
番号 名称 所在地 種別 時代 現況 主な遺構・遺物 備考

1 正法寺遺跡 大生院（銀杏ノ木） 社寺跡 弥生・奈良・鎌倉 田 弥生土器・泥仏・泥塔・瓦

2 大生院王塚古墳 大生院（銀杏ノ木）１２７４－１ 古墳 古墳 田

3 赤土遺跡 萩生（治良丸）２３１１、２３１４ 散布地 古墳 畑 須恵器

4 大師泉遺跡 萩生（本郷）７９９ほか 散布地 縄文・弥生 池沼 平形銅剣・縄文土器 市指定史跡

5 唐津塚古墳 上原二丁目３９０９－１ 古墳 古墳 公園 市指定史跡

6 横山遺跡 中萩町２１８２－１、２２３６ほか 散布地 縄文・弥生 学校・畑 縄文土器・須恵器・石鏃

7
横山古墳群 中萩町２１８２－１ 古墳 古墳 学校

横穴式石室・須恵器・耳環・
玉類・土師器 市指定史跡

8 角野遺跡 中筋町二丁目１４０３－２ 散布地 弥生 学校

9 生子山城跡 立川町（立川山） 城館跡 室町 山林 曲輪・堀切

10 轟塚古墳 北内町一丁目２１６１－１ 古墳 古墳 宅地

11 桧端遺跡 船木（桧端）４６２４－１ほか 散布地 弥生 宅地 弥生土器 市指定史跡

12 カメ谷窯跡 船木（上原）１５３８－２ 生産遺跡 奈良 公園 須恵器

13 東田遺跡 東田二丁目１４８０ほか 散布地 弥生 宅地・畑 弥生土器

14 東田古墳群 東田二丁目１５１０－３、１４８５－２古墳 古墳 宅地・畑

15 割ヶ内遺跡 坂井町二丁目３６５５ 散布地 弥生 雑種地 弥生土器・サヌカイト

16 下泉古墳 城下町２９１７－１ 古墳 古墳 畑 横穴式石室・須恵器・鉄器・馬具

17
正光寺山古墳群 坂井町二丁目１４１９ 古墳 古墳 公園

横穴式石室・鉄器・須恵器・
玉類・耳環・馬具

市指定史跡
市指定考古資料

18
上小深遺跡

庄内町一丁目1112ほか、
二丁目１０２５ほか 散布地 古墳・中世 田 須恵器・土師器・陶器

19 尻無遺跡 庄内町四丁目１４２ほか 散布地 弥生 宅地 弥生土器

20 河内寺遺跡 高木町２９３ほか 社寺跡 奈良 宅地 塔礎石・瓦 市指定史跡

21
金栄遺跡

西の土居町一丁目１９１ほか、
高木町２８０－１ほか、
政枝町一丁目１８５－２ほか 散布地 弥生・古墳 学校ほか弥生土器・須恵器

22
金子山古墳 金子字多喜ノ宮丙１５ 古墳 古墳 山林

竪穴式石室・埴輪・鉄器・
銅器・鏡・玉類

県指定考古資料
市指定史跡

23 金子城跡 金子字御茶屋谷丙３０ 城館跡 室町・安土桃山 公園 曲輪・堀切 市指定史跡

24 西之谷古墳 磯浦町５１０ 古墳 古墳 山林

25 若宮遺跡 城下町４１２ほか 散布地 弥生・古墳 田 弥生土器・土師器・須恵器・土錘

26 岡崎城跡 観音原町乙８－９ 城館跡 室町・安土桃山 山林 曲輪・堀切・石組・厩跡 市指定史跡

27 古宮経塚 郷（中郷）乙４６ 経塚 平安 山林 経筒・経巻・陶製外容器 市指定考古資料

28 からつ山窯跡 萩生（河ノ北）６７－２９ 生産遺跡 古墳 山林 須恵器

29 小山古墳 垣生（小山）乙３－１ 古墳 古墳 山林 横穴式石室・鉄器・須恵器 市指定史跡

30 新居大島城跡 大島 城館跡 室町 山林 曲輪・堀切

31 丸山塚 大島乙４８ 古墳 古墳 山林

32 中村遺跡 本郷一丁目１９３２－１、２ 散布地 弥生・古墳 畑 弥生土器・土師器・須恵器

33 戸屋ノ鼻遺跡 大生院（戸屋ノ鼻）１９２６ほか 散布地 弥生 畑ほか 弥生土器・石器

34 新須賀城跡 新須賀町二丁目３００ 城館跡 室町 宅地

35 不留土居城跡 八幡一丁目７８８－８ 城館跡 室町 宅地

36 金子遺跡 久保田町一丁目６０５ほか 散布地 古墳・奈良 学校・畑 土器

37
下分組遺跡 一宮町一丁目６６７ほか 散布地 奈良 田

須恵器・土師器・陶質土器・
弥生土器

38
政枝遺跡

政枝町一丁目６２－１ほか、
同二丁目１７３ほか、
同三丁目２４６－１ほか 散布地

弥生・古代・中
世・近世

宅地・
道路ほ
か

弥生土器・土師器・須恵器・黒色
土器・瓦質土器・備前焼・陶磁器

39
星原市東遺跡 外山町甲２３２６－１ほか

散布地・
集落跡 弥生・中世 田・畑 縄文土器・弥生土器・中世土器

40 星原市遺跡 星原町甲４４８６－２ほか 散布地 中世 宅地・畑 土師器片

41
松原遺跡

寿町４３５８－１ほか、
松原町甲４３６０－２ほか、
西喜光地町甲４８４６－５ほか 集落跡 弥生・中世・近世

道路ほ
か

弥生土器・土師器・瓦質土器・
備前焼・石器

42
上郷遺跡

郷四丁目１３０ほか、
郷字上郷甲１４３－１ほか

集落跡
・古墳 縄文～中世 道路・畑

縄文土器・弥生土器・須恵器・
瓦器・備前焼・青磁・白磁・石器

43
本郷遺跡 本郷一丁目８７７－１ほか

散布地・
集落跡 古代

道路・
宅地・畑

縄文土器・弥生土器・須恵器・
土師器・緑釉陶器・黒色土器・
鉄滓・砥石

44
滝の宮遺跡

滝の宮町乙７２－５ほか、
西の土居町二丁目乙１２１ほか

散布地・
集落跡 古代・中世

道路・
宅地

縄文土器・弥生土器・須恵器・
土師器・黒色土器・陶磁器・瓦

45
喜来遺跡 大生院４２８－３ほか 集落跡 古代

道路・
田・畑

須恵器・土師器・黒色土器・
石製品（砥石・権状石製品）・
土製品
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