
周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(南部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M1001 上ノ園第１遺跡 うえのぞの　だい1 上長飯町字上ノ園 古墳・近世 散布地

M1002 上ノ園第２遺跡 うえのぞの　だい2 上長飯町字中牟田・上ノ園 弥生・古墳・古代・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

M1003 下長飯安留遺跡 しもながえ　やすどめ 下長飯町字安留 中世 城館跡

M1004 下長飯城ヶ尾遺跡 しもながえ　じょうがお 下長飯町字安留・下牟田・城ヶ尾 縄文・古墳・近世 城館跡・集落跡・散布地

M1005 永田・藤束遺跡 ながた・ふじつか
下長飯町字岩渕・伊集院・五丁堀・
永田・藤束・平田・天神原・下冷水

弥生・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M1006 秋永屋敷跡 あきながやしきあと 早鈴町字鎌牟田 中世 城館跡

M1007 姫木城跡 ひめぎじょうあと 姫城町字姫城 中世 城館跡

M1008 高田遺跡 たかだ 早鈴町 弥生・古墳・中世 集落跡・散布地・生産遺跡

M1009 早鈴宮田遺跡 はやすず　みやた 早鈴町 古墳・古代・中世 集落跡・散布地・生産遺跡

M1010 木ノ前遺跡 きのまえ 下長飯町 縄文・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M1011 沼川遺跡 ぬまがわいせき 蔵原町 近世 散布地

M1012 八幡遺跡 はちまん 八幡町 近世・近代 集落跡

M1013 都城領主館跡 みやこのじょうりょうしゅやかたあと 姫城町 近世 城館跡

M1014 早鈴遺跡 はやすず 早鈴町(都城島津邸) 中世 散布地

M1015 唐人町遺跡 とうじんまちいせき 中町 近世 集落跡

M1016 南御屋鋪跡 みなみおやしきあと 姫城町字田中 近世 城館跡

M1016 上町第3遺跡 かみまち　だい3 上町 近世 集落跡

M3002 花繰遺跡 はなぐり 花繰町字花繰 古墳 散布地

M3003 上ノ園第３遺跡 うえのその　だい3 上長飯町字上ノ園 古墳 散布地

M3004 上長飯中牟田遺跡 かみながえ　なかむた 上長飯町字中牟田 古墳・近世 散布地

M3005 出口遺跡 でぐち 一万城町字出口 古墳 散布地

M3006 椎田川遺跡 しのだがわ 上長飯町字椎田川 古墳 散布地

M3007 後牟田遺跡 うしろむた 上長飯町字後牟田 弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M3008 柳川原遺跡 やなぎがわら 中町 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世・近代 集落跡

M3009 中町遺跡 なかまち 中町 縄文・古代・中世・近世・近代 集落跡

M3010 天神遺跡 てんじん 天神町 縄文・弥生・古代・中世・近世・近代 集落跡

M3011 小鷹原遺跡 こたかばる 一万城町 弥生・中世 集落跡・散布地

M3012 東町原口遺跡 ひがしまち　はらぐち 東町 近世・近代 社寺跡

M3013 上町遺跡 かみまち 上町 中世・近世 集落跡

M5001 境堀遺跡 さかいぼり 平塚町字境堀 古墳 散布地

M5002 諸麦遺跡 もろむぎ 平塚町字諸麦・狐束 弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M5003 平塚狐束遺跡 ひらつか　きつねづか 平塚町字狐束 中世・近世 散布地

M5004 平塚中原第1遺跡 ひらつか　なかはる　だい1 平塚町字中原 古墳 散布地

M5005 平塚蓑原遺跡 ひらつか　みのばる 平塚町字蓑原 縄文・弥生 散布地

M5006 平塚中原第２遺跡 ひらつか　なかはる　だい2 平塚町字中原 古墳 散布地

M5007 平塚中原第3遺跡 ひらつか　なかはる　だい3 平塚町字中原・大丸 古墳 散布地

M5008 北下里遺跡 きたさがり 平塚町字北下里 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M5009 平長谷第1遺跡 ひらはせ　だい1 平塚町字平長谷 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

M5010 平峰遺跡 ひらみね 平塚町字風呂元・平峰 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M5011 平塚大丸遺跡 ひらつか　だいまる 平塚町字大丸・七ツ枝 古墳・近世 散布地

M5012 平長谷第２遺跡 ひらわせ　だい2 平塚町字平長谷 弥生 散布地

M5013 働女木遺跡 どうめき 平塚町字働女木・十五・船ヶ迫 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M5014 十五遺跡 じゅうご 平塚町字十五 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

M5015 船ヶ迫・岩立遺跡 ふながさこ・いわだて
五十町字元服・働女木・山下・船ヶ迫・
岩立

縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M5016 諏訪尾遺跡 すわんび 五十町字諏訪尾 弥生・古墳・近世 散布地
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M5017 平塚原村遺跡 ひらつか　はるむら 平塚町字原村 弥生・古墳・中世・近世 生産遺跡・散布地

M5018 油田遺跡 あぶらでん 五十町字油田 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・その他の墳墓・散布地

M5019 五十町松ヶ迫遺跡 ごじっちょう　まつがさこ 五十町字松ヶ迫 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M5020 瀬戸ノ上遺跡(龍峯寺城跡) せとのうえ(りゅうほうじじょうあと) 都島町字瀬戸ノ上・八幡城・取添 縄文・弥生・古墳・中世・近世 城館跡・散布地

M5021 八幡城遺跡 はちまんじょう 都島町字取添・八幡城 古墳・近世 散布地

M5024 野首遺跡 のくび 都島町字鷹尾・岳ノ下・野首 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M5025 上ノ村遺跡 うえのむら 鷹尾一丁目字鷹尾・思案橋・上ノ村・野首 縄文・弥生・古墳・中世・近世 散布地

M5027 都城(鶴丸城)跡 みやこのじょう(つるまるじょう)あと 都島町字本城 縄文・弥生・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

M5029 大岩田（大和田）城跡 おおいわだ(おおわだ)じょうあと 大岩田町字大岩田 中世・近世 城館跡・散布地

M5030 大岩田村ノ前遺跡 おおいわだむらのまえ 大岩田町字村ノ前・大岩田 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M5031 大岩田上村遺跡 おおいわだうえむら 大岩田町字上村・霧島前 旧石器・縄文・弥生・中世・近世 集落跡・散布地

M5032 楢木遺跡 ならのき 大岩田町字楢木・霧島前・曲橋 中世・近世 散布地

M5033 宮尾・立野遺跡 みやお・たての 今町字霧島前・宮尾・立野・六斗丸 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M5034 諏訪免遺跡 すわめん
今町字六斗丸・針谷・大牟田・
諏訪免・西萩原

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M5035 横尾原遺跡 よこおばる
今町・大岩田町・下長飯町字横尾・
冷水・桜畑・東萩原・桑ヶ迫・樋ノ口・
黒土・牧ノ口・満江原・丸山・勇岐新田

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M5036 冷水遺跡 ひやみず
大岩田町字冷水・横尾・梅北町字中
須・

中世・近世 散布地

M5037 長緑遺跡 ながみどり 今町・大岩田町字長緑 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M5038 今町東原遺跡 (いままちひがしはら) 今町字東原・下針谷 中世・近世 散布地

M5039 筆無遺跡 ふでなし 今町字筆無・江口・眉白 縄文・弥生・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M5040 才田遺跡 さいた 今町字才田 古代・中世・近世 散布地

M5041 上針谷・下針谷遺跡 かみはりたに・しもはりたに
今町字鴇尾・中針谷・西原・上針谷・
東今町・下針谷・江口・才田・西今町

弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M5042 鴇尾遺跡 ときのお
今町字江口・鴇尾・西原・西今町・平
原・

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M5043 黒土遺跡 くろつち 大岩田町字黒土 縄文・弥生・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M5044 坂ノ下遺跡 さかのした 今町字坂ノ下 弥生・中世 集落跡・散布地

M5045 天長寺跡 てんちょうじあと 都島町 中世・近世 社寺跡

M5046 龍峯寺跡 りゅうほうじあと 都島町 古代・中世・近世 社寺跡・散布地

M5047 上ノ村第2遺跡 うえのむら　だい2 鷹尾一丁目字上ノ村 中世・近世 集落跡

M7001 梅北針谷遺跡 うめきたはりたに
梅北町字中須・諏訪谷・女橋・針谷・
平田・上平田・久保

弥生・中世・近世 集落跡・散布地

M7002 梅北赤坂遺跡 (うめきたあかさか) 梅北町字赤坂 中世・近世 散布地

M7003 高樋遺跡 たかひ 梅北町字菖蒲谷・大岩田・高樋 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7004 笹ヶ崎遺跡 ささがさき 梅北町笹ヶ崎・本高樋・大岩田・菖蒲谷 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7005 女橋遺跡 おなばし
梅北町・今町字青野原・女橋・二子束・
中島・遠目束・杉ノ元・西脇・下牟田

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 生産遺跡・散布地

M7006 高見堂遺跡 たかみどう 梅北町字高見堂・舟迫・柳ノ元 中世・近世 散布地

M7007 梅北西谷遺跡 うめきた　にしたに 梅北町字後牟田・西谷・東谷 中世・近世 散布地

M7008 東谷遺跡 (ひがしたに) 梅北町字東谷・早山原・宮ノ前 中世・近世 散布地

M7009 中水久保遺跡 (なかみずくぼ)
梅北町字西谷・舟迫・下水久保・
清水原・中水久保・三角畑・西中原・
宮ノ前

中世・近世 散布地

M7010 梅北宮ノ前遺跡 (うめきたみやのまえ) 梅北町字宮ノ前・前村・三角畑・西中原 近世 散布地

M7011 雄児石遺跡 (おごいし)
梅北町字床丸・中床丸・雄児石・
諏訪免・マムシ谷・高樋原・笹ヶ崎・
菖蒲谷・本高樋・大岩田・高樋・鎌牟田

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7012 梅北前村遺跡 (うめきたまえむら) 梅北町字中村・前村 弥生 散布地

M7013 諏訪原遺跡 すわばる
梅北町字中床丸・七ッ谷・柳元
・諏訪原・小岡崎

縄文・弥生・中世・近世 散布地

M7014 諏訪山遺跡 (すわやま) 梅北町字七ッ谷 縄文・中世 散布地

M7015 緩毛原第１遺跡 ゆすけばる　だい1
梅北町字井杭田・井杭田・仮屋田・
中原・小岡崎・東中原・下中原・柊田

縄文・中世・近世 散布地
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M7016 緩毛原第２遺跡 ゆすけばる　だい2 梅北町字中崎・下中原・仮尾田・中原 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7017 大浦遺跡 おおうら
梅北町字中崎・下上高・秀原・
大迫・乗越原・西平・内山・上原

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M7018 嫁坂遺跡 よめざか
梅北町字嫁坂・桜原・小松ヶ屋・
眉白原・口坪・髭持・上丸・古屋敷・
芋ヶ迫

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 生産遺跡・散布地

M7019 上高遺跡 かみたか 梅北町字古屋敷・上高 縄文・中世 散布地

M7020 小迫遺跡 こさこ 梅北町字小迫 縄文・中世 散布地

M7021 川原谷出水遺跡 かわはらだにでみず 梅北町字出水 縄文 集落跡・散布地

M7022 北平遺跡 (きたひら) 梅北町字北平・宇都 縄文・中世 散布地

M7023 梅北宇都遺跡 (うめきたうと) 梅北町字金御岳 古代 散布地

M7024 梅北佐土原遺跡 うめきたさどばる 梅北町字佐土原・柚木園 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M7025 栗原遺跡 くりばる 梅北町字栗原 縄文・中世・近世 散布地

M7026 中之迫遺跡 (なかのさこ) 梅北町字栗原・中之迫 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7027 払川遺跡 はらいがわ 梅北町字払川 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7028 保木島遺跡 ほきしま 梅北町字坐主分・佐土原・保木島・牟礼木 中世・近世 散布地

M7029 牟礼木遺跡 むれき 梅北町字牟礼木 縄文・弥生・古代・中世 散布地

M7030 中床丸遺跡 なかとこまる
梅北町字坐主分・川内・大ノ束・
松ヶ迫・中床丸

旧石器・縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地・生産遺跡

M7031 大年遺跡 (おおとし) 梅北町字菅原・冷水・大年・大ノ束 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7032 一ヶ丸遺跡 いちがまる 梅北町字大盃・一ヶ丸 中世・近世 散布地

M7033 黒尾原遺跡 くろおばる 梅北町字川ノ上・一ヶ丸・黒尾原 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7034 川ノ上遺跡 (かわのうえ) 梅北町字川ノ上 弥生・古墳・中世 散布地

M7035 門貫遺跡 かどぬき 梅北町字門貫 縄文・古代・中世 散布地

M7036 下久保遺跡 (しもくぼ) 梅北町字下久保・西牟田 縄文・古墳・中世 城館跡・散布地

M7037 西牟田遺跡 (にしむた) 梅北町字下久保・西牟田 中世 散布地

M7038 上久保遺跡 (かみくぼ) 梅北町字西牟田・上久保・樅ノ元・益貫 縄文・古代・中世・近世・近代 生産遺跡・散布地

M7039 高橋遺跡 (たかはし) 梅北町字高橋 縄文・中世・近世 散布地

M7040 益貫遺跡 ますぬき 梅北町字益貫・高橋・林ヶ迫 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7041 尾崎第１遺跡 おざき　だい1 梅北町字尾崎 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地・その他の墳墓

M7042 尾崎第２遺跡 おざき　だい2 梅北町字尾崎・西牟田・柳田 縄文・中世 散布地

M7043 梅北柳田遺跡 うめきた　やなぎだ 梅北町字柳田・尾崎 縄文・中世 散布地

M7044 囲内遺跡（梅北城跡） かこいうち(うめきたじょうあと) 梅北町囲内・城野首 古代・中世 城館跡・散布地

M7045 梅北片平遺跡 うめきたかたひら 梅北町字桑ヶ迫・城野首・中野首・島廻・横尾 縄文・弥生・古墳・中世・近世 散布地

M7046 京之峯遺跡 きょうのみね
梅北町・下長飯町・安久町字京之峯・
横尾・二子束・上北原・藤束・上冷水

縄文・弥生・中世・近世 散布地

M7047 梅北北原遺跡 うめきたきたばる 梅北町字上北原・中北原　京之峯　横尾 縄文・古墳・中世 集落跡・散布地

M7048 下筋牟田遺跡 しもすじむた
梅北町字上筋牟田・八幡原・島谷・
下筋牟田・樅ノ元

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M7049 楠畑遺跡 (くすはた)
梅北町字神応寺・山王・楠畑・
島谷・山崎・樅ノ元・湯屋前・早馬ヶ迫

縄文・古代・中世 散布地

M7050 早馬迫遺跡 はやまがさこ 梅北町字早馬ヶ迫・金御岳 中世 散布地

M7051 金御岳遺跡 かねみだけ 梅北町・安久町 中世・近世 散布地

M7052 王子原遺跡 おうじばる 安久町字王子原・山王・金御岳・中島 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M7053 岡元遺跡 (おかもと) 安久町字岡元 古代・中世 散布地

M7054 上安久遺跡 かみやすひさ
安久町字瀬戸口・宮ノ下・下安久・
岡元・上安久・大蔵田

縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

M7055 上冷水遺跡 (かみひやみず)
安久町字下安久・上冷水・遠目束・
松原・藤田・上坂下・天神原・
伊集院田・五丁堀・下冷水

縄文・弥生・古墳・中世・近世 散布地

M7056 天ヶ渕遺跡 あまがぶち 安久町字天ヶ渕 縄文・古代・中世・近世 集落跡・散布地・生産遺跡

M7057 高野遺跡(古城跡) こうの 安久町字古城　内高野　高野 縄文・古墳・古代・中世 城館跡・散布地

M7058 芝原遺跡 (しばはら)
豊満町字芝原・新坂・崩川・
八反田・布別府・外園・天神ヶ迫

縄文・弥生・中世 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(南部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M7059 成山遺跡 なりやま
豊満町字中尾・田部・榎田・宮脇・
池田・成山・橋口・田中・崩川・小束

縄文・古墳・古代・中世 生産遺跡・散布地

M7060 柊木山遺跡 くぬぎやま 豊満町字堀内・柊木山 縄文・古墳・古代・中世 散布地

M7061 豊満池田遺跡 とよみつ　(いけだ) 豊満町字池田 縄文・古墳 散布地

M7062 栗ヶ宇都遺跡 (くりがうど) 豊満町字小別当・野首・栗ヶ宇都 縄文・古代・中世 散布地

M7063 豊満宇都遺跡 とよみつうど 豊満町字宇都 中世 散布地

M7064 椎木元遺跡 (しいきもと) 豊満町字棧敷原・後川内・椎木元 中世 散布地

M7065 外山遺跡 とやま 豊満町字後川内・外山 縄文・中世 散布地

M7066 中尾第１遺跡 (なかお　だい1) 安久町字中尾・池ノ友 縄文・古代・中世 散布地

M7067 中尾第２遺跡 (なかお　だい2) 安久町字中尾 中世 散布地

M7068 安久向原遺跡 (やすひさむこうばる)
安久町字松ヶ迫・前畑・松ノ元・
向原・蛇川・紙渡・畑田

縄文・古代・中世 散布地

M7069 安久松ヶ迫第１遺跡 (やすひさまつがさこ　だい1) 安久町字松ヶ迫 縄文・古代・中世 散布地

M7070 安久松ヶ迫第２遺跡 (やすひさまつがさこ　だい2) 安久町字松ヶ迫・松ノ元・前畑 縄文・中世 散布地

M7071 安久松ヶ迫第３遺跡 (やすひさまつがさこ　だい3) 安久町字松ヶ迫 古代 散布地

M7072 安久松ヶ迫第４遺跡 (やすひさまつがさこ　だい4) 安久町字前畑・松ヶ迫 中世・近世 散布地

M7073 安久前畑遺跡 (やすひさまえはた) 安久町字松ノ元・前畑・北条 縄文・古墳・中世 散布地

M7074 野添遺跡 (のぞえ) 安久町字前畑・野添・湯屋谷 縄文・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M7075 笠岩遺跡 (かさいわ) 安久町字鹿川内 中世 散布地

M7076 安久石原第１遺跡 (やすひさいしはら　だい1) 安久町字石原　鹿川内 縄文・中世 散布地

M7077 安久石原第２遺跡 (やすひさいしはら　だい2) 安久町字石原 中世 散布地

M7078 安久石原第３遺跡 (やすひさいしはら　だい3) 安久町字石原・中原 中世 散布地

M7079 安久中原遺跡 (やすひさなかばる) 安久町字中原 縄文 散布地

M7080 猪之谷遺跡 (いのたに) 安久町字下尾平野 中世 散布地

M7081 尾平野洞窟 おびらのどうくつ 安久町字下尾平野 縄文 その他の遺跡(洞窟)

M7082 下尾平野第１遺跡 しもおびらの　だい1 安久町字下尾平野 縄文・近世 生産遺跡・散布地

M7083 下尾平野第２遺跡 しもおびらの　だい2 安久町字下尾平野 縄文 散布地

M7084 下尾平野第３遺跡 しもおびらの　だい3 安久町字下尾平野 古代 散布地

M7085 下尾平野第４遺跡 しもおびらの　だい4 安久町字下尾平野 縄文 散布地

M7086 御所谷遺跡 (ごしょだに) 安久町字下尾平野 縄文 散布地

M7087 上尾平野遺跡 かみおびらの 安久町字上尾平野 縄文・中世 散布地

M7088 六ヶ城跡（六ヶ村城跡） ろっかじょうあと 安久町字松ヶ迫 中世 城館跡

M7089 池平城跡 いけひらじょうあと 安久町字池ノ友 中世 城館跡

M7090 藤田/天神原遺跡 (つだ/てんじんばる) 安久町 弥生・古墳・古代 散布地

M7091 豊満大谷遺跡 とよみつおおたに 豊満町字大谷 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世・近代 集落跡・散布地

M7092 天ヶ峰陣 あまがみねじん 梅北町字金御岳 中世 城館跡


