
埋蔵文化財一覧【遺跡番号順】

文 化 財 名 称 よみがな 種　類 時　代

1 春木天の川遺跡 はるきあまのかわいせき 散布地 弥生・古墳・奈良・平安・中世

2 春木八幡山遺跡 はるきはちまんやまいせき 集落跡・その他の墓 縄文・弥生・古墳・奈良

3 春木廃寺 はるきはいじ 社寺跡 奈良

4 春木廃寺瓦窯跡 はるきはいじかわらがまあと 生産遺跡 奈良・中世

5 礼拝塚古墳 ぬかづかこふん 古墳 古墳

6 牛神古墳 うしがみこふん 古墳 古墳

7 権現山古墳 ごんげんやまこふん 古墳 古墳

8 八幡古墳 はちまんこふん 古墳 古墳

9 吉井一之坪遺跡 よしいいちのつぼいせき 散布地 古墳・奈良・平安

10 吉井上品寺跡 よしいじょうほんじあと 社寺跡 平安

11 夜疑廃寺 やぎはいじ 社寺跡 平安

12 箕土路遺跡 みどろいせき 集落跡 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世

13 今木廃寺 いまきはいじ 社寺跡 平安・中世

14 丸山古墳 まるやまこふん 古墳 古墳

16 小松里廃寺 こまつりはいじ 社寺跡 古墳・奈良・平安・中世

17 加守三昧山遺跡 かもりさんまいやまいせき 散布地 弥生

18 兵主廃寺 ひょうすはいじ 社寺跡 平安・中世

19 宮本町遺跡 みやもとちょういせき 散布地 旧石器

20 別所廃寺 べっしょはいじ 社寺跡 奈良

21 別所熊野町遺跡 べっしょくまのちょういせき 散布地 縄文

22 下松狐塚古墳 しもまつきつねづかこふん 古墳 古墳

23 狐塚遺跡 きつねづかいせき 散布地 縄文

24 武蓮廃寺 ぶれんはいじ 社寺跡 平安・中世

25 上松狐塚古墳 かんまつきつねづかこふん 古墳 古墳

26 浄行寺古墳 じょうぎょうじこふん 古墳 古墳

33 池尻古墳 いけじりこふん 古墳 古墳

34 久米田寺跡 くめだでらあと 社寺跡 奈良・平安・中世

35 池尻町遺跡 いけじりちょういせき 散布地 弥生・古墳

37 田治米廃寺 たじめはいじ 社寺跡 奈良・平安・中世

38 田治米宮内遺跡 たじめみやうちいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

39 久米田池内須恵窯跡 くめだいけないすえかまあと 生産遺跡 古墳

40 松尾池尻埴輪窯跡 まつおいけじりはにわかまあと 生産遺跡 古墳

41 西山古墳 にしやまこふん 古墳 古墳

42 お立場古墳 おたちばこふん 古墳 古墳

43 馬塚古墳 うまづかこふん 古墳 古墳

44 [市]史 小金塚古墳 こがねづかこふん 古墳 古墳

45 重ノ原古墳 しげのはらこふん 古墳 古墳

46 赤山古墳群 あかやまこふんぐん 古墳 古墳

47 [府規]史名 久米田池 くめだいけ その他（池） 奈良・平安・中世

48 岡山矢取遺跡 おかやまやとりいせき 散布地 弥生

49 重ノ原遺跡 しげのはらいせき 散布地 古墳

50 岡山八ツ川遺跡 おかやまやつがわいせき 散布地 弥生

51 どぞく遺跡 どぞくいせき 集落跡 弥生

52 児子池東遺跡 ちごいけひがしいせき 散布地 弥生

53 [国]史 摩湯山古墳 まゆやまこふん 古墳 古墳

54 馬子塚古墳 まごづかこふん 古墳 古墳

55 東山古墳 ひがしやまこふん 古墳 古墳

56 三田古墳 みたこふん 古墳 古墳

57 たな川塚古墳 たながわづかこふん 古墳 古墳

58 琴山遺跡 ことやまいせき 散布地 旧石器・縄文

1



埋蔵文化財一覧【遺跡番号順】

文 化 財 名 称 よみがな 種　類 時　代

59 三本松下遺跡 さんぼんまつしたいせき 散布地 縄文

60 神明山古墳 しめのやまこふん 古墳 古墳

61 堂ノ後廃寺 どうのあとはいじ 社寺跡 奈良・平安

62 三合塚古墳 さんごうづかこふん 古墳 古墳

63 畑遺跡 はたいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

64 土生東遺跡 はぶひがしいせき 集落跡 奈良・平安・中世

65 上松小殿遺跡 かんまつことのいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

66 重ノ原古墳群 しげのはらこふんぐん 古墳 古墳

67 堂浦廃寺 どううらはいじ 社寺跡 平安

68 天神山廃寺 てんじんやまはいじ 社寺跡 平安・中世

69 天神山古墳 てんじんやまこふん 古墳 古墳

70 牛神塚古墳 うしがみづかこふん 古墳 古墳

71 流木銅鐸出土地 ながれぎどうたくしゅつどち その他 （銅鐸出土地） 弥生

72 福塚古墳 ふくづかこふん 古墳 古墳

73 流木丸山古墳 ながれぎまるやまこふん 古墳 古墳

74 [市]史 大山大塚古墳 おおやまおおつかこふん 古墳 古墳

75 [市]史 義犬塚古墳 ぎけんづかこふん 古墳 古墳

76 矢代寸廃寺 やしろぎはいじ 社寺跡 平安

77 尾崎遺跡 おざきいせき 散布地 縄文

78 儀平山古墳 ぎへいやまこふん 古墳 古墳

79 南ノ坊古墳 みなみのぼうこふん 古墳 古墳

80 積川廃寺 つがわはいじ 社寺跡 平安

81 神於寺跡 こおのでらあと 社寺跡 平安・中世

82 神於銅鐸出土地 こおのどうたくしゅつどち その他（銅鐸出土地） 弥生

83 河合古墳 かわいこふん その他の墓（古墓） 奈良

84 [市]史 光忍上人塚古墳 こうにんしょうにんづかこふん 古墳 古墳

85 葛城山頂遺跡 かつらぎさんちょういせき 散布地 旧石器・縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世

87 来迎寺跡 らいごうじあと 社寺跡 平安

88 穴口廃寺 あなぐちはいじ 社寺跡 奈良

89 岸和田古城跡 きしわだこじょうあと 城館跡 中世

90 犬飼堂廃寺 いぬかいどうはいじ 社寺跡 平安・中世

91 栄の池遺跡 えいのいけいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安

92 今城跡 いましろあと 城館跡 中世

93 イナリ古墳 いなりこふん 古墳 古墳

94 合池窯跡 あいいけかまあと 生産遺跡 古墳

95 道ノ池窯跡 みちのいけかまあと 生産遺跡 古墳

96 岡山御坊跡 おかやまごぼうあと 社寺跡 中世

97 楠本神社古墳 くすもとじんじゃこふん 古墳 古墳

98 槍ヶ谷城跡 やりがたにじょうあと 城館跡 中世

99 落合城跡 おちあいじょうあと 城館跡 中世

100 福田城跡 ふくだじょうあと 城館跡 中世

101 稲葉城跡 いなばじょうあと 城館跡 中世

102 土居城跡 どいじょうあと 城館跡 中世

103 堂ヶ峰廃寺 どうがみねはいじ 社寺跡 中世

104 山直神社遺跡 やまだいじんじゃいせき 散布地 古墳・奈良・中世

105 河合城跡 かわいじょうあと 城館跡 中世

106 内畑城跡 うちはたじょうあと 城館跡 中世

107 大沢城跡 おおさわじょうあと 城館跡 中世

108 岡堂跡 おかどうあと 社寺跡 中世

109 大師渕遺跡 たいしぶちいせき 散布地 弥生
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110 石塚古墳 いしづかこふん 古墳 古墳

111 神福寺跡 しんぷくじあと 社寺跡 中世

112 転法輪寺跡 てんぽうりんじあと 社寺跡 中世

113 勝福寺跡 しょうふくじあと 社寺跡 中世

115 高山古墳 たかやまこふん 古墳 古墳

116 神ノ木山遺跡 かんのきやまいせき 散布地 古墳

117 今木城跡 いまきじょうあと 城館跡 中世

118 岡山狐塚古墳 おかやまきつねづかこふん 古墳 古墳

119 行合堂 ゆきあいどう 社寺跡 中世

120 泉光寺 せんこうじ 城館跡 近世

121 古銭出土地 こせんしゅつどち 散布地 中世

122 大町遺跡 おおまちいせき 散布地 弥生

123 久米田池内遺跡 くめだいけないいせき 散布地 奈良・平安・中世

124 大威徳寺跡 だいいとくじあと 社寺跡 中世

125 仏谷尾遺跡 ほとけだにおいせき 散布地 縄文

126 沼天神社遺跡 ぬまてんじんしゃいせき 社寺跡 中世

127 下池田遺跡 しもいけだいせき 集落跡 弥生・古墳・中世

128 小寺遺跡 こでらいせき 散布地 古墳

129 磯之上遺跡 いそのかみいせき 集落跡 古墳

130 額原遺跡 がくはらいせき 散布地 古墳

131 土生遺跡 はぶいせき 集落跡 弥生・古墳

132 上松三昧遺跡 かんまつさんまいいせき その他の墓 中世・近世

133 上松宮之遺跡 かんまつみやのいせき 集落跡 中世

134 合池遺跡 あいいけいせき 散布地 弥生・古墳・奈良・平安・中世

135 上松遺跡 かんまついせき 散布地 弥生

136 岡山遺跡 おかやまいせき 散布地 古墳・奈良・中世

137 三田墓地 みたぼち その他の墓 近世

138 板屋遺跡 いたやいせき 散布地 古墳・奈良・平安・中世

139 壺山遺跡 つぼやまいせき 散布地 奈良

140 唐池遺跡 からいけいせき 散布地 古墳・奈良・中世

141 笠松遺跡 かさまついせき 散布地 奈良・平安・中世

142 荒子遺跡 あらこいせき 散布地 その他（不明）

143 トビガ谷遺跡 とびがたにいせき 散布地 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世

144 箱谷古墳 はこたにこふん 古墳 古墳

145 向山古墳群 むかいやまこふんぐん 古墳 古墳

146 蛇塚古墳 じゃづかこふん 古墳 古墳

147 笠松北遺跡 かさまつきたいせき 集落跡 古墳・中世

148 稲葉墓地 いなばぼち その他の墓 中世

149 久米田古墳群 くめだこふんぐん 古墳 古墳

149-1 長坂古墳 ながさかこふん 古墳 古墳

149-2 [市]史 志阿弥法師塚古墳 しあみほうしづかこふん 古墳 古墳

149-3 [市]史 女郎塚古墳 じょろうづかこふん 古墳 古墳

149-4 [市]史 風吹山古墳 かぜふきやまこふん 古墳 古墳

149-5 [市]史 無名塚古墳 むめいづかこふん 古墳 古墳

149-6 [市]史 貝吹山古墳 かいぶきやまこふん 古墳 古墳

149-7 円筒棺出土地 えんとうかんしゅつどち 古墳 古墳

149-8 [市]史 光明塚古墳 こうみょうづかこふん 古墳 古墳

149-9 持ノ木古墳 もちのきこふん 古墳 古墳

149-10 貝吹山古墳 かいぶきやまこふん 古墳 古墳

150 具足遺跡 ぐそくいせき 散布地 弥生
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151 西方寺遺跡 さいほうじいせき 散布地 中世

152 西山遺跡 にしやまいせき 散布地 旧石器

153 山直墓地 やまだいぼち その他の墓 近世

154 [府]史 岸和田城跡 きしわだじょうあと 集落跡・城館跡 中世・近世

154-1 岸和田城跡 きしわだじょうあと 集落跡・城館跡 中世・近世

155 津田北遺跡 つだきたいせき 集落跡 近世

156 半田遺跡 はんだいせき 散布地 その他（不明）

157 上松中尾遺跡 かんまつなかおいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

158 岡崎古墳群 おかざきこふんぐん 古墳 古墳

159 神於寺瓦窯跡 こおのでらかわらかまあと 生産遺跡 平安

160 西大路遺跡 にしおおじいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

161 今木遺跡 いまきいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

162 軽部池西遺跡 かるべいけにしいせき 集落跡 縄文・弥生

163 山ノ内遺跡 やまのうちいせき 集落跡 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世

164 山直北遺跡 やまだいきたいせき 集落跡 古墳・奈良･平安

165 三田遺跡 みたいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

166 上フジ遺跡 かみふじいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

167 二俣池北遺跡 ふたまたいけきたいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

168 水込遺跡 みずこしいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

169 黒石遺跡 くろいしいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

170 山直中遺跡 やまだいなかいせき 集落跡 奈良・平安・中世

171 蓮華光寺跡 れんげこうじあと 社寺跡 中世

172 芝ノ垣外遺跡 しばのがいといせき 集落跡 奈良・平安・中世

173 土井ノ木遺跡 どいのきいせき 集落跡 縄文・奈良・中世

174 中之社遺跡 なかのしゃいせき 集落跡 奈良・平安

175 宮の後遺跡 みやのあといせき 集落跡 その他（不明）

176 田鶴羽遺跡 たづはいせき 集落跡 古墳・奈良・平安

177 吉井遺跡 よしいいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

178 大路城跡 おおじじょうあと 城館跡 中世

179 金池西遺跡 かないけにしいせき 散布地 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世

180 春木四ノ坪遺跡 はるきよんのつぼいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

181 意賀美神社遺跡 おがみじんじゃいせき 集落跡 その他（不明）

182 上白原遺跡 かみしらはらいせき 散布地 その他（不明）

183 沢峰遺跡 さわみねいせき 散布地 その他（不明）

184 荒木土塁跡 あらきどるいあと 城館跡 中世

185 八木城跡 やぎじょうあと 城館跡 中世

186 軽部池遺跡 かるべいけいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

187 名古山古墳 なごやまこふん 古墳 古墳

188 春木宮ノ上遺跡 はるきみやのうえいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

189 磯之上十ノ坪遺跡 いそのかみじゅうのつぼいせき 集落跡 中世

190 摩湯北遺跡 まゆきたいせき 散布地 中世

191 尾生遺跡 おぶいせき 集落跡 弥生・古墳・奈良・平安・中世

192 福塚遺跡 ふくづかいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

193 極楽寺西遺跡 ごくらくじにしいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

194 岡崎遺跡 おかざきいせき 集落跡 古墳・奈良・平安・中世

195 土生秋田遺跡 はぶあきたいせき 散布地 中世
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