
周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M2001 片平遺跡 かたひら 志比田町字片平 古墳 散布地

M2002 志比田安留遺跡 しびた　やすとめ 志比田町字片平・字安留 古墳 散布地

M2003 志比田原口遺跡 しびた　はるぐち 志比田町字原口 古墳 散布地

M2004 正坂原遺跡 しょうざかばる 志比田町字正坂原 縄文・古墳・中世・近世 集落跡・散布地・生産遺跡

M2005 ニタ元遺跡 にたもと 志比田町 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 城館跡・散布地

M2006 小松原焼窯跡 こまつばらやきかまあと 前田町 近世・近代 生産遺跡

M3001 年見川遺跡 としみがわ 妻ケ丘町・菖蒲原町・年見町・立野町 弥生・古墳 集落跡

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

M4001 牧原ノ下遺跡 まきはるのした 下川東四丁目字牧原ノ下・字中尾原 古墳・中世・近世 散布地

M4002 永増遺跡 ながます 上川東四丁目字永増 近世 散布地

M4003 祝吉遺跡 いわよし 祝吉町字祝吉 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡

M4004 祝吉第２遺跡 いわよし　だい2 祝吉町字祝吉 古墳 集落跡・散布地

M4005 松原地区遺跡 まつばらちく 郡元町字久玉・松原 縄文・弥生・古墳・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

M4006 久玉遺跡 くだま 郡元町字久玉 縄文・古墳・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

M4007 白拍子遺跡 しらべし 郡元町字ホキノ上・字白拍子・
字村ノ前 古墳 散布地

M4008 村ノ前遺跡 むらのまえ 郡元町字村ノ前・字中原 古墳 散布地

M4009 早水池ノ友遺跡 はやみず　いけのとも 早水町字池ノ友 縄文・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M4010 祝吉第3遺跡 いわよし　だい3 早水町字天神原・字池島・字祝吉 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M4011 早水遺跡 はやみず 早水町字早水 古墳・中世・近世 散布地

M4012 立野向原遺跡 たての　むこうばる 立野町字早水・字八ツ石・字向原・字村原 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M4013 下川東牧ノ原地下式横穴墓群
しもかわひがし　まきのはら
ちかしきよこあなぼぐん

下川東四丁目字牧ノ原 古墳 古墳

M4016 牟田ノ上遺跡 むたのうえ 早水町字牟田ノ上 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡

M4017 白山原遺跡 はくさんばる 早水町 縄文・古代・中世 集落跡・散布地・生産遺跡

M4018 早水天神原遺跡 はやみず　てんじんばる 早水町 中世・近世 集落跡

M4019 岩吉田遺跡 いわよしだ 神之山町 弥生・古墳・中世 生産遺跡

M4020 郡元尾曲遺跡 こおりもと　おまがり 郡元町 中世 集落跡

M4021 池島遺跡 いけしま 早水町 縄文・弥生・中世 集落跡

M4022 中尾下遺跡 なかおした 下川東四丁目 古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地・生産遺跡

M4023 郡元西原遺跡 こおりもとにしばる 郡元町字西原 中世 集落跡

M4024 南畑遺跡 みなみばた 郡元町字南畑 中世 集落跡

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

M5026 北内堀遺跡 きたうちぼり 鷹尾三丁目字北内堀・内堀 古墳・中世・近世 散布地

M6001 早馬原遺跡 はやまばる 南横市町字早馬原 古墳 散布地

M6002 和田遺跡 わだ 南横市町字和田 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M6003 平田遺跡 ひらた 南横市町字和田・平田 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M6004 胡摩段遺跡 ごまがだん 南横市町字尻枝・胡摩段 古墳 散布地

M6005 田谷・尻枝遺跡 たたに・しりえだ 南横市町字尻枝・田谷 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M6006 加治屋A遺跡 かじや　A 南横市町字加治屋・田谷 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M6007 平原第１遺跡 ひらばる　だい1 南横市町字加治屋・平原・池原 弥生・古墳・近世 散布地

M6008 池ノ元遺跡 いけのもと 南横市町字加治屋・坂元・久味木・池ノ元 縄文・弥生・古墳・中世・近世 散布地

M6009 中尾山・馬渡遺跡 なかおやま・まわたり 南横市町字中尾・馬渡・江内谷 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡

M6010 池原遺跡 いけばる 蓑原町字池ノ元　字池原 縄文・弥生・古墳・近世 散布地

M6011 狸穴遺跡 たぬきあな 蓑原町字狸穴 縄文・弥生・近世 散布地
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M6012 蓑原西原第１遺跡 みのばる　にしばる　だい1 蓑原町字西原 古墳・近世 散布地

M6013 蓑原西原第２遺跡 みのばる　にしばる　だい2 蓑原町字南原・西原 縄文・弥生・中世・近世・近代 散布地

M6014 小笹第１遺跡 おざさ　だい1 蓑原町字小笹 弥生・古墳・近世 散布地

M6015 小笹第２遺跡 おざさ　だい2 蓑原町字小笹 古墳 散布地

M6016 小笹第３遺跡 おざさ　だい3 都原町字小笹 近世 散布地

M6017 平原第２遺跡 ひらばる だい2 蓑原町字平原 弥生・古墳・近世 散布地

M6018 荒谷石踊遺跡 あらたにいしおどり 関之尾町字石踊 古墳・中世 散布地

M6019 佐土平遺跡 さどひら 関之尾町字笠木原 縄文・古代・中世 散布地

M6020 笠木原遺跡 (かさきばる) 関之尾町字笠木原 縄文・弥生・古墳 散布地

M6021 餅田遺跡 (もちだ) 関之尾町字餅田 古墳 散布地

M6022 伊勢谷第１遺跡 いせたに　だい1 関之尾町字伊勢谷 縄文・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M6023 伊勢谷第２遺跡 いせたに　だい2 関之尾町字伊勢谷 縄文・中世 散布地

M6024 関之尾丸山第２遺跡 せきのお　まるやま　だい2 関之尾町字丸山 縄文 集落跡・散布地

M6025 関之尾丸山第３遺跡 せきのお　まるやま　だい3 関之尾町字丸山 縄文 散布地

M6026 関之尾丸山第１遺跡 せきのお　まるやま　だい1 関之尾町字丸山 縄文 集落跡・散布地

M6027 上牧遺跡 かみまき 関之尾町字上牧 縄文・古墳・古代 散布地

M6028 母智丘原第２遺跡 もちおばる　だい2 横市町字母智丘原 縄文・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M6029 母智丘原第１遺跡 もちおばる　だい1 横市町字母智丘原（母智丘神社） 縄文・弥生・古代 散布地

M6030 中牧遺跡 (なかまき) 関之尾町字中牧 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

M6031 牧の原遺跡 (まきのはる)
関之尾町字牧跡・横市町月野原・
乙房町字前原

縄文・弥生・古墳・中世 散布地

M6032 横市中原遺跡 (よこいちなかばる) 横市町字母智丘原・字中原 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M6033 畑田遺跡(新宮城跡) はただ(しんぐうじょうあと) 横市町字畑田 縄文・弥生・古墳・中世・近世・近代 城館跡・生産遺跡・散布地

M6034 別府第１遺跡 びゅう　だい1 横市町字別府 古墳 散布地

M6035 別府第２遺跡 びゅう　だい2 横市町字別府 古代 散布地

M6036 肱穴第１遺跡 ひじあな　だい1 横市町字肱穴 中世・近世 散布地

M6037 肱穴第２遺跡 ひじあな　だい2 横市町字肱穴 古墳 散布地

M6038 月野原第１遺跡 つきのばる だい1 横市町月野原土地改良区 古墳・中世・近世 散布地

M6039 柳原遺跡 (やなぎばる) 横市町字柳原 古墳・中世 散布地

M6040 月野原第２遺跡 つきのばる だい2 横市町月野原土地改良区 古墳・中世 集落跡・生産遺跡・散布地

M6041 月野原第３遺跡 つきのばる だい3 横市町月野原土地改良区 古墳・中世 散布地

M6042 今房遺跡 いまぼう 横市町字今房 中世・近世 集落跡・散布地

M6043 大牟田遺跡 (おおむた) 横市町字大牟田 古墳・古代・中世 散布地

M6044 松下遺跡 (まつした) 志比田町字大根田・字松下・月野原土地改良区 古墳・中世 散布地

M6045 月野原第４遺跡 つきのばる だい4 志比田町字松元・月野原土地改良区 縄文・古墳・中世・近世 生産遺跡・散布地

M6046 松元遺跡(蒲生屋敷跡) まつもと(がもうやしきあと) 志比田町字松元 中世 城館跡

M6047 月野原第５遺跡 つきのばる だい5 志比田町月野原土地改良区 中世・近世 散布地

M6048 鶴喰遺跡 つるはみ 横市町字表 古墳・中世 集落跡・散布地・社寺跡・
生産遺跡

M6049 肱穴遺跡 ひじあな 横市町 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M6050 母智丘谷遺跡 もちおだに 横市町字母智丘 中世・近世・近代 生産遺跡・集落跡・散布地

M6051 牧ノ原第2遺跡 まきのはる　だい2 横市町字月野原 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 生産遺跡・集落跡・散布地

M6052 上牧第2遺跡 かみまき　だい2 横市町 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡

M6053 馬渡遺跡 まわたり 蓑原町字馬渡 縄文・弥生・古墳・古代・中世 城館跡・集落跡・散布地

M6054 坂元A遺跡 さかもと　A 南横市町 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 生産遺跡

M6055 坂元B遺跡 さかもと　B 南横市町 縄文・弥生・古代・中世・近世 集落跡



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M6056 江内谷遺跡 えないだに 南横市町 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地・生産遺跡

M6057 蓑原遺跡 みのばる 蓑原町 縄文・弥生・古墳・中世 集落跡・散布地・生産遺跡

M6058 中尾遺跡 なかお 蓑原町字中尾 縄文・弥生・古墳・中世 集落跡・散布地

M6059 南横市星原遺跡 みなみよこいち　ほしはら 南横市町 縄文・弥生・古墳・古代・近世 集落跡

M6060 早馬遺跡 はやま 南横市町 中世 集落跡・散布地・生産遺跡

M6061 加治屋B遺跡 かじや　B 南横市町 縄文・弥生・古墳・中世・近世 城館跡・集落跡

M6062 加治屋地下式横穴墓群 かじやちかしきよこあなぼぐん 南横市町加治屋 古墳 古墳

M8001 上平田遺跡 かみひらた 乙房町字汁谷・前原 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8002 上月野原第1遺跡 かみつきのばる　だい1 乙房町字月野原・汁谷・前原・上月野原 弥生・古墳・中世 散布地

M8003 乙房大久保第1遺跡 おとぼう　おおくぼ　だい1 乙房町字大久保 縄文・弥生・古墳 集落跡・散布地

M8004 乙房大久保第2遺跡 おとぼう　おおくぼ　だい2 乙房町字大久保 縄文・弥生・古墳・中世・近世 集落跡・散布地

M8005 上月野原第2遺跡 かみつきのばる　だい2 乙房町字上月野原 中世 散布地

M8006 広峯遺跡 ひろみね 乙房町字広峯 古墳・近世 散布地

M8007 内場遺跡(馬籠陣跡) うちば 乙房町字小松ヶ尾・乙房 古墳・中世・近世 城館跡・散布地

M8008 小松尾遺跡 こまつお 乙房町字下月野原・小松ヶ尾・乙房 中世・近世 散布地

M8009 今平第1遺跡 いまでら　だい1 乙房町字今平 中世 散布地

M8010 今平第2遺跡 いまでら　だい2 乙房町字今平 中世 散布地

M8011 益丸遺跡 ますまる 志比田町字益丸 古墳 散布地

M8012 東原第1遺跡 ひがしばる　だい1 菓子野町字東原 中世・近世 散布地

M8013 東原第2遺跡 ひがしばる　だい2 菓子野町字東原 弥生・近世 散布地

M8014 東原第3遺跡 ひがしばる　だい3 菓子野町字東原 近世 散布地

M8015 東原第4遺跡 ひがしばる　だい4 菓子野町字東原・茶屋原 中世・近世 散布地

M8016 菓子野西原第1遺跡 かしの　にしばる　だい1 菓子野町字西原 中世 散布地

M8017 菓子野西原第2遺跡 かしの　にしばる　だい2 菓子野町字東原 古墳 散布地

M8018 鈴川第1遺跡 すずかわ　だい1 菓子野町字鈴川・引土川原 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8019 鈴川第2遺跡 すずかわ　だい2 菓子野町字鈴川 中世・近世 散布地

M8020 畑中遺跡 はたなか 菓子野町字畑中・野首 古墳 散布地

M8021 菓子野原遺跡 かしのばる 菓子野町字菓子野原・野首 弥生・近世 散布地

M8022 菓子野野首第1遺跡 かしののくび　だい1 菓子野町字野首 弥生・近世 散布地

M8023 菓子野野首第2遺跡 かしののくび　だい2 菓子野町字野首 古墳・古代・中世・近世 散布地

M8024 菓子野野首第3遺跡 かしののくび　だい3 菓子野町字野首 中世 散布地

M8025 今屋原第1遺跡 いまやばる　だい1 庄内町字今屋原 縄文・弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8026 今屋原第2遺跡 いまやばる　だい2 庄内町字今屋原・菓子野町字野首 古代・中世・近世 散布地

M8027 今屋遺跡 いまや 菓子野町字今屋 古代・中世・近世 散布地

M8028 今屋原第3遺跡 いまやばる　だい3 庄内町字今屋原 近世 散布地

M8029 今屋原第4遺跡 いまやばる　だい4 庄内町字今屋原 縄文・弥生・古墳・近世 散布地

M8030 今屋原第5遺跡 いまやばる　だい5 庄内町字今屋原・戦場原 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8031 今屋原第6遺跡 いまやばる　だい6 庄内町字今屋原・戦場原・諏訪原 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M8032 戦場原第1遺跡 せんじょうばる　だい1 庄内町字戦場原 中世・近世 散布地

M8033 戦場原第2遺跡 せんじょうばる　だい2 庄内町字戦場原 縄文・弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8034 戦場原第3遺跡 せんじょうばる　だい3 庄内町字戦場原 中世・近世 散布地

M8035 戦場原第4遺跡 せんじょうばる　だい4 庄内町字戦場原 中世・近世 散布地

M8036 花立原遺跡 はなたちばる 庄内町字花立原・戦場原 縄文・古代・中世・近世 散布地

M8037 戦場原第5遺跡 せんじょうばる　だい5 庄内町字戦場原・花立原 中世・近世 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M8038 戦場原第6遺跡 せんじょうばる　だい6 庄内町字戦場原・内城・花立原 縄文・中世・近世 散布地

M8039 内城第1遺跡 ないじょう　だい1 庄内町字内城 縄文・弥生・中世・近世 散布地

M8040 内城第2遺跡 ないじょう　だい2 庄内町字内城 中世・近世 散布地

M8041 内城第3遺跡 ないじょう　だい3 庄内町字内城 中世・近世 散布地

M8042 内城第4遺跡 ないじょう　だい4 庄内町字内城 近世 散布地

M8043 宮原遺跡 みやはる 庄内町字宮原 中世・近世 散布地

M8044 庄内諏訪原遺跡 しょうないすわばる 庄内町字諏訪原 古墳・中世・近世 散布地

M8045 東脇遺跡 ひがしわき 庄内町字東脇 縄文・近世 生産遺跡・散布地

M8046 上桑原遺跡 かみくわばる 庄内町字上桑原 弥生・古墳・古代・中世 散布地

M8047 安永城跡 やすながじょうあと 庄内町字内城 縄文・弥生・古代・中世・近世 城館跡・散布地

M8048 中尾原第1遺跡 なかおばる　だい1 庄内町字中尾原 古墳 散布地

M8049 中尾原第2遺跡 なかおばる　だい2 庄内町字中尾原 中世・近世 散布地

M8050 中尾原第3遺跡 なかおばる　だい3 庄内町字中尾原 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8051 中尾原第4遺跡 なかおばる　だい4 庄内町字中尾原 弥生・古墳・中世・近世 散布地

M8052 中尾原第5遺跡 なかおばる　だい5 庄内町字中尾原 中世・近世 散布地

M8053 中尾原第6遺跡 なかおばる　だい6 庄内町字中尾原 近世 散布地

M8054 中尾原第7遺跡 なかおばる　だい7 庄内町字中尾原 弥生・中世 散布地

M8055 中尾原第8遺跡 なかおばる　だい8 庄内町字中尾原・美川町字立野 中世・近世 散布地

M8056 上ノ段第1遺跡 うえのだん　だい1 関之尾町字上ノ段 弥生・中世 散布地

M8057 上ノ段第2遺跡 うえのだん　だい2 関之尾町字上ノ段 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

M8058 上ノ段第3遺跡 うえのだん　だい3 関之尾町字上ノ段 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

M8059 大坪川原遺跡 おおつぼがわら 関之尾町字大坪川原・上ノ段 近世 散布地

M8060 関之尾新開遺跡 せきのお　しんかい 関之尾町字新開 中世 散布地

M8061 関之尾遺跡 せきのお 関之尾町字関之尾・上ノ段 中世・近世 散布地

M8062 上ノ段第4遺跡 うえのだん　だい4 関之尾町字上ノ段 弥生・近世 散布地

M8063 萩ノ尾遺跡 はぎのお 関之尾町字萩ノ尾 縄文・古墳・中世・近世 散布地

M8064 城瀬第1遺跡 しろせ　だい1 関之尾町字城瀬 縄文・中世 散布地

M8065 城瀬第2遺跡 しろせ　だい2 関之尾町字城瀬 中世・近世 散布地

M8066 菓子野地下式横穴墓群 かしのちかしきよこあなぼぐん 菓子野町字鈴川 古墳 古墳

M8067 桑原遺跡 くわばら 庄内町字桑原(庄内中学校) 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡

M8068 庄内小学校遺跡 しょうないしょうがっこう 庄内町(庄内小学校) 縄文・弥生・中世・近世・近代 集落跡

M8069 庄内西脇遺跡 しょうない　にしわき 庄内町字西脇 古代 集落跡

M9001 金田宮ノ下遺跡 かなだ　みやのした 金田町字宮ノ下 弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M9002 益動堀遺跡 ますどぼり 金田町益動堀 中世 散布地

M9003 広瀬遺跡 ひろせ 金田町字広瀬 中世 散布地

M9004 太郎坊中原遺跡 (たろぼうなかはら) 太郎坊町字中原・前原 古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M9005 浜宮遺跡 (はまみや) 太郎坊町字浜宮 中世・近世 散布地

M9006 前口遺跡 (まえぐち) 高木町字前口 古墳・中世 散布地

M9007 後馬場遺跡 (うしろばば) 高木町字後馬場 中世 散布地

M9008 高木赤坂遺跡(高木屋敷跡) (たかぎあかさか) 高木町字八日町・赤坂・後馬場 縄文・古代・中世 城館跡・散布地

M9009 新原・出口遺跡 (にいはら・でぐち) 高木町字新原・出口・八日町 古墳・古代・中世 散布地

M9010 並木添遺跡 なみきぞえ 高木町字並木添・出口 古代・中世・近世 集落跡・散布地

M9011 原中第1遺跡 はるなか　だい1 高木町字境原・原中 中世 散布地

M9012 境原遺跡 (さかいばる) 高木町字境原 中世・近世 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M9013 原中第2遺跡 はるなか　だい2 高木町字原中 中世 散布地

M9014 大円松遺跡 (だいえんまつ) 都北町字大円松 近世 散布地

M9015 大島畠田遺跡 おおしまはたけだ 金田町字畠田 古代・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地・
生産遺跡

M9016 中川原遺跡 なかがわら 太郎坊町 古墳・古代・中世 散布地

M9017 畠田遺跡 はたけだ 金田町 古代・中世 生産遺跡

M10001 崎田遺跡 (さきた) 野々美谷町字陣ノ尾・崎田 中世・近世 散布地

M10002 亀甲遺跡 かめのこう 野々美谷町字亀甲 中世・近世 散布地

M10003 野々美谷野首遺跡 ののみだにのくび 野々美谷町字野首・古城 古墳・中世・近世 散布地

M10004 中崎遺跡 (なかざき) 野々美谷町字中崎 古墳・中世 散布地

M10005 野々美谷城跡 ののみだにじょうあと 野々美谷町字古城 中世 城館跡・散布地

M10006 前堀遺跡 (まえほり) 野々美谷町字前堀 古墳・中世 散布地

M10007 永山遺跡 (ながやま) 野々美谷町字永山 中世・近世 散布地

M10008 児玉原遺跡 (こだまばる) 野々美谷町字児玉原 近世 散布地

M10009 神竹遺跡(児玉屋敷跡) かみたけ 野々美谷町字神竹 中世 城館跡

M10010 上植松原遺跡 かみうえまつばら 野々美谷町字上植松原・後堀・
前堀・丸野町字植松原 近世 散布地

M10011 原下し遺跡 はるおろし 丸谷町字下原下し 古墳・近世 散布地

M10012 下境遺跡 (しもさかい) 野々美谷町字下植松原 古墳・中世 散布地

M10013 森田原遺跡 (もりたばる)
野々美谷町字森田原・下植松原・
上水流町字森田原

弥生・古墳・中世 散布地・古墳

M10014 森田陣跡 (もりたじんあと)
野々美谷町字神竹原・下植松原・
上水流町字森田原

中世・近世 城館跡・散布地

M10015 長牟田第1遺跡 ながむた　だい1 丸谷町字長牟田 近世 散布地

M10016 長牟田第2遺跡 ながむた　だい2 上水流町字長牟田 古墳・中世 散布地

M10017 藤ヶ迫遺跡 ふじがさこ 上水流町字藤ヶ迫 弥生・古墳 散布地

M10018 外堀第1遺跡 そとぼり　だい1 上水流町字外堀・長牟田 弥生・古墳・中世 散布地

M10019 外堀第2遺跡 そとぼり　だい2 上水流町字西原・外堀 古墳・中世 城館跡・散布地

M10020 志和池城跡 しわちじょうあと 上水流町古城 古代・中世 城館跡

M10021 中道遺跡 (なかみち) 上水流町字中道・野首 中世 散布地

M10022 上水流野首遺跡 かみずるのくび 上水流町字野首（志和池小学校） 古代・近代 散布地

M10023 陣ノ口遺跡 じんのくち 上水流町陣ノ口 中世・近世 散布地

M10024 下水流平原第1遺跡 (しもずるひらばる　だい1) 下水流町字平原 古墳・中世 散布地

M10025 下水流平原第2遺跡 (しもずるひらばる　だい2) 下水流町字平原 古墳・近世 散布地

M10026 香原遺跡 こうばる 下水流町字平原・元牟田・上水流町字香原・中牟田 古墳・古代・近世 散布地

M10027 上水流中牟田遺跡 かみずるなかむた 上水流町字築池・中牟田 古墳・中世 散布地

M10028 築池遺跡 ちくいけ 上水流町・下水流町字築池・中牟田 縄文・弥生・古墳・中世 集落跡・散布地・古墳

M10029 十三束第1遺跡 じゅうさんつか　だい1 上水流町字十三束 縄文・古墳・中世・近世 散布地

M10030 十三束第2遺跡 じゅうさんつか　だい2 上水流町字小岡原・十三束・築池 縄文・弥生・古墳・平安・近世 集落跡・散布地

M10031 小岡原第1遺跡 (こおかばる　だい1) 下水流町字築池・小岡原 古墳・古代・近世 散布地

M10032 南鶴遺跡 みなみづる 下水流町字南鶴 古墳・中世 散布地

M10033 小岡原第2遺跡 (こおかばる　だい2) 下水流町字小岡原・南鶴 縄文・弥生・古墳・古代 散布地

M10034 倉内遺跡 くらうち 下水流町字倉内 古墳・古代・中世 散布地

M10035 志和池天神原遺跡 しわち　てんじんばる 下水流町字天神原 古墳・古代 散布地

M10036 妙見原第1遺跡 みょうけんばる　だい1 下水流町字妙見原・池田 縄文・古墳・中世 散布地

M10037 妙見原第2遺跡 みょうけんばる　だい2 下水流町字小岡原・妙見原 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

M10038 中須第1遺跡 なかす　だい1 上水流町字中須 古墳・中世 散布地

M10039 上水流松ヶ迫遺跡 かみずるまつがさこ 上水流町字松ヶ迫 縄文・中世 集落跡・散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)
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M10040 屏風谷第1遺跡 びょうぶだに　だい1 上水流町字十三束・屏風谷 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M10041 屏風谷第2遺跡 びょうぶだに　だい2 上水流町字屏風谷 縄文・古墳 散布地

M10042 十三束第3遺跡 じゅうさんつか　だい3 上水流町字藤ヶ迫・十三束 古墳・中世 散布地

M10043 山ノ田第1遺跡 やまのた　だい1 丸谷町字榎木原・山ノ田・稲荷田 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

M10044 山ノ田第2遺跡 やまのた　だい2 丸谷町字山ノ田 古墳 散布地

M10045 丸谷第1遺跡 まるたに　だい1 丸谷町字榎木原 弥生・古墳・古代 集落跡・散布地

M10046 下大五郎遺跡 しもだいごろう 丸谷町字下大五郎 弥生・古代・近世 集落跡・散布地

M10047 十太堀遺跡 じゅうたぼり 丸谷町字十太堀 近世 散布地

M10048 下ノ原第1遺跡 (しものはる　だい1) 丸谷町字下ノ原 中世 散布地

M10049 下ノ原第2遺跡 (しものはる　だい2) 丸谷町字下ノ原 古墳・中世・近世 散布地

M10050 猫尾遺跡 ねこお 丸谷町字猫尾 近世 散布地

M10051 万ヶ塚遺跡 まんがづか 丸谷町字万ヶ塚 縄文・弥生・近世 散布地

M10052 丸谷第3遺跡 まるたに　だい3 丸谷町字山ノ田土地改良区・鍋谷 古墳・近世 散布地

M10053 丸谷第4遺跡 まるたに　だい4 丸谷町字山ノ田土地改良区 中世 散布地

M10054 丸谷第2遺跡B地点 まるたに　だい2　Bちてん 丸谷町字山ノ田土地改良区 縄文・弥生 集落跡

M10055 丸谷第2遺跡A地点 まるたに　だい2　Aちてん 丸谷町字山ノ田土地改良区 縄文・弥生 集落跡

M10056 丸谷第5遺跡 まるたに　だい5 丸谷町山ノ田土地改良区 弥生・古墳 散布地

M10057 稲荷田遺跡 いなりだ 丸谷町字山ノ田・稲荷田 弥生・古墳・古代 散布地

M10058 下薗遺跡 しもぞの 丸谷町字下薗 縄文 散布地

M10059 荒ヶ田遺跡 (あらけだ) 丸谷町字荒ヶ田 古墳・中世 散布地

M10060 松ヶ森第1遺跡 (まつがもり　だい1) 丸谷町字松ヶ森 中世 散布地

M10061 松ヶ森第2遺跡 (まつがもり　だい2) 丸谷町字松ヶ森 縄文・古墳 散布地

M10062 松ヶ森第3遺跡 (まつがもり　だい3) 丸谷町字松ヶ森 古墳 散布地

M10063 乗峯遺跡 のりみね 丸谷町字乗峯 古墳 散布地

M10064 西ノ丸遺跡 にしのまる 丸谷町字堂山・西ノ丸 古墳 散布地

M10065 堂山遺跡 どうやま 丸谷町字堂山 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 集落跡・散布地

M10066 中須第2遺跡 なかす　だい2 下水流町字中須 縄文・弥生・古墳 散布地

M10067 佐土ヶ中第1遺跡 さどがなか　だい1 岩満町字佐土ヶ中 古代 散布地

M10068 佐土ヶ中第2遺跡 さどがなか　だい2 下水流町字佐土ヶ中 古墳 散布地

M10069 早馬原・竹ヶ山遺跡 (はやまばる・たけがやま) 岩満町字早馬原・竹ヶ山 縄文・古墳 散布地

M10070 池水流遺跡 (いけずる) 岩満町池水流 古墳 散布地

M10071 岩満王子原遺跡(岩満屋敷跡) いわみつおうじばる(いわみつやしきあと) 岩満町字王子原・東田 古墳・中世・近世 城館跡・散布地

M10072 東川畑・西川畑遺跡 (ひがしかわばた・にしかわばた) 岩満町字西川畑 古墳・中世 散布地

M10074 平原地下式横穴墓群 ひらばるちかしきよこあなぼぐん 下水流町字平原 古墳 古墳

M10075 築池地下式横穴墓群 ちくいけしかしきよこあなぼぐん 下水流町字築池 古墳 古墳

M10076 茶臼ヶ陣跡 ちゃうすがじんあと 下水流町字天神原 古代・中世 城館跡

M10077 中大五郎第1遺跡 なかだいごろう　だい1 丸谷町大字中大五郎 弥生・古墳・古代・中世 集落跡

M10078 中大五郎第2遺跡 なかだいごろう　だい2 丸谷町大字中大五郎 弥生・古墳・中世・近世 集落跡

M10079 本池遺跡 もといけ 丸谷町大字上大五郎 縄文・弥生・古代・中世 集落跡

M10081 丸谷前畑遺跡 まるたに　まえはた 丸谷町 縄文・弥生・古墳・中世 城館跡・集落跡・散布地

M10080 上大五郎遺跡 かみだいごろう 丸谷町大字上大五郎 弥生・古墳・中世・近世 集落跡・城館跡

M10082 下川原遺跡 しもかわら 丸谷町字下川原 近世 生産遺跡

M10083 丸谷谷ノ口遺跡 まるたに　たにのくち 丸谷町字谷ノ口 近世 生産遺跡

M10084 渡り口遺跡 わたりぐち 丸谷町字渡り口 近世 生産遺跡
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遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M10085 丸谷(某)屋敷跡 まるたに(ぼう)やしきあと 丸谷町字山ノ田 中世 城館跡

M10086 神竹第2遺跡 かみたけ　だい2 野々美谷町神竹 近世 散布地

M11001 大倉田遺跡 おおくらだ 美川町字大倉田 近世 散布地

M11002 切畑第1遺跡 きりはた　だい1 美川町字踊橋・切畑 弥生・中世・近世 散布地

M11003 切畑第2遺跡 きりはた　だい2 美川町字切畑 弥生・古代・中世・近世 散布地

M11004 五本松遺跡 ごほんまつ 美川町字五本松・立野 古墳 散布地

M11005 上野遺跡 うえの 美川町字五本松・上野 縄文・中世・近世 散布地

M11006 幣次遺跡 へいつぎ 美川町字上別府・幣次・上野 縄文・中世・近世 散布地

M11007 瀧ノ下遺跡 たきのした 美川町字瀧ノ下・瀧ノ尾 中世・近世 散布地

M11008 栗味遺跡 くりみ 美川町字栗味 縄文・近世 散布地

M11009 黒生第1 くろばえ　だい1 美川町字水上・高野町字黒生 弥生・近世 散布地

M11010 水上第1遺跡 みずかみ　だい1 高野町字水上 縄文 集落跡

M11011 黒生第2遺跡 くろばえ　だい2 高野町字黒生 縄文 集落跡

M11012 水上第2遺跡 みずかみ　だい2 美川町字水上 縄文・古代・近世 散布地

M11013 堀込遺跡 ほりごめ 高野町字堀込 古墳 散布地

M11014 下大塚遺跡 しもおおつか 高野町字下大塚 弥生・近世 散布地

M11015 中大塚遺跡 なかおおつか 高野町字中大塚 弥生 散布地

M11016 上大塚遺跡 かみおおつか 高野町字上大塚 古墳 散布地

M11017 胡麻ヶ野第1遺跡 ごまがの　だい1 高野町字胡麻ヶ野・山ノ子 近世 散布地

M11018 胡麻ヶ野第2遺跡 ごまがの　だい2 高野町字胡麻ヶ野 縄文 散布地

M11019 胡麻ヶ野第3遺跡(胡麻ヶ野城跡) ごまがの　だい3 高野町字胡麻ヶ野・東原 中世・近世 城館跡・散布地

M11021 大池遺跡 おおいけ 吉之元町字大池・前床(明観寺跡) 縄文・中世 社寺跡・散布地

M11022 藤ヶ尾第1遺跡 ふじがお　だい1 吉之元町字藤ヶ尾 古墳・中世 散布地

M11023 藤ヶ尾第2遺跡 ふじがお　だい2 吉之元町字藤ヶ尾 中世 散布地

M11024 御間布志遺跡 ごまぶし 吉之元町字御間布志 中世・近世 散布地

M11025 水流川間 (ずるかわま) 吉之元町字水流川間・高束 近世 散布地

M11026 田野第1遺跡 たの　だい1 吉之元町字田野 古墳 散布地

M11027 田野第2遺跡 たの　だい2 吉之元町字田野 近世 散布地

M11028 田子所遺跡 たごしょ 吉之元町字田野・田子所 弥生・中世 散布地

M11029 俵迫遺跡 たわらざこ 高野町字田方・俵迫 弥生 散布地

M11030 山ノ口遺跡 やまのくち 高野町字山ノ口 中世 散布地

M11031 大迫遺跡 (おおさこ) 美川町大迫 中世 散布地

M11032 前原遺跡 (まえはら) 美川町字前原 近世 散布地

M11033 美川宮前遺跡 みかわ　みやまえ 美川町字宮前 中世・近世 散布地

M11034 木フキ頭遺跡 きふきがしら 美川町字木フキ頭 中世・近世 散布地

M11035 郷ヶ原第1遺跡 ごうがはら　だい1 美川町字郷ヶ原 古代・中世・近世 散布地

M11036 郷ヶ原第2遺跡 ごうがはら　だい2 美川町字郷ヶ原 中世・近世 散布地

M11037 永松遺跡 (ながまつ) 美川町字郷ヶ原・永松 中世・近世 散布地

M11038 白谷遺跡 (しらたに) 美川町字上迫・白谷 縄文・古墳・古代・中世・近世 散布地

M11039 集り遺跡 あつまり 夏尾町字集り・美川町松ヶ迫 古代 散布地

M11040 四角面遺跡 しかくめん 夏尾町字四角面 中世・近世 散布地

M11042 折生ヶ久保第1遺跡 おりうがくぼ　だい1 御池町字折生ヶ久保 近世 散布地

M11043 折生ヶ久保第2遺跡 おりうがくぼ　だい2 御池町字折生ヶ久保 近世 散布地

M11044 折生ヶ久保第3遺跡 おりうがくぼ　だい3 御池町字折生ヶ久保 縄文 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

M11046 夏尾野首第1遺跡 なつおのくび　だい1 夏尾町字野首・叺橋 近世 散布地

M11047 東王子原第1遺跡 ひがしおうじばる　だい1 夏尾町字東王子原 中世・近世 散布地

M11057 切畑第3遺跡 (きりはた　だい3) 美川町字切畑 中世 その他の遺跡(発見地点)

M11058 水上第3遺跡 みずかみ　だい3 美川町字水上 縄文 散布地

M11059 竹山原遺跡 たけやまはら 美川町字竹山原 縄文 散布地

M11060 幣次第2遺跡 へいつぎ　だい2 美川町字幣次 中世 散布地

M11061 竹山川原遺跡 たけやまかわら 美川町字竹山川原 古代 散布地

M11062 陣ヶ岡山遺跡 じんがおかやま 高野町字前谷 中世 城館跡

YK1 城谷遺跡 じょんたん 山之口町大字富吉字城谷 中世 城館跡

YK2 富吉村前遺跡 とみよしむらのまえ 山之口町大字富吉字村前 近世 散布地

YK3 上別府遺跡 かみべっぷ
山之口町大字富吉字上別府・楠木田・
寺田

弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

YK4 富吉片平遺跡 とみよしかたひら 山之口町大字富吉字片平・片平下 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK5 犬王遺跡 いんの 山之口町大字富吉字犬王・柿木田 弥生・中世・近世 散布地

YK6 中島原遺跡 なかしまばる 山之口町大字富吉字中島原・犬王 縄文・近世 散布地

YK7 相原第1遺跡 あいはら　だい1 山之口町大字富吉字相原・中島原 弥生・近世 散布地

YK8 田島原遺跡 たしまばる 山之口町大字富吉字田島原・中島下 近世 散布地

YK9 相原第2遺跡 あいはら　だい2 山之口町大字富吉字相原 古墳・近世 散布地

YK10 中島下遺跡 なかしました 山之口町大字富吉字中島下・田島原・カラ神 弥生・中世・近世 散布地

YK11 田島遺跡 たしま 山之口町大字富吉字田島原・木上原・相原 弥生・古代・近世 散布地

YK12 木上原第1遺跡 きうえばる　だい1 山之口町大字富吉字木上原・木上 近世 散布地

YK13 木上原第2遺跡 きうえばる　だい2 山之口町大字富吉字木上原・前川 中世・近世 散布地

YK14 木上遺跡 きうえ 山之口町大字富吉字木上 弥生・古代・中世・近世 散布地

YK15 上原田遺跡 かみはらだ 山之口町大字富吉字上原田・木上・前原田 弥生・中世・近世 散布地

YK16 中原田遺跡 なかはらだ 山之口町大字富吉字中原田・上原田 弥生・中世・近世 散布地

YK17 成枝遺跡 なりえだ 山之口町大字富吉字成枝 古代 散布地

YK18 岩元遺跡 いわんもと 山之口町大字富吉字岩元・別府平 近世 散布地

YK19 番田遺跡 はんでん 山之口町大字富吉字番田・岩元・牛ヶ丸 弥生・古墳・中世・近世 散布地

YK20 山野原第1遺跡 さんやばる　だい1 山之口町大字富吉字山野原・番田 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK21 山野原第2遺跡 さんやばる　だい2 山之口町大字富吉字山野原 縄文・弥生・古代・近世 散布地

YK22 富吉新開遺跡 とみよし　しんかい 山之口町大字富吉字新開 縄文 集落跡・散布地

YK23 七浦城跡遺跡 ななうらじょうあと 山之口町大字富吉字箱島・寺ヶ迫 中世 城館跡

YK24 寺ヶ迫遺跡 てらがさこ 山之口町大字富吉字寺ヶ迫 古代・近世 散布地

YK25 富吉高田遺跡 とみよしたかだ
山之口町大字富吉字高田・久保田・
番田・星川

縄文・古墳・近世 散布地

YK26 久保田遺跡 くぼた 山之口町大字富吉字久保田 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK27 今別府遺跡 いまんびゅう 山之口町大字富吉字今別府・樋口 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK28 斧礪遺跡 よきとき 山之口町大字富吉字斧礪 縄文・弥生・近世 散布地

YK29 箱島遺跡 はこじま
山之口町大字富吉字箱島・城園・
下王子原・上王子原

縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK30 城園遺跡 しろんそん 山之口町大字富吉字城園・下王子原 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK31 富吉前畑第1遺跡 とみよしまえはた　だい1 山之口町大字富吉字前畑 弥生・古墳・古代・中世・近世 城館跡・散布地

YK32 富吉前畑第2遺跡 とみよしまえはた　だい2 山之口町大字富吉字前畑・城園・西畑 弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

YK33 上王子原遺跡 かみおうじばる 山之口町大字富吉字上王子原 近世 散布地

YK34 萩ヶ久保第1遺跡 はぎがくぼ　だい1 山之口町大字富吉字萩ヶ久保 縄文・中世 集落跡

YK35 萩ヶ久保第2遺跡 はぎがくぼ　だい2 山之口町大字富吉字萩ヶ久保 近世 散布地

YK36 萩ヶ久保第3遺跡 はぎがくぼ　だい3 山之口町大字富吉字萩ヶ久保・的野 弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

YK37 的野遺跡 まとの 山之口町大字富吉字的野・後田 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地・社寺跡

YK38 富吉山田遺跡 とみよしやまんた 山之口町大字富吉字山田・的野 縄文・古代・中世 散布地

YK39 二本杉遺跡 にほんすぎ 山之口町大字富吉字二本杉・山田 縄文・弥生・近世 散布地

YK40 後田遺跡 うしろだ 山之口町大字富吉字後田・二本杉 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地・古墳

YK41 角田遺跡 すんだ 山之口町大字富吉字角田・二本杉・並松 弥生・中世・近世 散布地

YK42 西畑遺跡 にしはた 山之口町大字富吉字西畑・後田 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK43 富吉平遺跡 とみよしひら 山之口町大字富吉字平・黒土田 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK44 新町遺跡 しんまち
山之口町大字富吉字新町・一星・平・
前牟田・黒土田

縄文・中世・近世 散布地

YK45 古城遺跡 ふるじょう 山之口町大字富吉字古城・並松 縄文・中世・近世 城館跡・散布地

YK46 富吉前田遺跡 とみよしまえだ 山之口町大字富吉字前田 弥生・古代・中世・近世 集落跡・散布地

YK47 榎木遺跡 えのき 山之口町大字富吉字榎木・上森川原・城下 弥生・古代・中世・近世 散布地

YK48 笹原遺跡 さそら 山之口町大字富吉字笹原・向原 近世 散布地

YK49 飯起第1遺跡 いぼこり　だい1 山之口町大字富吉字飯起・
大字花木字飯起 古代・中世・近世 散布地

YK50 原園遺跡 はらんそん 山之口町大字富吉字角田・
大字花木字原園 古代・中世・近世 散布地

YK51 門田遺跡 かどた 山之口町大字花木字門田 弥生・古代・近世 散布地・社寺跡

YK52 渕ノ上遺跡 ふつのうえ 山之口町大字花木字渕ノ上・門田・百地 弥生・古代・中世・近世 散布地

YK53 三俣（松尾）城主郭部跡 みまた(まつお)じょうしゅかくぶあと 山之口町大字花木字門田・油田・山ノ田 中世 城館跡

YK54 三俣（松尾）城北東曲輪跡 みまた(まつお)じょうほくとうくるわあと 山之口町大字花木字山ノ田・百地 縄文・中世 城館跡・散布地

YK55 花木山ノ田遺跡 はなのきやまのた 山之口町大字花木字山ノ田 縄文・中世・近世 散布地

YK56 稗田遺跡 ひえだ 山之口町大字花木字稗田・
諏訪前・園田 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK57 諏訪前遺跡 すわんまえ 山之口町大字花木字諏訪前 近世 散布地

YK58 永留遺跡 ながどめ 山之口町大字花木字永留・柱松 弥生・中世 散布地

YK59 俵ヶ城跡 くぶきがじょうあと 山之口町大字花木字又水 中世 城館跡

YK60 川西遺跡 かわにし 山之口町大字花木字川西 近世 散布地

YK61 房野遺跡 ぼがの 山之口町大字花木字房野・荒平 古代・中世・近世 散布地

YK62 花木雀ヶ城跡 はなのき　すずめがじょうあと 山之口町大字花木字袮津ヶ谷 中世 城館跡

YK63 花木村前遺跡 はなのきむらのまえ 山之口町大字花木字村前 縄文 散布地

YK64 亀田遺跡 かめだ 山之口町大字花木字亀田・寺田 古代・近世 散布地

YK65 脇之田第1遺跡 わきのた　だい1 山之口町大字花木字脇之田 弥生 散布地

YK66 脇之田第2遺跡 わきのた　だい2 山之口町大字花木字脇之田 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK67 深坪遺跡 ふかつぼ 山之口町大字花木字深坪・野間口 弥生・中世 散布地

YK68 野間口遺跡 のまぐち 山之口町大字花木字野間口 弥生 散布地

Yk69 八幡領遺跡 はちまんりょう 山之口町大字花木字八幡領・大迫 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK70 飯起第2遺跡 いぼこり　だい2 山之口町大字花木字飯起・横松・馬越 古代・中世・近世 散布地

YK71 王子山遺跡 おうじやま 山之口町大字花木字王子山・向原・佐土原 旧石器・縄文・古墳・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

YK72 峯元第1遺跡 みねもと　だい1 山之口町大字花木字峯元・佐土原 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK73 銭亀第1遺跡 ぜんがめ　だい1 山之口町大字花木字銭亀 縄文 散布地

YK74 銭亀第2遺跡 ぜんがめ　だい2 山之口町大字花木字銭亀・脇別府 縄文 散布地

YK75 脇別府遺跡 わきべっぷ 山之口町大字花木字脇別府 弥生 散布地

YK76 峯元第2遺跡 みねもと　だい2 山之口町大字花木字峯元・池平 縄文・弥生 散布地

YK77 花木池平遺跡 はなのきいけんびら 山之口町大字花木字池平 縄文・古代 散布地

YK78 山之口向原遺跡 やまのくちむこうばる 山之口町大字山之口字向原 中世・近世 散布地

YK79 下平遺跡 したんでら 山之口町大字山之口字下平 近世 散布地

YK80 中間遺跡 なかま
山之口町大字山之口字中間・向原・
境木・浜座・鶴井ヶ窪

縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

YK81 山之口一本松遺跡 やまのくち　いっぽんまつ 山之口町大字山之口字一本松 中世・近世 散布地

YK82 山之口中尾遺跡 やまのくち　なかお 山之口町大字山之口字中尾 縄文・中世・近世 城館跡・散布地

YK83 田原遺跡 たばる 山之口町大字山之口字田原・川南 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK84 竹内遺跡 たけうち 山之口町大字山之口字竹内 近世 散布地

YK85 田原ノ上遺跡 たばるのうえ 山之口町大字山之口字田原ノ上 中世・近世 城館跡・散布地

YK86 新田遺跡 しんでん 山之口町大字山之口字新田 近世 散布地

YK87 山之口宮ノ下遺跡 やまのくち　みやのした 山之口町大字山之口字宮ノ下 近世 散布地

YK88 屋倉遺跡 やくら 山之口町大字山之口字屋倉・五本松・茶屋元 弥生・中世・近世 散布地

YK89 藤ノ木遺跡 ふじのき 山之口町大字山之口字藤ノ木 古代・近世 散布地

YK90 山之口麓遺跡 やまのくち　ふもと 山之口町大字山之口字麓 中世・近世 集落跡・散布地・社寺跡

YK91 山之口前田遺跡 やまのくち　まえだ 山之口町大字山之口字前田 近世 散布地

YK92 宇都谷遺跡 うとんたん
山之口町大字山之口字宇都谷・田野
堂・

中世 城館跡・散布地

YK93 佐土屋敷第1遺跡 さどやしき　だい1 山之口町大字山之口字佐土屋敷 縄文・古代・中世・近世 散布地・社寺跡

YK94 佐土屋敷第2遺跡 さどやしき　だい2 山之口町大字山之口字佐土屋敷 中世 城館跡

YK95 立野遺跡 たての 山之口町大字山之口字立野 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK96 屋形ヶ野遺跡 やかたがの 山之口町大字山之口字屋形ヶ野 縄文・弥生・古代・中世・近世 散布地

YK97 栗ノ木遺跡 くりのき 山之口町大字山之口字栗ノ木 縄文 散布地

YK98 笹野遺跡 ささんの 山之口町大字山之口字笹野 近世 散布地

YK99 箕作遺跡 みつくり 山之口町大字山之口字箕作 縄文・近世 散布地

YK100 山之口東原遺跡 やまのくち　ひがしばる 山之口町大字山之口字東原 近世 散布地

YK101 永野遺跡 ながの 山之口町大字山之口字永野・東原 近世 散布地

YK102 芋田遺跡 いもだ 山之口町大字山之口字芋田 縄文・弥生 散布地

YK103 場貫遺跡 ばぬき 山之口町大字山之口字場貫 近世 散布地

YK104 山之口大丸遺跡 やまのくち　だいまる 山之口町大字山之口字大丸・芋田・永野 縄文・中世・近世 生産遺跡・散布地

YK107 古大内遺跡 ふるち 山之口町大字山之口字古大内・古大内前田 中世・近世 散布地

YK108 山之口横松遺跡 やまのくち　よこまつ 山之口町大字山之口字横松 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK109 一ノ渡遺跡 いちのわたし 山之口町大字山之口字一ノ渡 古代・中世・近世 散布地・その他の遺跡(番所跡)

YK110 山之口城跡 やまのくちじょうあと 山之口町大字山之口字大門 縄文・弥生・古代・中世・近世 城館跡・集落跡・散布地

YK111 大門遺跡 だいもん 山之口町大字山之口字大門 弥生・近世 散布地・社寺跡

YK112 野上遺跡 のがみ 山之口町大字山之口字野上・城ヶ迫 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK113 才ヶ野遺跡 せがの 山之口町大字山之口字才ヶ野 縄文・弥生・古墳・古代・中世・近世 散布地

YK114 小椎ヶ野遺跡 こしがの 山之口町大字山之口字小椎ヶ野 縄文・古代・中世・近世 散布地

YK115 中屋敷遺跡 なかやしき 山之口町大字山之口字中屋敷 縄文・近世 散布地

YK116 日当瀬遺跡 ひなたぜ 山之口町大字山之口字日当瀬 近世 散布地・その他の遺跡(番所跡)

YK117 上長野第1遺跡 かみながの　だい1 山之口町大字山之口字上長野 縄文・弥生・古代・中世 散布地

YK118 上長野第2遺跡 かみながの　だい2 山之口町大字山之口字上長野 縄文 散布地

YK119 上長野第3遺跡 かみながの　だい3 山之口町大字山之口字上長野 弥生 散布地

YK121 奈留遺跡 などめ 山之口町大字山之口字奈留 近世 散布地

YK129 山之口佐土原遺跡 やまのくちさどわら 山之口町花木2405-3 縄文 散布地

YK130 上平遺跡 うえんでら 山之口町大字山之口字上平 縄文 散布地

TJ10 月山日和城跡 がっさんひわじょうあと 高城町大井手字桜馬場 中世 城館跡

TJ15 小山城跡 (おやまじょうあと) 高城町桜木 縄文・中世 城館跡・集落跡

TJ26 石山城跡 いしやまじょうあと 高城町石山字萩原 中世 城館跡

TJ1001 弓細工遺跡 (ゆみざいく) 高城町桜木字弓細工 古代・中世・近世 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

TJ1002 桜木西原遺跡 (さくらぎ　にしばる) 高城町桜木字西原 弥生・中世 散布地

TJ1003 柵田第１遺跡 (からみだ　だい1) 高城町桜木字柵田 弥生・古代・中世・近世 集落跡・生産遺跡

TJ1004 柵田第２遺跡 (からみだ　だい2) 高城町桜木字柵田 古墳・中世・近世 散布地

TJ1005 菅ヶ迫遺跡 すがさこ 高城町桜木字菅ヶ迫 弥生 散布地

TJ1006 横弓場第１遺跡 (よこゆみば　だい1) 高城町桜木字横弓場 弥生 散布地

TJ1007 横弓場第２遺跡 (よこゆみば　だい2) 高城町桜木字横弓場 弥生・近世 散布地

TJ1008 永牟田第１遺跡 (ながむた　だい1) 高城町桜木字永牟田・中原 中世・近世 散布地

TJ1009 永牟田第２遺跡 (ながむた　だい2) 高城町桜木字永牟田 弥生・古墳 散布地

TJ1010 横手第１遺跡 よこて　だい1 高城町桜木字横手 弥生・古墳・中世 散布地

TJ1011 横手第２遺跡 よこて　だい2 高城町桜木字横手 弥生・中世 散布地

TJ1012 原中第１遺跡 はんなか　だい1 高城町桜木字原中 古墳・中世・近世 散布地

TJ1013 原中第２遺跡 はんなか　だい2 高城町桜木字原中 縄文・弥生・中世 散布地

TJ1014 萩ヶ迫第１遺跡 (はぎがさこ　だい1) 高城町桜木字萩ヶ迫 弥生・中世 散布地

TJ1015 萩ヶ迫第２遺跡 (はぎがさこ　だい2) 高城町桜木字萩ヶ迫 古墳・中世 散布地

TJ1016 脇ノ田遺跡 (わきのた) 高城町桜木字脇ノ田 弥生・中世 散布地

TJ1017 小路川遺跡 しゅじかわ 高城町桜木字小路川 弥生・古墳 散布地

TJ1018 桜木中原遺跡 (さくらぎ　なかばる) 高城町桜木字中原 中世・近世 散布地

TJ1019 土角遺跡 どかく 高城町桜木字土角 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

TJ1020 大原第１遺跡 (おおはら　だい1) 高城町桜木字大原 弥生・中世 散布地

TJ1021 大原第２遺跡 (おおはら　だい2) 高城町桜木字大原 中世・近世 散布地

TJ1022 弓細工第２遺跡 (ゆみざいく　だい2) 高城町桜木字弓細工 古代・中世 散布地

TJ2001 堂田第１遺跡 どうだ　だい1 高城町大井手字堂田 弥生・古墳・中世 散布地

TJ2002 堂田第２遺跡 どうだ　だい2 高城町大井手字堂田 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

TJ2003 宝光原遺跡 ふこばる 高城町大井手字中原・宝光原・並木 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

TJ2004 白倉遺跡 しらくら 高城町大井手字白倉・宝光原・並木・向原 弥生・古代・中世・近世 散布地

TJ2005 十三塚遺跡 じゅうさんつか 高城町大井手字十三塚 縄文・弥生・古墳 散布地

TJ2006 並木遺跡 なみき 高城町大井手字並木 弥生・古墳・古代・中世 散布地

TJ2007 横松遺跡 よこまつ 高城町大井手字横松 弥生・中世 散布地

TJ2008 花立遺跡 はなたて 高城町大井手字花立 縄文・弥生・古墳・古代・中世 散布地

TJ2009 佐土原大道遺跡 (さどわらおおみち) 高城町大井手字佐土原大道 弥生・中世・近世 散布地

TJ2010 二本松遺跡 にほんまつ 高城町大井手字二本松・佐土原大道 中世・近世 散布地

TJ2011 霧島元遺跡 (きりしまもと) 高城町大井手字霧島元 弥生 散布地

TJ2012 大井手尾曲遺跡 おおいで　おまがり 高城町大井手字尾曲 弥生・中世 散布地

TJ2013 前川原遺跡 (まえかわばる) 高城町大井手字前川原 縄文・弥生・古墳 散布地

TJ2014 春日遺跡 かすが 高城町大井手字春日 中世・近世 散布地

TJ2015 市場遺跡 (いちば) 高城町大井手字市場 弥生・中世 散布地

TJ2016 須田木遺跡 すだき 高城町大井手字須田木 弥生・中世 散布地

TJ2017 高城牧ノ原遺跡群 たかじょうまきのはるいせきぐん 高城町大井手字牧ノ原 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地・古墳

TJ2018 中池遺跡 なかいけ 高城町大井手字永山 弥生・古代 散布地

TJ2019 永山原遺跡 ながやまばる 高城町大井手字永山・小杉・中崎 縄文・弥生・古墳・古代・中世 集落跡・散布地

TJ2020 社ケ原遺跡 (やしろがはる) 高城町大井手字社ヶ原 弥生・古墳・中世 城館跡・散布地

TJ2021 横枕遺跡 (よこまくら) 高城町大井手字横枕 弥生・古墳 散布地

TJ2022 高城牧ノ原地下式横穴墓群
たかじょう　まきのはる
ちかしきよこあなぼぐん

高城町大井手字牧ノ原 古墳 古墳

TJ2023 高城牧ノ原箱式石棺墓群
たかじょう　まきのはるはこしき
せっかんぼぐん

高城町大井手字牧ノ原 古墳 古墳



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

TJ2024 大井手向原遺跡 おおいで　むこうばる 高城町大井手字向原 弥生 散布地

ＴＪ2025 七日市前遺跡 なんかいちまえ 高城町大井手字七日市前 古代・中世 集落跡・散布地

TJ3001 小丸遺跡 こまる 高城町穂満坊字小丸 縄文・弥生・古墳・古代・中世 散布地

TJ3002 穂満坊雀ヶ城跡 ほまんぼう　すずめがじょうあと 高城町穂満坊字軍神原 中世 城館跡

TJ3007 茶園原遺跡 ちゃえんばる 高城町穂満坊字茶園原 縄文・弥生・古墳・古代・中世 散布地

TJ3008 肥田木城跡 ひだきじょうあと 高城町穂満坊字軍神原 中世 城館跡

TJ3009 真米田遺跡 まめだ 高城町穂満坊字真米田 弥生・古代・中世 集落跡・散布地

TJ3010 軍神原遺跡 ぐんじんばる 高城町穂満坊字軍神原 縄文 集落跡・散布地

TJ4001 山路遺跡 (やまじ) 高城町石山字山路 縄文・弥生 散布地

TJ4002 橋ノ口第１遺跡 (はしのくち　だい1) 高城町石山字橋ノ口 弥生・中世 散布地

TJ4003 橋ノ口第２遺跡 (はしのくち　だい2) 高城町石山字橋ノ口 弥生・中世 散布地

TJ4004 後迫遺跡 (うしろざこ) 高城町石山字後迫 弥生・古墳 散布地

TJ4005 石山城ヶ尾遺跡 いしやま　じょうがお 高城町石山字城ヶ尾 縄文・弥生・古代 集落跡・散布地

TJ4006 三俣城跡 みまたじょうあと 高城町石山字城ヶ尾 中世 城館跡・散布地

TJ4007 野中第１遺跡 のなか　だい1 高城町石山字野中 縄文・弥生 集落跡・散布地

TJ4008 野中第２遺跡 のなか　だい2 高城町石山字野中 縄文・弥生 集落跡・散布地

TJ4009 野中第３遺跡 のなか　だい3 高城町石山字野中 弥生・古墳 集落跡・散布地

TJ4010 石山一本松遺跡 いしやま　いっぽんまつ 高城町石山字一本松 縄文・古墳 集落跡・散布地

TJ4011 池平遺跡 (いけひら) 高城町石山字池平 弥生・古代 散布地

TJ4012 石山迫第１遺跡 いしやまざこ　だい1 高城町石山字池平 縄文・古墳 散布地

TJ4013 石山迫第２遺跡 いしやまざこ　だい2 高城町石山字池平 縄文・弥生・古墳・中世 散布地

TJ4014 石山迫第３遺跡 いしやまざこ　だい3 高城町石山字池平 弥生・古墳 散布地

TJ4015 石山迫第４遺跡 いしやまざこ　だい4 高城町石山字池平 縄文・弥生・古墳 散布地

TJ4016 四本松第１遺跡 よんほんまつ　だい1 高城町石山字四本松 縄文・弥生 散布地

TJ4017 四本松第２遺跡 よんほんまつ　だい2 高城町石山字四本松 縄文・中世 散布地

TJ4018 中方第１遺跡 なかほう　だい1 高城町石山字中方 弥生 散布地

TJ4019 中方第２遺跡 なかほう　だい2 高城町石山字中方 縄文・弥生・中世 散布地

TJ4020 中方第３遺跡 なかほう　だい3 高城町石山字中方 弥生・中世 散布地

TJ4021 下川地遺跡 したんかわち 高城町石山字下川地 弥生・古墳 散布地

TJ4022 新地第１遺跡 しんち　だい1 高城町石山字新地 縄文・弥生・古墳 散布地

TJ4023 新地第２遺跡 しんち　だい2 高城町石山字新地 弥生・古墳 散布地

TJ4024 新地第３遺跡 しんち　だい3 高城町石山字新地 縄文・弥生・古墳 散布地

TJ4028 瀬口第１遺跡 (せぐち　だい1) 高城町石山字瀬口 縄文・弥生 散布地

TJ4029 瀬口第２遺跡 (せぐち　だい2) 高城町石山字瀬口 縄文・弥生 散布地

TJ4030 富持第１遺跡 とみもち　だい1 高城町石山字富持 弥生・古墳 散布地

TJ4031 富持第２遺跡 とみもち　だい2 高城町石山字富持 弥生・中世 散布地

TJ4032 谷之口第１遺跡 (たにのくち　だい1) 高城町石山字谷之口 縄文・弥生・古墳 散布地

YD-Ｎ01 四方境遺跡 (しほうざかい) 山田町中霧島字四方境 縄文 散布地

YD-Ｎ02 栗木田遺跡 (くりきた) 山田町中霧島字栗木田 弥生 散布地

YD-Ｎ03 東原遺跡 (ひがしばる) 山田町中霧島字東原 弥生 散布地

YD-Ｎ04 大堀第１遺跡 (おおほり　だい1) 山田町中霧島字大堀 弥生 城館跡・散布地

YD-Ｎ05 大堀第２遺跡 (おおほり　だい2) 山田町中霧島字大堀 縄文・弥生 城館跡・散布地

YD-Ｎ06 前堀第１遺跡 (まえほり　だい1) 山田町中霧島字前堀 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ07 前堀第２遺跡 (まえほり　だい2) 山田町中霧島字前堀 弥生 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

YD-Ｎ08 中霧島宮前遺跡 (なかぎりしま　みやまえ) 山田町中霧島字宮前 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ09 焼牧遺跡 (やきまき) 山田町中霧島字焼牧 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ10 山之迫遺跡 (やまのさこ) 山田町中霧島字山之迫 縄文 散布地

YD-Ｎ11 中霧島西谷遺跡 (なかぎりしま　にしたに) 山田町中霧島字西谷 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ12 下大迫遺跡 (しもおおさこ) 山田町中霧島字下大迫 弥生・近世 散布地

YD-Ｎ13 助谷遺跡 すけだに 山田町中霧島字助谷 弥生 散布地

YD-Ｎ14 論田第１遺跡 ろんだ　だい1 山田町中霧島字輪田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ15 論田第２遺跡 ろんだ　だい2 山田町中霧島字輪田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ16 論田第３遺跡 ろんだ　だい3 山田町中霧島字輪田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ17 論田第４遺跡 ろんだ　だい4 山田町中霧島字輪田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ18 池増第１遺跡 (いけます　だい1) 山田町中霧島字池増 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ19 池増第２遺跡 (いけます　だい2) 山田町中霧島字池増 旧石器・縄文 散布地

YD-Ｎ20 榎木田遺跡 (えのきだ) 山田町中霧島字榎木田 縄文 散布地

YD-Ｎ21 仮屋之上遺跡 (かりやのうえ) 山田町中霧島字仮屋之上 弥生 散布地

YD-Ｎ22 北田遺跡 (きただ) 山田町中霧島字北田 弥生・中世 散布地

YD-Ｎ23 重原遺跡 (しげはら) 山田町中霧島字重原 弥生 散布地

YD-Ｎ24 虎崩遺跡 とらくえ 山田町中霧島字虎崩 縄文 集落跡・散布地

YD-Ｎ25 岡下遺跡 (おかした) 山田町中霧島字岡下 弥生 散布地

YD-Ｎ26 薩摩迫遺跡 (さつまざこ) 山田町中霧島字西脇 中世 城館跡・散布地

YD-Ｎ27 西脇遺跡 (にしわき) 山田町中霧島字西脇 弥生 散布地

YD-Ｎ28 七代遺跡 ななしろ 山田町中霧島字七代 縄文 散布地

YD-Ｎ29 丸尾遺跡 (まるお) 山田町中霧島字丸尾 弥生・近世 散布地

YD-Ｎ30 島廻遺跡 しまめぐり 山田町中霧島字島廻 弥生 散布地

YD-Ｎ31 鎌府田遺跡 かまふだ 山田町中霧島字鎌府田 縄文 散布地

YD-Ｎ32 上大迫第１遺跡 (かみおおさこ　だい1) 山田町中霧島字鎌府田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｎ33 上大迫第２遺跡 (かみおおさこ　だい2) 山田町中霧島字鎌府田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ01 前田第１遺跡 (まえだ　だい1) 山田町山田字前田 弥生 散布地

YD-Ｙ02 前田第２遺跡 (まえだ　だい2) 山田町山田字前田 弥生 散布地

YD-Ｙ03 二重原遺跡 にじゅうばる 山田町山田字二重原 縄文 散布地

YD-Ｙ04 裸山第１遺跡 (はだかやま　だい1) 山田町山田字裸山 弥生 散布地

YD-Ｙ05 裸山第２遺跡 (はだかやま　だい2) 山田町山田字裸山 弥生 散布地

YD-Ｙ06 裸山第３遺跡 (はだかやま　だい3) 山田町山田字裸山 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ07 柿木原第１遺跡 (かききばる　だい1) 山田町山田字柿木原 縄文 散布地

YD-Ｙ08 柿木原第２遺跡 (かききばる　だい2) 山田町山田字柿木原 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ09 柿木原第３遺跡 (かききばる　だい3) 山田町山田字柿木原 縄文 散布地

YD-Ｙ10 山田城跡 やまだじょうあと 山田町山田字脇之馬場 中世 城館跡・散布地

YD-Ｙ11 二重原第１遺跡 にじゅうばる　だい1 山田町山田字二重原 弥生 散布地

YD-Ｙ12 二重原第２遺跡 にじゅうばる　だい2 山田町山田字二重原 弥生 散布地

YD-Ｙ13 合戦場第１遺跡 (かっせんば　だい1) 山田町山田字合戦場 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ14 合戦場第２遺跡 (かっせんば　だい2) 山田町山田字合戦場 弥生 散布地

YD-Ｙ15 合戦場第３遺跡 (かっせんば　だい3) 山田町山田字合戦場 弥生 散布地

YD-Ｙ16 浜之段遺跡 はまのだん 山田町山田字浜之段 弥生 散布地

YD-Ｙ17 山田宮田遺跡 やまだ　みやた 山田町山田字宮田 弥生 散布地

YD-Ｙ18 宮ノ尾遺跡 みやのお 山田町山田字宮ノ尾 弥生 散布地



周知の埋蔵文化財包蔵地一覧(中央部)

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 時代 種別

YD-Ｙ19 坂ノ上第１遺跡 さかのうえ　だい1 山田町山田字坂ノ上 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ20 坂ノ上第２遺跡 さかのうえ　だい2 山田町山田字坂ノ上 弥生 散布地

YD-Ｙ21 外ノ口遺跡 とのくち 山田町山田字外ノ口 弥生・古代・中世 散布地

YD-Ｙ22 坂ノ上第４遺跡 さかのうえ　だい4 山田町山田字坂ノ上 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ23 坂ノ上第５遺跡 さかのうえ　だい5 山田町山田字坂ノ上 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ24 坂ノ上第３遺跡 さかのうえ　だい3 山田町山田字坂ノ上 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ25 山田谷ノ口遺跡 (やまだ　たにのくち) 山田町山田字谷ノ口 弥生 散布地

YD-Ｙ26 鏡掛遺跡 (かがみかけ) 山田町山田字鏡掛 弥生 散布地

YD-Ｙ27 山田狐束遺跡 (やまだ　きつねづか) 山田町山田字狐束 弥生 散布地

YD-Ｙ28 山田中牟田遺跡 (やまだ　なかむた) 山田町山田字中牟田 縄文・弥生・近世 散布地

YD-Ｙ29 栄歳松第１遺跡 えいさいまつ　だい1 山田町山田字栄歳松 縄文 散布地

YD-Ｙ30 栄歳松第２遺跡 えいさいまつ　だい2 山田町山田字栄歳松 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ31 曲田遺跡 まがりた 山田町山田字曲田 弥生 散布地

YD-Ｙ32 木手ヶ山遺跡 こてがやま 山田町山田字木手ヶ山 縄文 散布地

YD-Ｙ33 中村遺跡 なかむら 山田町山田字川窪 縄文 集落跡・散布地

YD-Ｙ34 町田第１遺跡 (まちだ　だい1) 山田町山田字町田 弥生 散布地

YD-Ｙ35 町田第２遺跡 (まちだ　だい2) 山田町山田字町田 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ36 平山遺跡 (ひらやま) 山田町山田字平山 縄文 散布地

YD-Ｙ37 下椎屋第１遺跡 (しもしいや　だい1) 山田町山田字下椎屋 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ38 下椎屋第２遺跡 (しもしいや　だい2) 山田町山田字下椎屋 弥生 散布地

YD-Ｙ39 大堀原第１遺跡 (おおほりばる　だい1) 山田町山田字大堀原 縄文・弥生・近世 散布地

YD-Ｙ40 大堀原第２遺跡 (おおほりばる　だい2) 山田町山田字坂ノ上 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ41 大堀原第３遺跡 (おおほりばる　だい3) 山田町山田字坂ノ上 弥生 散布地

YD-Ｙ42 坂ノ上第１遺跡 (さかのうえ　だい1) 山田町山田字坂ノ上 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ43 高倉遺跡 (たかくら) 山田町山田字高倉 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ44 二反田遺跡 (にたんだ) 山田町山田字二反田 縄文 散布地

YD-Ｙ45 下長谷遺跡 (しもはせ) 山田町山田字下長谷 弥生 散布地

YD-Ｙ46 牛谷ノ前原遺跡 うしだにのまえはら 山田町山田字牛谷ノ前原 弥生 散布地

YD-Ｙ47 牛谷ノ下遺跡 うしだにのした 山田町山田字牛谷ノ下 弥生 散布地

YD-Ｙ48 諏訪原第１遺跡 (すわばる　だい1) 山田町山田字諏訪原 縄文・弥生・古代 散布地

YD-Ｙ49 諏訪原第２遺跡 (すわばる　だい2) 山田町山田字諏訪原 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ50 長尾下第１遺跡 (ながおした　だい1) 山田町山田字長尾下 弥生 散布地

YD-Ｙ51 長尾下第２遺跡 (ながおした　だい2) 山田町山田字長尾下 弥生 散布地

YD-Ｙ52 山田西原遺跡 (やまだ　にしはら) 山田町山田字西原 縄文・弥生 散布地

YD-Ｙ53 吉牟田第１遺跡 (よしむた　だい1) 山田町山田字吉牟田 縄文 散布地

TZ-Ｔ009 稲荷馬場遺跡 いなりばば 高崎町東霧島字稲荷馬場 縄文・中世 散布地

TZ-Ｔ010 稲荷原遺跡 いなりばる 高崎町東霧島字稲荷原 縄文・中世 散布地

TZ-Ｔ011 川地山遺跡 かわちやま 高崎町東霧島字川地山 縄文・中世 散布地

TZ-N013 樋之口遺跡 ひのくち 高崎町縄瀬字樋之口 古墳 散布地


