町･湖北町山脇 城跡 中世 山頂 山林
483 - 082 47 弥勒寺遺跡 ﾐﾛｸｼﾞｲｾｷ 湖北町山脇 寺院跡 中世～近世 山腹  山林・社地
483 - 083 47 中谷古墳群 ﾅｶﾀﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町山脇 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 085 47 山脇城遺跡 ﾔﾏﾜｷｼﾞｮｳｲｾｷ 湖北町山脇 城跡 中世 平地
483 - 088 47 天目山古墳群 ﾃﾝﾓｸｻﾞﾝｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町河毛・中野町 古墳群 古墳 丘陵 山林
483 - 089 47 虎御前山城遺跡 ﾄﾗｺﾞｾﾞﾝﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 湖北町河毛･湖北町別所・中野町 城跡 中世  山腹・山頂 山林
483 - 090 47 小四郎ヶ崎古墳群 ｺｼﾛｳｶﾞｻｷｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町河毛 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 091 47 四郷崎古墳群 ｼｺﾞｳｻﾞｷｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町河毛･別所、小谷郡上町 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 092 47 大洞林古墳群 ｵｵﾎﾗﾊﾞﾔｼｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町河毛 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 093 47 岡山古墳群 ｵｶﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町河毛 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 094 47 飯喰山古墳群 ｲﾀﾍﾞﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町河毛 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 095 47 別所古墳群 ﾍﾞｯｼｮｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町別所 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 097 47 堀大屋敷遺跡 ﾎﾘｵｵﾔｼｷｲｾｷ 湖北町留目 集落跡 古墳～中世 平地 水田
483 - 102 47 伊部遺跡 ｲﾍﾞｲｾｷ 湖北町伊部 集落跡  弥生・古墳 平地 水田
483 - 104 47 美濃山遺跡 ﾐﾉﾔﾏｲｾｷ 小谷郡上町 集落跡  弥生・古墳 平地 宅地
483 - 105 47 郡上古墳 ｸﾞｼﾞｮｳｺﾌﾝ 小谷郡上町 古墳 古墳 山頂 山林
483 - 106 47 上山田遺跡 ｶﾐﾔﾏﾀﾞｲｾｷ 小谷上山田町 集落跡 古墳～平安 平地 水田
483 - 107 47 二俣遺跡 ﾌﾀﾏﾀｲｾｷ 湖北町二俣 集落跡 奈良～中世 平地 水田
483 - 109 47 立石遺跡 ﾀﾃｲｼｲｾｷ 湖北町別所 寺院跡 白鳳  山腹・谷 山林
483 - 111 46 石橋遺跡 ｲｼﾊﾞｼｲｾｷ 湖北町速水 集落跡・寺院跡 中世 平地 水田
483 - 112 46 沢遺跡 ｻﾜｲｾｷ 湖北町沢 集落跡 弥生 平地 水田
483 - 113 46 円乗院遺跡 ｴﾝｼﾞｮｳｲﾝｲｾｷ 湖北町山本 古墓 奈良 山腹 林
483 - 114 46 大山古墳 ｵｵﾔﾏｺﾌﾝ 湖北町山本 古墳 古墳 山腹 林
483 - 115 47 上山田古墳群 ｶﾐﾔﾏﾀﾞｺﾌﾝｸﾞﾝ 小谷上山田町 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 116 47 天神塚古墳 ﾃﾝｼﾞﾝﾂｶｺﾌﾝ 小谷丁野町 古墳 古墳 平地 水田
483 - 118 47 丁野古墳群 ﾖｳﾉｺﾌﾝｸﾞﾝ 小谷丁野町 古墳 古墳 丘陵 墓地
483 - 119 47 山脇古墳群 ﾔﾏﾜｷｺﾌﾝｸﾞﾝ 湖北町山脇 古墳群 古墳 山頂 山林
483 - 120 47 留目Ｂ遺跡 ﾄﾄﾞﾒBｲｾｷ 湖北町留目 集落跡 弥生～古墳 平地
483 - 121 47 留目松橋遺跡 ﾄﾄﾞﾒﾏﾂﾊｼｲｾｷ 湖北町留目 集落跡 古墳～中世 平地 水田
483 - 122 47 雲雀山砦遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 湖北町伊部・山ノ前 城跡 中世  山頂・山腹 山林
483 - 123 46 大安寺遺跡 ﾀﾞｲｱﾝｼﾞｲｾｷ 湖北町大安寺、稲葉町 寺院跡  弥生・白鳳 平地 水田
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483 - 124 46 湖北高田遺跡 ｺﾎｸﾀｶﾀﾞｲｾｷ 湖北高田町 集落跡 古墳～平安 平地 水田
483 - 125 47 山脇遺跡 ﾔﾏﾜｷｲｾｷ 湖北町山脇 散布地 古墳～平安 平地
483 - 126 47 中野遺跡 ﾅｶﾉｲｾｷ 湖北町小今・中野町 集落跡 弥生～平安 平地  水田・工場
484 - 002 42・46 満願寺遺跡 ﾏﾝｶﾞﾝｼﾞｲｾｷ 弓削町 寺院跡 その他 平地 水田
484 - 003 42 下八木館遺跡 ｼﾓﾔｷﾞﾔｶﾀｲｾｷ 下八木町 館跡 中世 平地 その他
484 - 004 46 香花寺遺跡 ｺｳｹｲｼﾞｲｾｷ 香花寺町 集落跡 その他 平地 水田
484 - 006 42 早崎館遺跡 ﾊﾔｻﾞｷﾔｶﾀｲｾｷ 早崎町・益田町 館跡 中世 平地 その他
484 - 008 46 竹生島寺遺跡 ﾁｸﾌﾞｼﾏﾃﾞﾗｲｾｷ 早崎町 寺院跡 その他 湖底 湖
484 - 009 46 竹生島 ﾁｸﾌﾞｼﾏ 早崎町 寺院跡 その他 島 山林
484 - 010 46 益田館遺跡 ﾏｽﾀﾞﾔｶﾀｲｾｷ 益田町 館跡 中世 平地 寺地
484 - 011 46 安養寺館遺跡 ｱﾝﾖｳｼﾞﾔｶﾀｲｾｷ 安養寺町 城跡 中世 平地 その他
484 - 012 43 細江館遺跡 ﾎｿｴﾔｶﾀｲｾｷ 細江町 館跡 中世 平地 宅地
484 - 016 42 錦織遺跡 ﾆｼｺｵﾘｲｾｷ 錦織町 集落跡・寺院跡 その他 平地 水田
484 - 019 42 新居難波遺跡 ﾆﾉｲﾅﾝﾊﾞｲｾｷ 新居町･難波町 集落跡 古墳～奈良 平地 水田
484 - 020 42 八木浜館遺跡 ﾔｷﾞﾊﾏﾔｶﾀｲｾｷ 八木浜町 館跡 中世 平地 その他
484 - 024 42 早崎南遺跡 ﾊﾔｻﾞｷﾐﾅﾐｲｾｷ 益田町 集落跡 古墳 平地 水田
484 - 025 46 下益田遺跡 ｼﾓﾏｽﾀﾞｲｾｷ 下益田 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 026 46 益田遺跡 ﾏｽﾀﾞｲｾｷ 益田町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 027 46 富田遺跡 ﾄﾝﾀﾞｲｾｷ 富田町･益田町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 028 46 堀町遺跡 ﾎﾘﾏﾁｲｾｷ 香花寺町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 029 46 弓削遺跡 ﾕｹﾞｲｾｷ 弓削町･香花寺町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 030 46 稲葉遺跡 ｲﾅﾊﾞｲｾｷ 稲葉町 散布地 弥生～奈良 平地 水田
484 - 031 46 ハリマ遺跡 ﾊﾘﾏｲｾｷ 香花寺町 散布地 弥生～奈良 平地 水田
484 - 032 42 地別当遺跡 ｼﾞﾍﾞｯﾄｳｲｾｷ 早崎町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 033 42 西ノ海道遺跡 ﾆｼﾉｶｲﾄﾞｳｲｾｷ 上八木町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 034 42 下八木遺跡 ｼﾓﾔｷﾞｲｾｷ 下八木町・上八木町 散布地 古墳～奈良 平地 水田
484 - 035 42 船部遺跡 ﾌﾅﾍﾞｲｾｷ 細江町 散布地 弥生～奈良 平地 水田
484 - 036 42・43 細江遺跡 ﾎｿｴｲｾｷ 細江町 散布地 弥生～奈良 平地 水田
484 - 037 43 安楽坊遺跡 ｱﾝﾗｸﾎﾞｳｲｾｷ 曽根町･細江町 散布地 奈良 平地 水田
484 - 038 43 上白山遺跡 ｶﾐｼﾛﾔﾏｲｾｷ 曽根町 散布地 奈良 平地 水田
484 - 039 42 鎌田遺跡 ｶﾏﾀｲｾｷ 難波町 集落跡 奈良～平安 平地 宅地
501 - 001 46 井口日吉遺跡 ｲﾉｸﾁﾋﾖｼｲｾｷ 高月町井口 祭祀跡 縄文～平安 平地 社地
501 - 002 46 井口屋敷遺跡 ｲﾉｸﾁﾔｼｷｲｾｷ 高月町井口 館跡 中世 平地 校地
501 - 003 46 伊香里古墳 ｲｶｻﾄｺﾌﾝ 高月町井口 古墳 古墳 平地  宅地・畑地
501 - 004 46 小寺遺跡 ｺﾃﾞﾗｲｾｷ 高月町井口 寺院跡 その他 平地  水田・宅地
501 - 005 46 寺前遺跡 ﾃﾗﾏｴｲｾｷ 高月町井口 寺院跡 その他 平地  水田・宅地
501 - 006 46 井口遺跡 ｲﾉｸﾁｲｾｷ 高月町井口 集落跡 縄文～中世 平地   水田・宅地・畑地
501 - 007 46 理覚院遺跡 ﾘｶﾞｸｲﾝｲｾｷ 高月町井口 寺院跡 江戸 平地 寺地
501 - 008 46 井口天満宮遺跡 ｲﾉｸﾁﾃﾝﾏﾝｸﾞｳｲｾｷ 高月町井口 集落跡 古墳～平安 平地  水田・社地
501 - 009 46 持寺遺跡 ﾓﾁﾃﾞﾗｲｾｷ 高月町持寺 館跡 その他 平地  社地・宅地
501 - 011 46 未暮古墳群 ﾐｸﾚｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町洞戸・木之本町田部 古墳群 古墳  山頂・山腹 山林
501 - 012 46 洞戸里ノ内遺跡 ﾎﾗﾄﾞｻﾄﾉｳﾁｲｾｷ 高月町洞戸 寺院跡 その他 山麓   山林・宅地・竹林
501 - 013 46 洞戸古墳群 ﾎﾗﾄﾞｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町洞戸 古墳群 古墳 山麓  山林・宅地
501 - 014 46 瓢箪塚古墳 ﾋｮｳﾀﾝﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町洞戸 古墳 古墳 平地 墓地
501 - 015 46 饅頭塚古墳 ﾏﾝｼﾞｭｳﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町洞戸 古墳 古墳 平地 水田
501 - 016 46 洞戸朱塚遺跡 ﾎﾗﾄﾞｼｭﾂﾞｶｲｾｷ 高月町洞戸 集落跡  縄文・古墳～平安  山麓・平地   水田・宅地・畑地
501 - 017 46 尾山古墳群 ｵﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町尾山・木之本町古橋 古墳群 古墳  山頂・山腹 山林
501 - 018 46 道蔵坊遺跡 ﾄﾞｳｿﾞｳﾎﾞｳｲｾｷ 高月町尾山 寺院跡 中世 山麓  山林・寺地
501 - 019 46 尾山城遺跡 ｵﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町尾山 城跡 その他 平地  水田・宅地
501 - 020 46 保延寺館遺跡 ﾎｴﾝｼﾞﾔｶﾀｲｾｷ 高月町保延寺 館跡 その他 平地 宅地
501 - 021 46・47 大海道遺跡 ｵｵｶｲﾄﾞｳｲｾｷ 高月町高月町保延寺･持寺･尾山 集落跡 弥生～中世 平地   水田・畑地・宅地
501 - 022 46 華寺遺跡 ﾊﾅﾃﾞﾗｲｾｷ 高月町保延寺･持寺･雨森 集落跡・寺院跡 古墳～中世 平地   水田・畑地・宅地
501 - 023 46 雨森南遺跡 ｱﾒﾉﾓﾘﾐﾅﾐｲｾｷ 高月町雨森 散布地 その他 平地 水田
501 - 024 46 蔵山寺遺跡 ｿﾞｳｻﾝｼﾞｲｾｷ 高月町雨森 寺院跡   奈良・中世・近世 平地  宅地・雑林
501 - 025 46 雨森城遺跡 ｱﾒﾉﾓﾘｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町雨森 城跡 中世 平地  水田・宅地
501 - 026 46 雨森遺跡 ｱﾒﾉﾓﾘｲｾｷ 高月町雨森 集落跡 古墳～近世 平地   水田・宅地・畑地
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501 - 027 47 赤坂古墳群 ｱｶｻｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町雨森 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 028 47 陣屋の馬場遺跡 ｼﾞﾝﾔﾉﾊﾞﾝﾊﾞｲｾｷ 高月町高野 城跡 その他 山頂 山林
501 - 029 47 馬場末古墳群 ﾊﾞﾊﾞｽｴｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町高野 古墳群 古墳 平地 水田
501 - 030 47 丸山城遺跡 ﾏﾙﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町高野 城跡 その他 山頂 社地
501 - 031 47 高野丸山遺跡 ﾀｶﾉﾏﾙﾔﾏｲｾｷ 高月町高野 窯跡 白鳳～奈良 山腹・山麓 山林
501 - 032 47 寒谷古墳群 ｻﾑﾀﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町高野 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 033 47 野上古墳群 ﾉｶﾞﾐｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町高野 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 034 47 高野遺跡 ﾀｶﾉｲｾｷ 高月町高野 寺院跡 その他 山麓  山林・宅地
501 - 035 47 高野堂山塚古墳 ﾀｶﾉﾄﾞｳﾔﾏﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町高野 古墳 古墳 山麓 山林
501 - 036 47 欠所遺跡 ｹｯｼｮｲｾｷ 高月町高野 墓跡 中世 山麓 山林
501 - 037 46 柏原北遺跡 ｶｼﾊﾗｷﾀｲｾｷ 高月町柏原 集落跡 古墳～平安 平地  水田・宅地
501 - 038 46 柏原城遺跡 ｶｼﾊﾗｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町柏原 城跡 その他 平地 宅地
501 - 039 46 柏原遺跡 ｶｼﾊﾗｲｾｷ 高月町柏原 集落跡 古墳～平安 平地   水田・宅地・社地
501 - 040 46 来光寺遺跡 ﾗｲｺｳｼﾞｲｾｷ 高月町柏原 寺院跡 平安 平地  宅地・社地
501 - 041 46 光眼寺遺跡 ｺｳｹﾞﾝｼﾞｲｾｷ 高月町渡岸寺 寺院跡 平安～不明 平地   水田・宅地・寺地
501 - 042 46 渡岸寺遺跡 ﾄﾞｳｶﾞﾝｼﾞｲｾｷ 高月町渡岸寺･柏原･落川 集落跡 古墳～中世 平地  水田・宅地
501 - 043 46 落川遺跡 ｵﾁｶﾜｲｾｷ 高月町落川 集落跡 古墳～平安 平地 水田
501 - 045 47 塚越古墳 ﾂｶｺｼｺﾌﾝ 高月町馬上 古墳 古墳 山麓 山林
501 - 046 47 北馬上遺跡 ｷﾀﾏｹｲｾｷ 高月町馬上 集落跡  中世・近世 山麓  寺地・山林
501 - 047 47 馬上南遺跡 ﾏｹﾐﾅﾐｲｾｷ 高月町馬上 集落跡 古墳～平安 平地 水田
501 - 048 47 馬上城遺跡 ﾏｹｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町馬上 城跡 その他 平地 宅地
501 - 049 46 森本観音堂遺跡 ﾓﾘﾓﾄｶﾝﾉﾝﾄﾞｳｲｾｷ 高月町森本 寺院跡 平安 平地 宅地
501 - 050 46 森本館遺跡 ﾓﾘﾓﾄﾔｶﾀｲｾｷ 高月町森本 館跡 その他 平地 宅地
501 - 051 46 高月城遺跡 ﾀｶﾂｷｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町高月 城跡 中世 平地 宅地
501 - 052 46 高月西遺跡 ﾀｶﾂｷﾆｼｲｾｷ 高月町高月 集落跡 その他 平地  水田・道路
501 - 053 46 高月北遺跡 ﾀｶﾂｷｷﾀｲｾｷ 高月町高月 集落跡 古墳～平安 平地   水田・宅地・校地
501 - 054 46 高月円通寺遺跡 ﾀｶﾂｷｴﾝﾂｳｼﾞｲｾｷ 高月町高月 寺院跡 その他 平地 宅地
501 - 055 46 大円寺遺跡 ﾀﾞｲｴﾝｼﾞｲｾｷ 高月町高月 集落跡・寺院跡 古墳～中世 平地    水田・畑地・寺地・宅地
501 - 056 46 大市遺跡 ﾀﾞｲｲﾁｲｾｷ 高月町高月 城跡 その他 平地   水田・畑地・宅地
501 - 057 46 狐塚大塚古墳群 ｷﾂﾈﾂﾞｶｵｵﾂｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町高月 古墳群 古墳 平地 水田
501 - 058 46 栗原遺跡 ｸﾘﾊﾗｲｾｷ 高月町高月 神社跡 その他 平地  水田・道路
501 - 059 46 高月南遺跡 ﾀｶﾂｷﾐﾅﾐｲｾｷ 高月町高月   集落跡・祭祀跡・墓跡・工房跡 弥生～平安 平地  水田・宅地
501 - 060 46 宇根遺跡 ｳﾈｲｾｷ 高月町宇根 集落跡 弥生～平安 平地   水田・宅地・畑地
501 - 061 46 宇根館遺跡 ｳﾈﾔｶﾀｲｾｷ 高月町宇根 館跡 その他 平地  畑地・宅地
501 - 062 46 宇根春日遺跡 ｳﾈｶｽｶﾞｲｾｷ 高月町宇根 神社跡 平安 平地  水田・宅地
501 - 063 46 父塚遺跡 ﾁﾁﾂｶｲｾｷ 高月町東阿閉 集落跡 古墳 平地  水田・畑地
501 - 064 46 浄教寺遺跡 ｼﾞｮｳｷｮｳｼﾞｲｾｷ 高月町東阿閉 寺院跡 平安 平地 宅地
501 - 065 46 阿閉長塚遺跡 ｱﾂｼﾞﾅｶﾞﾂｶｲｾｷ 高月町東阿閉 その他 その他 平地 水田
501 - 066 46 父塚古墳 ﾁﾁﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町東阿閉 古墳 古墳 平地 社地
501 - 067 46 物部狐塚遺跡 ﾓﾉﾍﾞｷﾂﾈﾂﾞｶｲｾｷ 高月町西物部 散布地 古墳～平安 平地 水田
501 - 068 46 くるみ古墳 ｸﾙﾐｺﾌﾝ 高月町東柳野 古墳 古墳 平地 水田
501 - 069 46 みち塚古墳 ﾐﾁﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町東柳野 古墳 古墳 平地 水田
501 - 070 46 姫塚古墳 ﾋﾒﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町東柳野 古墳 古墳 平地 社地
501 - 071 46 東柳野遺跡 ﾋｶﾞｼﾔﾅｷﾞﾉｲｾｷ 高月町東柳野 寺院跡 その他 平地  寺地・宅地
501 - 072 46 柳野遺跡 ﾔﾅｷﾞﾉｲｾｷ 高月町東柳野･柳野中･西柳野 集落跡 弥生～平安 平地   水田・宅地・畑地
501 - 073 46 柳野塚町遺跡 ﾔﾅｷﾞﾉﾂｶﾏﾁｲｾｷ 高月町柳野中 その他 その他 平地 水田
501 - 074 46 古保利遺跡 ｺﾎﾘｲｾｷ 高月町柳野中 散布地  奈良・平安 平地 水田
501 - 075 46 西柳野観音堂遺跡 ﾆｼﾔﾅｷﾞﾉｶﾝﾉﾝﾄﾞｳｲｾｷ 高月町西柳野 寺院跡 平安 平地 社地
501 - 076 46 西柳野館遺跡 ﾆｼﾔﾅｷﾞﾉﾔｶﾀｲｾｷ 高月町西柳野 館跡 その他 平地 水田
501 - 077 46 大森遺跡 ｵｵﾓﾘｲｾｷ 高月町重則 集落跡 弥生～平安 平地   水田・畑地・工場
501 - 078 46 大森社遺跡 ｵｵﾓﾘｼｬｲｾｷ 高月町重則 神社跡 その他 山麓 社地
501 - 079 46 山畑古墳群 ﾔﾏﾊﾞﾀｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町松尾・磯野 古墳群 古墳 山頂 山林
501 - 080 46 松尾宮山古墳群 ﾏﾂｵﾐﾔﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町松尾 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 081 46 松尾遺跡 ﾏﾂｵｲｾｷ 高月町松尾 集落跡 平安～江戸 平地  宅地・水田
501 - 082 46 松尾寺遺跡 ﾏﾂｵｼﾞｲｾｷ 高月町松尾 寺院跡 平安～中世 山麓  山林・宅地
501 - 083 46 阿曽津千軒遺跡 ｱｿﾂﾞｾﾝｹﾞﾝｲｾｷ 高月町西野 集落跡・港跡  中世・近世  湖岸・湖底  山林・池
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501 - 084 46 西野山古墳 ﾆｼﾉﾔﾏｺﾌﾝ 高月町西野 古墳 古墳 山頂 山林
501 - 085 46 八ツ岩古墳 ﾔﾂｲﾜｺﾌﾝ 高月町西野 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 087 46 西野宮山古墳群 ﾆｼﾉﾐﾔﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町西野 古墳群 古墳 山頂 山林
501 - 088 46 充満寺遺跡 ｼﾞｭｳﾏﾝｼﾞｲｾｷ 高月町西野 寺院跡 その他 山麓 山林
501 - 089 46 西野城遺跡 ﾆｼﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町西野 城跡 その他 平地 宅地
501 - 090 46 西野薬師堂遺跡 ﾆｼﾉﾔｸｼﾄﾞｳｲｾｷ 高月町西野 寺院跡 平安 平地 宅地
501 - 091 46 木戸遺跡 ｷﾄﾞｲｾｷ 高月町西野 窯跡・港跡 近世 湖岸 山林
501 - 092 46 西野水道跡 ﾆｼﾉｽｲﾄﾞｳｱﾄ 高月町西野 水路跡 江戸  湖岸・平地 湖岸
501 - 093 46 木戸古墳群 ｷﾄﾞｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町西野 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 095 46 熊野遺跡 ｸﾏﾉｲｾｷ 高月町熊野 散布地 その他 平地 水田
501 - 096 46 桜尾古墳群 ｻｸﾗｵｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町熊野 古墳群 古墳 山麓  山林・墓地
501 - 097 46 番戸田遺跡 ﾊﾞﾝﾄﾀﾞｲｾｷ 高月町熊野 集落跡 その他 平地 水田
501 - 098 46 天八百列神社遺跡 ｱﾏﾉﾔｵﾚﾂｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 高月町熊野 館跡 その他 平地 社地
501 - 100 46 片山館遺跡 ｶﾀﾔﾏﾔｶﾀｲｾｷ 高月町片山 館跡 その他 湖岸 宅地
501 - 101 46 片山湖底遺跡 ｶﾀﾔﾏｺﾃｲｲｾｷ 高月町片山 散布地 古墳 湖底 池
501 - 102 46 向山遺跡 ﾑｺｳﾔﾏｲｾｷ 高月町片山 集落跡  中世・近世 湖岸 山林
501 - 103 46 寺ケ浦遺跡 ﾃﾗｶﾞｳﾗｲｾｷ 高月町片山 製鉄跡 その他  湖岸・湖底  山林・池
501 - 106 46 阿閉塚古墳 ｱﾂｼﾞﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町西阿閉 古墳 古墳 山腹 山林
501 - 107 46 阿閉城遺跡 ｱﾂｼﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町西阿閉 城跡 その他 平地 水田
501 - 108 46 阿閉狐塚遺跡 ｱﾂｼﾞｷﾂﾈﾂﾞｶｲｾｷ 高月町西阿閉 その他 その他 平地 山林
501 - 109 46 京田塚遺跡 ｷｮｳﾃﾞﾝﾂｶｲｾｷ 高月町西阿閉 その他 その他 平地 水田
501 - 110 46 阿閉大将軍塚遺跡 ｱﾂｼﾞﾀｲｼｮｳｸﾞﾝﾂﾞｶｲｾｷ 高月町西阿閉 その他 その他 平地 水田
501 - 111 46 竹蓮寺遺跡 ﾁｸﾚﾝｼﾞｲｾｷ 高月町西阿閉 寺院跡 平安 平地 宅地
501 - 112 46 西阿閉遺跡 ﾆｼｱﾂｼﾞｲｾｷ 高月町西阿閉 館跡 その他 平地  宅地・水田
501 - 113 46 刑部遺跡 ｵｻｶﾍﾞｲｾｷ 高月町西阿閉 館跡 中世～江戸 平地 宅地
501 - 114 46 里ノ内遺跡 ｻﾄﾉｳﾁｲｾｷ 高月町西阿閉 集落跡 弥生 平地 水田
501 - 115 46 阿閉塚町遺跡 ｱﾂｼﾞﾂｶﾏﾁｲｾｷ 高月町西阿閉 その他 その他 平地 山林
501 - 116 46 円通寺遺跡 ｴﾝﾂｳｼﾞｲｾｷ 高月町西阿閉 集落跡 古墳～中世 平地 水田
501 - 117 46 甘檪前遺跡 ｱﾏｶｼﾏｴｲｾｷ 高月町西阿閉 神社跡 その他 山麓 山林
501 - 118 46 高田城遺跡 ﾀｶﾀﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町東高田 城跡 その他 平地  宅地・水田
501 - 119 46 鴨田遺跡 ｶﾓﾀﾞｲｾｷ 高月町布施 祭祀跡 弥生 平地 水田
501 - 120 46 布施遺跡 ﾌｾｲｾｷ 高月町布施 館跡 その他 平地 宅地
501 - 121 46 大谷古墳群 ｵｵﾀﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町唐川 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 123 46 湧出山遺跡 ﾕﾙｷﾞﾔﾏｲｾｷ 高月町唐川 集落跡 弥生～古墳 山頂 山林
501 - 124 46 唐川宮山古墳群 ｶﾗｶﾜﾐﾔﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町唐川 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 125 46 赤後寺遺跡 ｼｬｸｺﾞｼﾞｲｾｷ 高月町唐川 寺院跡 平安～不明 山麓  山林・寺地
501 - 126 46 唐川城遺跡 ｶﾗｶﾜｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町唐川 城跡 その他 平地  宅地・畑地
501 - 127 46 唐川西遺跡 ｶﾗｶﾜﾆｼｲｾｷ 高月町唐川･東高田 集落跡 弥生～平安 平地 水田
501 - 128 46 唐川遺跡 ｶﾗｶﾜｲｾｷ 高月町唐川･横山 集落跡 弥生～平安 平地 水田
501 - 129 46 高月横山城遺跡 ﾀｶﾂｷﾖｺﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町横山 城跡 その他 平地 宅地
501 - 130 46 横山遺跡 ﾖｺﾔﾏｲｾｷ 高月町横山  集落跡・墓跡・工房跡 縄文～中世 平地   社地・校地・水田
501 - 131 46 横山神社古墳 ﾖｺﾔﾏｼﾞﾝｼﾞｬｺﾌﾝ 高月町横山 古墳 古墳 平地 社地
501 - 132 46 横山神社遺跡 ﾖｺﾔﾏｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 高月町横山 神社跡 平安～不明 平地 社地
501 - 133 46 瓢塚古墳 ﾋｮｳﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町横山 古墳 古墳 平地 水田
501 - 134 46 兵主神社古墳 ﾋｮｳｽﾞｼﾞﾝｼﾞｬｺﾌﾝ 高月町横山 古墳 古墳 平地 社地
501 - 135 46 横山東遺跡 ﾖｺﾔﾏﾋｶﾞｼｲｾｷ 高月町横山・唐川 散布地 その他 平地 水田
501 - 136 46 下生塚古墳 ｼﾓｲｹﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町磯野 古墳 古墳 平地 水田
501 - 137 46 上生塚古墳 ｶﾐｲｹｼﾞｶｺﾌﾝ 高月町東物部 古墳 古墳 平地 水田
501 - 138 46 東物部遺跡 ﾋｶﾞｼﾓﾉﾍﾞｲｾｷ 高月町東物部 寺院跡 その他 平地 水田
501 - 139 46 物部遺跡 ﾓﾉﾍﾞｲｾｷ 高月町東物部･西物部 集落跡 縄文～中世 平地  水田・宅地
501 - 140 46 長塚古墳 ﾅｶﾞﾂｶｺﾌﾝ 高月町西物部 古墳 古墳 平地 荒地
501 - 141 46 五位塚古墳 ｺﾞｲﾂﾞｶｺﾌﾝ 高月町西物部 古墳 古墳 平地 水田
501 - 142 46 西物部遺跡 ﾆｼﾓﾉﾍﾞｲｾｷ 高月町西物部 館跡 中世 平地 宅地
501 - 143 46 椿原古墳群 ﾂﾊﾞｷﾊﾗｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町磯野 古墳群 古墳 山腹 山林
501 - 144 46 浄厳寺遺跡 ｼﾞｮｳｹﾞﾝｼﾞｲｾｷ 高月町磯野 寺院跡 その他 山麓 山林
501 - 145 46 文光寺遺跡 ﾌﾞﾝｺｳｼﾞｲｾｷ 高月町磯野 寺院跡 その他 山腹 山林
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501 - 146 46 妙光庵遺跡 ﾐｮｳｺｳｱﾝｲｾｷ 高月町磯野 集落跡 弥生～中世 平地 水田
501 - 147 46 磯野館遺跡 ｲｿﾉﾔｶﾀｲｾｷ 高月町磯野 館跡 その他 平地 宅地
501 - 148 46 金蔵寺遺跡 ｷﾝｿﾞｳｼﾞｲｾｷ 高月町磯野 寺院跡 平安 平地  宅地・寺地
501 - 149 46 宮沢城遺跡 ﾐﾔｻﾞﾜｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町磯野 城跡・集落跡 桃山～江戸 平地 宅地
501 - 150 46 常住庵遺跡 ｼﾞｮｳｼﾞｭｳｱﾝｲｾｷ 高月町磯野 寺院跡 その他 平地 宅地
501 - 151 46 磯野山城遺跡 ｲｿﾉﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 高月町磯野･松尾他 城跡 その他 山頂 山林
502 - 001 51 杉野城遺跡 ｽｷﾞﾉｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町杉野 城跡 中世 平地 その他
502 - 002 51 南掛寺遺跡 ﾅﾝｹｲｼﾞｲｾｷ 木之本町杉野 寺院跡 中世 山頂 山林
502 - 003 54 横山岳遺跡 ﾖｺﾔﾏﾀﾞｹｲｾｷ 木之本町杉野 寺院跡・神社跡 中世 山頂 山林
502 - 004 51 古橋裏山遺跡 ﾌﾙﾊｼｳﾗﾔﾏｲｾｷ 木之本町古橋 城跡 中世 山頂 山林
502 - 005 51 飯福寺遺跡 ﾊﾝﾌﾟｸｼﾞｲｾｷ 木之本町古橋 城跡 中世 山頂 山林
502 - 006 50 大見医王寺遺跡 ｵｵﾐｲｵｳｼﾞｲｾｷ 木之本町大見 寺院跡 その他 山腹 山林
502 - 007 51 川合城遺跡 ｶﾜｲｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町川合 城跡 中世 平地  畑地・宅地
502 - 008 50・51 百聞山古墳群 ﾓﾓｷﾞｷﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町川合 古墳群 古墳 山頂 山林
502 - 009 50 百聞山遺跡 ﾓﾓｷﾞｷﾔﾏｲｾｷ 木之本町川合 窯跡 奈良 山麓 山林
502 - 010 51 寺山百聞山古墳群 ﾃﾗﾔﾏﾓﾓｷﾞｷﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町川合 古墳 古墳 山腹 畑地
502 - 011 50 寺山寺遺跡 ﾃﾗﾔﾏﾃﾞﾗｲｾｷ 木之本町川合 寺院跡 その他 山腹 畑地
502 - 012 50・51 川合遺跡 ｶﾜｲｲｾｷ 木之本町川合 集落跡 縄文 山麓 畑地
502 - 013 50・51 寺山遺跡 ﾃﾗﾔﾏｲｾｷ 木之本町川合 集落跡 弥生 山腹 畑地
502 - 014 51 下方古墳群 ｼﾓｶﾀｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町川合 古墳群 古墳 山麓 山林
502 - 015 50・51 なしろ古墳群 ﾅｼﾛｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町川合 古墳群 古墳 山腹 畑地
502 - 016 51 古橋城遺跡 ﾌﾙﾊｼｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町古橋 城跡 中世 山頂 山林
502 - 017 50 栗谷遺跡 ｸﾘﾀﾆｲｾｷ 木之本町古橋 集落跡 縄文 山腹 畑地
502 - 018 50 栗谷古墳群 ｸﾘﾀﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町古橋 古墳群 古墳 山腹 畑地
502 - 019 50 古橋狐塚古墳 ﾌﾙﾊｼｷﾂﾈﾂﾞｶｺﾌﾝ 木之本町古橋 古墳 古墳 山腹 畑地
502 - 020 51 なら橋古墳 ﾅﾗﾊｼｺﾌﾝ 木之本町古橋 古墳 古墳 山腹 山林
502 - 021 51 よしろ塚古墳 ﾖｼﾛﾂﾞｶｺﾌﾝ 木之本町古橋 古墳 古墳 山腹 山林
502 - 022 51 古橋東遺跡 ﾌﾙﾊｼﾋｶﾞｼｲｾｷ 木之本町古橋 製鉄跡 古墳 山腹 山林
502 - 023 47・51 古橋遺跡 ﾌﾙﾊｼｲｾｷ 木之本町古橋 集落跡 縄文 山麓 水田
502 - 024 51 中尾古墳群 ﾅｶｵｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町古橋 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 025 51 古橋法華寺遺跡 ﾌﾙﾊｼﾎｯｹｼﾞｲｾｷ 木之本町古橋 寺院跡 その他 山腹 山林
502 - 026 51 飯福寺遺跡 ﾊﾝﾌﾟｸｼﾞｲｾｷ 木之本町古橋 寺院跡 その他 山腹 山林
502 - 027 47・51 三ツ塚古墳群 ﾐﾂﾂｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町古橋 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 029 47 石道古墳群 ｲｼﾐﾁｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町石道 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 030 47・51 石道寺遺跡 ｼｬｸﾄﾞｳｼﾞｲｾｷ 木之本町石道 寺院跡 その他 山腹 山林
502 - 031 47 己高山高尾寺遺跡 ｺﾀﾞｶﾐﾔﾏﾀｶｵｼﾞｲｾｷ 木之本町石道 寺院跡 その他 山腹 山林
502 - 032 51 上ノ山遺跡 ｳｴﾉﾔﾏｲｾｷ 木之本町石道 集落跡 縄文 山腹 山林
502 - 033 47 小山古墳群 ｺﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町小山 古墳群 古墳  山腹・山頂 山林
502 - 034 47 小山館遺跡 ｺﾔﾏﾔｶﾀｲｾｷ 木之本町小山 館跡 その他 平地 宅地
502 - 035 50 田上山古墳群 ﾀｶﾞﾐﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町木之本 古墳群 古墳 山頂 山林
502 - 036 50 田部北古墳群 ﾀﾍﾞｷﾀｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町木之本 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 037 50 実正古墳群 ｼﾞｯｼｮｳｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町木之本 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 038 50 田上山城遺跡 ﾀｶﾞﾐﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町木之本 城跡 その他 山頂 山林
502 - 039 50 黒田城遺跡 ｸﾛﾀﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町黒田 城跡 中世 平地 宅地
502 - 040 50 黒田古墳群 ｸﾛﾀﾞｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町黒田・余呉町坂口 古墳群 古墳 山頂 山林
502 - 041 50 坂口砦遺跡 ｻｶｸﾞﾁﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 木之本町黒田・余呉町坂口 城跡 室町 山腹 山林
502 - 042 50 黒田長山古墳群 ｸﾛﾀﾞﾅｶﾞﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町黒田・余呉町坂口 古墳群  弥生・古墳 山腹  山林・道路
502 - 043 50 桜内遺跡 ｻｸﾗｳﾁｲｾｷ 木之本町黒田・余呉町坂口  集落跡・墓跡 縄文～平安 平地   道路・水田・畑地
502 - 044 50 黒田長野古墳群 ｸﾛﾀﾞﾅｶﾞﾉｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町黒田 古墳群  古墳・平安 山腹  道路・山林
502 - 045 50 保崎谷古墳群 ﾎｻｷﾀﾞﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町黒田・余呉町下余呉 古墳群 古墳 山頂 山林
502 - 046 50 黒田観音堂遺跡 ｸﾛﾀﾞｶﾝﾉﾝﾄﾞｳｲｾｷ 木之本町黒田 寺院跡 その他 山麓 畑地
502 - 047 50 黒田遺跡 ｸﾛﾀﾞｲｾｷ 木之本町黒田 集落跡・墓跡   弥生・古墳・室町 平地  水田・工場
502 - 048 46 千田館遺跡 ｾﾝﾀﾞﾔｶﾀｲｾｷ 木之本町千田 館跡 中世 平地 その他
502 - 049 46 石作玉造遺跡 ｲｼﾂﾞｸﾘﾀﾏﾂﾞｸﾘｲｾｷ 木之本町千田 工房跡 古墳 平地 水田
502 - 050 46 田部城遺跡 ﾀﾍﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町田部 城跡 中世 平地 宅地
502 - 051 46・50 田部山城遺跡 ﾀﾍﾞﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町田部・高月町洞戸 城跡 その他 山頂 山林
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502 - 052 46 田部古墳群 ﾀﾍﾞｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町田部 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 053 46 法光寺遺跡 ﾎｳｺｳｼﾞｲｾｷ 木之本町田部 寺院跡 その他 平地 水田
502 - 054 46・50 桃山古墳群 ﾓﾓﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町田部 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 055 46・50 大音古墳群 ｵｵﾄｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町大音 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 056 50 浄明寺遺跡 ｼﾞｮｳﾐｮｳｼﾞｲｾｷ 木之本町大音 寺院跡 その他 山麓 山林
502 - 057 46・50 大音遺跡 ｵｵﾄｲｾｷ 木之本町大音 散布地 その他 平地  水田・宅地
502 - 058 46 西山小山古墳群 ﾆｼﾔﾏｺﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町西山 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 059 50 賤ヶ岳城遺跡 ｼｽﾞｶﾞﾀｹｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町大音・余呉町川並 城跡 その他 山頂 山林
502 - 060 46 西山城遺跡 ﾆｼﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町西山 城跡 中世 平地 水田
502 - 061 46 唐川北遺跡 ｶﾗｶﾜｷﾀｲｾｷ 木之本町西山・高月町唐川 散布地 その他 平地 水田
502 - 062 46 西山古墳群 ﾆｼﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町西山 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 063 46 西山山頂古墳群 ﾆｼﾔﾏｻﾝﾁｮｳｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町西山 古墳群 古墳 山頂 山林
502 - 064 46 田居前館遺跡 ﾀｲﾏｴﾔｶﾀｲｾｷ 木之本町田居 館跡 中世 平地 宅地
502 - 065 46 布施城遺跡 ﾌｾｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町北布施 城跡 中世 平地 その他
502 - 066 46 中居谷遺跡 ﾅｶｲﾀﾞﾆｲｾｷ 木之本町北布施 散布地 弥生 山腹 山林
502 - 067 46 赤尾城遺跡 ｱｶｵｼﾞｮｳｲｾｷ 木之本町赤尾 城跡 その他 山頂 山林
502 - 068 46 赤尾遺跡 ｱｶｵｲｾｷ 木之本町赤尾 散布地 弥生 山麓  山林・宅地
502 - 069 46 赤尾古墳群 ｱｶｵｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町赤尾 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 070 46 赤尾館遺跡 ｱｶｵﾔｶﾀｲｾｷ 木之本町赤尾 館跡 その他 山腹 山林
502 - 072 47 井口古墳群 ｲｸﾞﾁｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町小山 古墳群 古墳 段丘  水田・墓地
502 - 073 47 井口遺跡 ｲｸﾞﾁｲｾｷ 木之本町小山 散布地 奈良 山麓 水田
502 - 074 47 小山遺跡 ｺﾔﾏｲｾｷ 木之本町小山 散布地  古墳・奈良 段丘  水田・畑地
502 - 075 51 城ヶ尾古墳群 ｼﾞｮｳｶﾞｵｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町古橋 古墳群 古墳 山腹 山林
502 - 076 51 ナラ塚西古墳群 ﾅﾗﾂｶﾆｼｺﾌﾝｸﾞﾝ 木之本町古橋 古墳群 古墳 山麓 水田
503 - 005 50 坂口北遺跡 ｻｶｸﾞﾁｷﾀｲｾｷ 余呉町坂口 散布地 その他 山麓  道路・畑地
503 - 006 50 大門古墳 ﾀﾞｲﾓﾝｺﾌﾝ 余呉町坂口 古墳 古墳 山腹  道路・山林
503 - 007 50 坂口遺跡 ｻｶｸﾞﾁｲｾｷ 余呉町坂口 集落跡  弥生～平安・江戸 山麓  道路・畑地
503 - 008 50 上の山古墳群 ｳｴﾉﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 余呉町坂口 古墳群 古墳 山腹  道路・山林
503 - 009 50 菅山寺遺跡 ｶﾝｻﾞﾝｼﾞｲｾｷ 余呉町坂口 寺院跡 奈良 山頂 山林
503 - 10 50 坂口西山古墳群 ｻｶｸﾞﾁﾆｼﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 余呉町坂口 古墳群 古墳 山腹 山林
503 - 012 50 蔵方遺跡 ｸﾗｶﾀｲｾｷ 余呉町下余呉 集落跡 古墳～平安 平地 水田
503 - 013 50 岩崎山砦遺跡 ｲﾜｻｷﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町下余呉 城跡 室町 山腹 山林
503 - 014 50 八幡社遺跡 ﾊﾁﾏﾝｼｬｲｾｷ 余呉町下余呉 神社跡 鎌倉 山麓 山林
503 - 015 50 崩れ谷古墳 ｸｽﾞﾚﾀﾆｺﾌﾝ 余呉町下余呉 古墳 古墳 山腹  道路・社地
503 - 016 50 北畑古墳群 ｷﾀﾊﾀｺﾌﾝｸﾞﾝ 余呉町下余呉 古墳群 古墳 山腹  道路・山林
503 - 017 50 大岩山砦遺跡 ｵｵｲﾜﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町下余呉 城跡 室町 山頂 墓地
503 - 018 50 菅山寺砦遺跡 ｶﾝｻﾞﾝｼﾞﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町中之郷 城跡 室町 山頂 山林
503 - 019 50 榎尾遺跡 ｴﾉｷｵｲｾｷ 余呉町中之郷 窯跡 古墳～白鳳 山腹 原野
503 - 020 50 笠上城遺跡 ｶｻｶﾞﾐｼﾞｮｳｲｾｷ 余呉町中之郷 城跡 室町 山腹 山林
503 - 021 50 笠上遺跡 ｶｻｶﾞﾐｲｾｷ 余呉町中之郷 墓跡   弥生・奈良・近世 山麓  道路・竹林
503 - 022 50 日槍塚古墳 ﾋﾎﾞｺﾂﾞｶｺﾌﾝ 余呉町中之郷 古墳 古墳 平地 宅地
503 - 023 50 大門遺跡 ﾀﾞｲﾓﾝｲｾｷ 余呉町中之郷 散布地 奈良～鎌倉 平地 宅地
503 - 024 50 鉛練古墳 ｴﾚｺﾌﾝ 余呉町中之郷 古墳 古墳 山麓 道路
503 - 025 50 堂木山砦遺跡 ﾄﾞｳｷﾞﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町中之郷 城跡 室町 山頂 山林
503 - 026 50 中之郷大寺遺跡 ﾅｶﾉｺﾞｳｵｵﾃﾞﾗｲｾｷ 余呉町中之郷 寺院跡 室町 平地  水田・火葬場
503 - 027 50 天神古墳 ﾃﾝｼﾞﾝｺﾌﾝ 余呉町中之郷 古墳 古墳 山麓 山林
503 - 028 50 堂木山古墳 ﾄﾞｳｷﾔﾏｺﾌﾝ 余呉町中之郷 古墳 古墳 山頂 山林
503 - 029 50 鏡岡遺跡 ｶｶﾞﾐｵｶｲｾｷ 余呉町中之郷 集落跡 古墳 山麓  道路・施設
503 - 030 50 溝谷砦遺跡 ﾐｿﾞﾀﾆﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町中之郷 砦跡 中世 山頂 山林
503 - 031 50 神明山砦遺跡 ｼﾝﾐｮｳﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町八戸 城跡 室町 山頂 山林
503 - 032 50 茂山砦遺跡 ｼｹﾞﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町八戸 城跡 室町 山頂 山林
503 - 034 50 余呉湖底遺跡 ﾖｺﾞｺﾃｲｲｾｷ 余呉町川並･下余呉 集落跡 縄文 湖底・湖岸 湖・水田
503 - 035 50 下丹生北遺跡 ｼﾓﾆｭｳｷﾀｲｾｷ 余呉町下丹生 散布地 弥生 平地 畑地
503 - 036 50 下丹生遺跡 ｼﾓﾆｭｳｲｾｷ 余呉町下丹生 集落跡 弥生 山麓 山林
503 - 037 50 保根七塚古墳群 ﾎｳﾈｼﾁﾂｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 余呉町上丹生 古墳群 古墳 山麓  水田・山林
503 - 038 50 高木塚古墳 ﾀｶｷﾂﾞｶｺﾌﾝ 余呉町上丹生 古墳 古墳 山麓 宅地
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503 - 039 50 堀郷遺跡 ﾎﾘｺﾞｳｲｾｷ 余呉町上丹生 経塚 江戸 山麓 山林
503 - 040 50 末遠遺跡 ｽｴﾄｳｲｾｷ 余呉町上丹生 窯跡 古墳 山麓 原野
503 - 041 53 稲荷山古墳 ｲﾅﾘﾔﾏｺﾌﾝ 余呉町菅並 古墳 古墳 山頂 山林
503 - 042 53 だんじゅく塚古墳 ﾀﾞﾝｼﾞｭｸﾂﾞｶｲｾｷ 余呉町菅並 その他 その他 平地 畑地
503 - 043 54 こいち谷寺遺跡 ｺｲﾁﾀﾞﾆｼﾞｲｾｷ 余呉町菅並 寺院跡 奈良 山麓 山林
503 - 044 53 小原西遺跡 ｵﾊﾗﾆｼｲｾｷ 余呉町小原 寺院跡 その他 山麓 草地
503 - 045 53 多々野神社遺跡 ﾀﾀﾞﾉｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 余呉町小原 神社跡 その他 山麓 山林
503 - 046 53 白子王子屋敷遺跡 ｼﾗｺｵｵｼﾞﾔｼｷｲｾｷ 余呉町小原 館跡 鎌倉 山腹 山林
503 - 047 53 今井家石塚遺跡 ｲﾏｲｹｲｼﾂﾞｶｲｾｷ 余呉町田戸 塚 その他 山麓 宅地
503 - 048 53 田戸南古墳 ﾀﾄﾞﾐﾅﾐｺﾌﾝ 余呉町田戸 古墳 古墳 山腹 草地
503 - 049 53 田戸古墳 ﾀﾄﾞｺﾌﾝ 余呉町田戸 古墳 古墳 山麓 山林
503 - 050 53 岩屋神社遺跡 ｲﾜﾔｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 余呉町鷲見 洞窟 鎌倉 山麓 洞窟
503 - 051 53 尾羽梨遺跡 ｵﾊﾞﾅｼｲｾｷ 余呉町尾羽梨 神社跡・墓跡 その他 山麓  山林・草地
503 - 052 53 針川遺跡 ﾊﾘｶﾜｲｾｷ 余呉町針川   墓跡・寺院跡・神社跡 その他 山麓 草地
503 - 053 54 島左近屋敷遺跡 ｼﾏｻｺﾝﾔｼｷｲｾｷ 余呉町奥川並 館跡 江戸 山麓 草地
503 - 054 54 奥川並遺跡 ｵｸｶﾜﾅﾐｲｾｷ 余呉町奥川並 神社跡・集落跡 その他 山麓 草地
503 - 055 50 文室遺跡 ﾌﾐﾑﾛｲｾｷ 余呉町文室 集落跡 その他 平地 畑地
503 - 056 50 秋葉越遺跡 ｱｷﾊﾞｺﾞｴｲｾｷ 余呉町文室 神社跡 室町 山頂 山林
503 - 057 50 茶臼山砦遺跡 ﾁｬｳｽﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町国安 城跡 室町 山頂 山林
503 - 058 50 天神山砦遺跡 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町国安 城跡 室町 山頂 山林
503 - 059 50 天神山西砦遺跡 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏﾆｼﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町国安 城跡 室町 山頂 山林
503 - 060 50 松田遺跡 ﾏﾂﾀﾞｲｾｷ 余呉町国安 集落跡 弥生～鎌倉 平地 水田
503 - 061 50 横塚古墳 ﾖｺﾂﾞｶｺﾌﾝ 余呉町国安 古墳 古墳 平地 水田
503 - 062 50 ナラ寺遺跡 ﾅﾗﾃﾞﾗｲｾｷ 余呉町国安 寺院跡・集落跡 その他 平地 水田
503 - 063 50 東野屋敷遺跡 ﾋｶﾞｼﾉﾔｼｷｲｾｷ 余呉町東野 館跡 中世 山麓 宅地
503 - 064 50 菖蒲谷砦遺跡 ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町東野 城跡 室町 山腹 山林
503 - 065 50 東野山城遺跡 ﾋｶﾞｼﾉﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 余呉町東野 城跡 室町 山頂 山林
503 - 066 50 塚谷古墳 ﾂｶﾀﾞﾆｺﾌﾝ 余呉町今市 古墳 古墳 山麓 山林
503 - 067 50 今市狐塚古墳 ｲﾏｲﾁｷﾂﾈﾂﾞｶｺﾌﾝ 余呉町今市 古墳 古墳 山麓 畑地
503 - 068 50 今市上砦遺跡 ｲﾏｲﾁｶﾞﾐﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町今市 城跡 室町 山腹 山林
503 - 069 50 行市山砦遺跡 ｷﾞｮｳｲﾁﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町池原 城跡 室町 山頂 山林
503 - 070 50 別所山砦遺跡 ﾍﾞｯｼｮﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町池原  城跡・寺院跡 室町 山頂 山林
503 - 071 50 中谷山砦遺跡 ﾅｶﾀﾆﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町池原 城跡 室町 山腹 山林
503 - 072 50 山寺山砦遺跡 ﾔﾏﾃﾞﾗﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町池原 砦跡 中世 山頂 林
503 - 073 50 池原山砦遺跡 ｲｹﾊﾗﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町池原･文室 城跡 室町 山頂 山林
503 - 074 50 林谷山砦遺跡 ﾊﾔｼﾀﾆﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町池原･新堂 城跡 室町 山腹 山林
503 - 075 50 柏谷山砦遺跡 ｶｼﾀﾆﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町小谷 城跡 室町 山腹 山林
503 - 076 50 大谷山砦遺跡 ｵｵﾀﾆﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町小谷 城跡 室町 山頂 山林
503 - 077 50 橡谷山砦遺跡 ﾄﾁﾀﾆﾔﾏﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町小谷 城跡 室町 山頂 山林
503 - 078 50 柳ヶ瀬関所跡 ﾔﾅｶﾞｾｾｷｼｮｱﾄ 余呉町柳ヶ瀬 関跡 江戸 平地 宅地
503 - 079 53 玄蕃尾城跡 ｹﾞﾝﾊﾞｵｼﾞｮｳｱﾄ 余呉町柳ヶ瀬 城跡 室町 山頂 山林
503 - 080 53 椿坂遺跡 ﾂﾊﾞｷｻｶｲｾｷ 余呉町椿坂 寺院跡 室町 山麓 山林
503 - 081 53 椿坂砦遺跡 ﾂﾊﾞｷｻｶﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町椿坂 城跡 室町 山麓 山林
503 - 082 53 鯉谷遺跡 ｺｲﾀﾞﾆｲｾｷ 余呉町椿坂 館跡 中世 山麓 水田
503 - 083 53 中河内Ｂ遺跡 ﾅｶﾉｶﾜﾁBｲｾｷ 余呉町中河内 館跡 鎌倉 山頂 山林
503 - 084 53 栃ノ木砦遺跡 ﾄﾁﾉｷﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 余呉町中河内 城跡 室町 山頂 山林
503 - 085 53 中河内遺跡 ﾅｶﾉｶﾜﾁｲｾｷ 余呉町中河内 神社跡 古墳 平地 草地
504 - 001 50 塩津浜城遺跡 ｼｵﾂﾊﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 西浅井町塩津浜 城跡 中世 山頂 山林
504 - 002 50 塩津城遺跡 ｼｵﾂｼﾞｮｳｲｾｷ 西浅井町塩津浜 城跡 その他 山腹 山林
504 - 003 50 塩津港遺跡 ｼｵﾂｺｳｲｾｷ 西浅井町塩津浜  港・神社跡 平安～室町   平地・湖岸・湖底   水田・宅地・湖
504 - 004 50 祝山遺跡 ﾎﾘﾔﾏｲｾｷ 西浅井町祝山 散布地 その他 平地 水田
504 - 005 50 応昌寺城遺跡 ｵｳｼｮｳｼﾞｼﾞｮｳｲｾｷ 西浅井町野坂 城跡 中世 山頂 林
504 - 006 50 薬師古墳 ﾔｸｼｺﾌﾝ 西浅井町塩津中 古墳 古墳 山腹 山林
504 - 007 50 福玄寺遺跡 ﾌｸｹﾞﾝｼﾞｲｾｷ 西浅井町塩津中 寺院跡 その他 山腹 山林
504 - 008 50 塩津丸山古墳群 ｼｵﾂﾏﾙﾔﾏｺﾌﾝｸﾞﾝ 西浅井町塩津中 古墳群 古墳 山腹 山林
504 - 009 50 東岡遺跡 ﾋｶﾞｼｵｶｲｾｷ 西浅井町余 散布地 古墳 山麓  水田・山林
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504 - 010 50 西岡城遺跡 ﾆｼｵｶｼﾞｮｳｲｾｷ 西浅井町余 城跡 その他 山頂 山林
504 - 011 50 正応寺遺跡 ｼｮｳｵｳｼﾞｲｾｷ 西浅井町余 寺院跡 その他 山頂 山林
504 - 012 50 沓掛南砦遺跡 ｸﾂｶｹﾐﾅﾐﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 西浅井町集福寺 城跡 その他 山頂 山林
504 - 013 50 集福寺若山城遺跡 ｼｭｳﾌｸｼﾞﾜｶﾔﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 西浅井町集福寺 城跡 その他 山腹 山林
504 - 014 50 沓掛西砦遺跡 ｸﾂｶｹﾆｼﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 西浅井町沓掛 城跡 中世 山頂 林
504 - 015 50 沓掛北砦遺跡 ｸﾂｶｹｷﾀﾄﾘﾃﾞｲｾｷ 西浅井町沓掛 城跡 中世 山頂 林
504 - 016 49 深坂地蔵問屋遺跡 ﾌｶｻｶｼﾞｿﾞｳﾄｲﾔｲｾｷ 西浅井町沓掛 館跡 江戸 山腹 山林
504 - 017 50 鶴ヶ岡遺跡 ﾂﾙｶﾞｵｶｲｾｷ 西浅井町沓掛 窯跡 その他 山腹 畑地
504 - 018 50 沓掛遺跡 ｸﾂｶｹｲｾｷ 西浅井町沓掛 窯跡 その他 山腹 山林
504 - 019 49 深坂越遺跡 ﾌｶｻｶｺﾞｴｲｾｷ 西浅井町沓掛 城跡 中世 山頂 山林
504 - 020 50 横波古墳群 ﾖｺﾅﾐｺﾌﾝｸﾞﾝ 西浅井町横波 古墳群 古墳 丘陵  山林・社地
504 - 021 50 岩熊城遺跡 ﾔﾉｸﾏｼﾞｮｳｲｾｷ 西浅井町岩熊 城跡 その他 山頂 山林
504 - 022 50 岩熊Ａ遺跡 ﾔﾉｸﾏAｲｾｷ 西浅井町岩熊 集落跡 弥生 山腹 山林
504 - 023 50 岩熊Ｂ遺跡 ﾔﾉｸﾏBｲｾｷ 西浅井町岩熊 集落跡  弥生・古墳 平地   水田・畑地・宅地
504 - 024 45・46 大浦Ｂ遺跡 ｵｵｳﾗBｲｾｷ 西浅井町大浦 寺院跡 その他 丘陵 畑地
504 - 025 46・50 大浦Ｄ遺跡 ｵｵｳﾗDｲｾｷ 西浅井町大浦 その他 その他 山腹 山林
504 - 026 46 大浦Ｅ遺跡 ｵｵｳﾗEｲｾｷ 西浅井町大浦 その他 その他 山腹 山林
504 - 027 46 大浦Ｃ遺跡 ｵｵｳﾗCｲｾｷ 西浅井町大浦 集落跡 平安 平地 水田
504 - 029 46 鉄穴遺跡 ﾃﾂｱﾅｲｾｷ 西浅井町菅浦・高月町片山 その他 その他 山頂 山林
504 - 030 46 諸川瓦窯跡 ﾓﾛｶﾜｶﾞﾖｳｱﾄ 西浅井町菅浦 窯跡 白鳳 山腹 水田
504 - 031 46 諸川湖底Ａ遺跡 ﾓﾛｶﾜｺﾃｲAｲｾｷ 西浅井町菅浦 散布地 縄文 湖底 湖
504 - 032 46 白山遺跡 ﾊｸｻﾝｲｾｷ 西浅井町菅浦 寺院跡 白鳳 山麓 水田
504 - 033 46 菅浦遺跡 ｽｶﾞｳﾗｲｾｷ 西浅井町菅浦 集落跡 弥生 山腹 水田
504 - 034 46 ひくれ谷遺跡 ﾋｸﾚﾀﾆｲｾｷ 西浅井町小山 製鉄跡 その他 山腹 水田
504 - 035 46 小山Ａ遺跡 ｵﾔﾏAｲｾｷ 西浅井町小山 製鉄跡 その他 山腹 山林
504 - 036 46 小山Ｂ遺跡 ｵﾔﾏBｲｾｷ 西浅井町小山 製鉄跡 その他 山腹 畑地
504 - 037 49 庄Ａ遺跡 ｼｮｳAｲｾｷ 西浅井町庄 集落跡 その他 丘陵 畑地
504 - 038 49 庄Ｂ遺跡 ｼｮｳBｲｾｷ 西浅井町庄 集落跡 その他 丘陵 水田
504 - 039 50 殿村Ａ遺跡 ﾄﾉﾑﾗAｲｾｷ 西浅井町庄 集落跡 その他 平地 水田
504 - 040 50 大浦Ａ遺跡 ｵｵｳﾗAｲｾｷ 西浅井町庄 製鉄跡 その他 山腹 山林
504 - 041 50 殿村Ｂ遺跡 ﾄﾉﾑﾗBｲｾｷ 西浅井町庄 集落跡 その他 山麓 山林
504 - 042 50 殿村Ｃ遺跡 ﾄﾉﾑﾗCｲｾｷ 西浅井町庄 集落跡 その他 山麓 畑地
504 - 043 49・50 殿村Ｄ遺跡 ﾄﾉﾑﾗDｲｾｷ 西浅井町庄 集落跡 室町 平地   水田・宅地・道路
504 - 044 45 黒山Ｂ遺跡 ｸﾛﾔﾏBｲｾｷ 西浅井町黒山 製鉄跡 その他 山腹 山林
504 - 045 45 黒山Ｃ遺跡 ｸﾛﾔﾏCｲｾｷ 西浅井町黒山 墓跡 その他 山腹 山林
504 - 046 49 黒山Ｄ遺跡 ｸﾛﾔﾏDｲｾｷ 西浅井町黒山 その他 その他 山腹 山林
504 - 047 49 黒山Ｅ遺跡 ｸﾛﾔﾏEｲｾｷ 西浅井町黒山 その他 その他 山腹 山林
504 - 048 45・49 黒山Ａ遺跡 ｸﾛﾔﾏAｲｾｷ 西浅井町黒山 製鉄跡 その他 山腹 山林
504 - 049 49 金谷遺跡 ｶﾅﾀﾆｲｾｷ 西浅井町黒山 墓跡 その他 山腹 山林
203 - 265 46 瀧ヶ谷古墳群 ﾀｷｶﾞﾀﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 高月町西野 古墳群 古墳 山頂 山林
203 - 266 47 外谷遺跡 ﾄﾀﾆｲｾｷ 醍醐町 その他 近世～近代 山腹 山林
203 - 267 47 外谷古墳群 ﾄﾀﾆｺﾌﾝｸﾞﾝ 醍醐町 古墳群 古墳 山腹 山林
203 - 268 47 西村遺跡 ﾆｼﾑﾗｲｾｷ 西村町 集落跡 平地  川底・水田
203 - 269 47 平塚古墳群 ﾋﾗﾂｶｺﾌﾝｸﾞﾝ 平塚町 古墳群 平地 水田
203 - 271 50 岩谷古墳 ｲﾜﾀﾆｺﾌﾝ 木之本町木之本 古墳 古墳 山頂 山林
203 - 272 50 塩谷古墓 ｼｵﾀﾆｺﾎﾞ 木之本町穴師 古墓 中世 山麓 山林
203 - 273 47 石塚古墳 ｲｼｽﾞｶｲｾｷ 小谷丁野町 古墳 古墳 平地 水田
203 - 274 50 大見遺跡 ｵｵﾐｲｾｷ 木之本町大見 散布地 中世 平地 社地・道路・畑地


