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番号 遺跡名 時代 種別 所在地 地目 主な遺物・遺構等

1 桜田 中・近世 小学校ほか 宇佐美字桜田 小学校ほか 陶磁器・木器

2 小丸 縄文（早・前） 散布地 宇佐美字小丸 宅地・山林 土器・石器

3 洞ノ入 縄文（早・前） 　〃 宇佐美字洞ノ入 山林 石冠

4 北田 中世 　〃 宇佐美字北田 宅地 陶磁器

5 離山峡 縄文 　〃 宇佐美字平戸 山林 土器・石器

6 寺中・金草原 奈良・平安 生産遺跡 宇佐美字稲田 宅地・畑地 土器・製鉄炉

7 安立寺 縄文 散布地 宇佐美字桑原 境内 土器

8 池ノ段古墳 古墳 古墳 宇佐美字池ノ段 山林

9 寺久保 縄・古・奈・平 散布地 宇佐美字寺久保 宅地・畑地 土器

10 留田天神 縄文・古墳 　〃 宇佐美字宮の脇ほか 宅地・畑地 土器

11 宇佐美城 縄文・古墳・中世 散布地・城跡 宇佐美字城山 宅地・山林 土塁、土器

12 離山横穴群 古墳 横穴墓 宇佐美字ﾊﾅﾚ山 山林 横穴式石室６基

13 東留田海中 縄文（早） 散布地 宇佐美字磯部 海浜 土器

14 宇佐美 縄文・古墳・中世 集落跡 宇佐美字横枕　ほか 宅地 土器・石製品・住居跡

15 宇佐美中学校 古墳・近現代 　〃 宇佐美字杉本 中学校ほか 土器・軍施設

16 円応寺 縄文 散布地 宇佐美字峰坂 宅地 磨製石斧

17 田中 縄・古・奈・平 散布地・製鉄 宇佐美字田中 宅地・畑地 土器

18 上ノ山 古墳 散布地 宇佐美字上ノ山 畑地・山林 土器

19 宇佐美田代 縄文・古墳 　〃 宇佐美字田代 宅地・畑地 土器・石器

20 天神畑 縄文（中） 　〃 湯川字天神畑 山林 土器・石器

21 伊東駅構内古墳 古墳 古墳 湯川三丁目 駅構内 直刀・土器

22 湯川幼稚園 古墳・近世 散布地 湯川二丁目 幼稚園 土器

23 湯川幼稚園古墳群 古墳 古墳 　　〃 　　〃 横穴式石室

24 湯端町 古墳 散布地 松原湯端町 宅地 土器

25 寺山 縄文（中・後）、古代 　〃 松原字寺山 　　〃 土器・石器

26 西小学校 古墳 集落跡 岡広町　ほか 　　〃 土器

27 日暮 縄・弥・古・中世 　〃 桜木町一丁目 　　〃 環濠、住居跡

28 上の坊 縄・古・中世 散布地 音無町 　　〃 土器・石器

29 水道山 縄文（早・前） 　〃 岡字水落 　　〃 土器・石器

30 広野 古墳 　〃 広野一丁目 　　〃 土器

31 竹の台 縄・弥・古・奈・平 　〃 岡字竹の台 　　〃 住居跡、石製品

32 玖須美館 中世 城館跡 和田二丁目 境内

33 井戸川 縄・古・奈・平 集落跡 　　〃 宅地 和同開珎

34 妙隆寺経塚 古墳・中世 経塚 　　〃 境内 一字一石経塚

35 塚畑 縄・古・中世 散布地 新井一丁目 宅地・畑地 土器・石器

36 塚畑古墳 古墳 古墳 　　〃 畑地 直刀・玉類

37 東小学校 縄文 集落跡 　　〃 宅地、学校、役所住居跡

38 東小学校古墳 古墳 古墳 大原二丁目 役所 周溝

39 大原 縄文（前・中） 集落跡 大原一丁目 宅地、畑地 土器・石器

40 猪戸 　〃 散布地 松原字寺山 　　〃 土器・石器

41 保代口Ｃ 縄文・弥生・古墳 集落跡 玖須美元和田字保代口 宅地 方形周溝墓、管玉
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42 東林寺朝日山経塚 経塚 岡字寺の上 山林

43 瓶山 古墳 散布地 　　〃 　　〃 土器・石器

44 蔵が久保 縄文（早） 　〃 鎌田字蔵ケ久保 畑地、山林 土器・石器

45 土が久保 縄文（早・前） 　〃 　　〃 　　〃 土器・石器

46 柏峠 　〃 　〃 鎌田字阿原ケ沢　ほか 山林、原野 土器・石器

47 長美代 縄文（前・中） 集落跡 玖須美元和田字長美代 宅地、畑地 住居跡・土器

48 逆川 縄文（早・前・中） 散布地 玖須美元和田字逆川 　　〃 土器・石器

49 南中学校 縄文（早） 　〃 玖須美元和田字茶野 中学校 土器・石器

50 赤坂 縄文（中） 集落跡 岡字藤曲り 宅地、畑地 土器・石器

51 水無田 　〃 散布地 玖須美元和田字水無田 宅地 土器・石器

52 西鬼ケ窪 縄文（中） 集落跡 川奈字西鬼ケ窪 宅地、畑地 住居跡・土器

53 保代口 　〃 散布地 玖須美元和田字保代口 　　〃 土器・石器

54 城星 　〃 　〃 玖須美元和田字右城星 　　〃 土器・石器

55 滝が沢 縄文（前） 　〃 玖須美元和田字滝ケ沢 　　〃 土器・石器

56 泉 縄文（中） 　〃 岡字石原田 　　〃 土器・石器

57 見返し 　〃 　〃 鎌田字見返し 畑地 土器

58 西門野 　〃 集落跡 鎌田字西門野 畑地、山林、球場土器・石器

59 前城平 縄文（前・中） 　〃 鎌田字城平 宅地 土器・石器

60 門野 縄文 　〃 鎌田字門野 畑地 土器

61 鎌田城 中世 城館跡 鎌田字田平　ほか 水田、山林 空堀

62 奥野 縄文（早） 散布地 鎌田字新林 畑地 土器・石器

63 養護老人ホーム 縄文（早～中） 　〃 荻字笹原 宅地、原野 土器・石器

64 ジンジ山 縄文・古墳・奈良 集落跡 吉田字北川 宅地、公園 炭化米・住居跡

65 コウドウ 縄文・古墳・中世 散布地 川奈字コウドウ 宅地、畑地 土器・石器

66 川奈台場 近世 砲台跡 川奈字燈明平 ゴルフ場敷地 土塁

67 三の原 縄文（早・前） 集落跡 富戸字大平 宅地、畑地 土器・石器

68 芦田原 縄文（早・中） 散布地 富戸字芦田原 畑地、山林 土器

69 クズレ 縄文（早・前） 集落跡 富戸字クズレ 宅地 土器・石器

70 門脇台場 近世 砲台跡 八幡野字牛戸背 海岸 石積遺構

71 法華塚 　〃 積石塚 富戸字先原 山林 石積の塚

72 上和田 古墳 散布地 池字上和田 水田、畑地 土器

73 下畑 縄文 　〃 八幡野字下畑 宅地、水田

74 伊東館 中世 城館跡 馬場町一丁目 宅地

75 禰宜畑 縄文（早～中） 集落跡 岡座禰宜畑 マンション 土器・石器

76 中野 縄文（中） 散布地 岡字中野 畑地、山林 土器・石器

77 桑原 弥・古・奈・平・中世 　〃 宇佐美字桑原 宅地、畑地 土器・石器

78 芝草 縄文 　〃 赤沢字芝草 畑地、山林 土器

79 松尾 　〃 　〃 八幡野字松尾 宅地、畑地 土器

80 向沢 　〃 　〃 川奈字向沢 畑地 土器・石器

81 奈尾 旧石器 　〃 富戸字奈尾 畑地 局部磨製石斧

82 水頭 Ａ 縄文 　〃 赤沢字水頭 山林 石器

83 水頭 Ｂ 　〃 　〃 　　〃 　　〃 石器
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84 長畑 縄文・古墳・奈良 　〃 吉田字長畑 宅地、畑地 土器

85 宇佐美八幡神社 中世 　〃 宇佐美字八幡 境内 土器

86 宇佐美北部石丁場群近世 石丁場 宇佐美字御石ケ沢　ほか山林 局部磨製石斧

87 宇佐美南部石丁場群　〃 　〃 宇佐美字中ノ沢　ほか 　　〃 　　〃

88 湯川石丁場群 　〃 　〃 湯川字桜ケ洞　ほか 　　〃 　　〃

89 新井石丁場群 　〃 　〃 新井字前山丁場　ほか 　　〃 　　〃

90 川奈石丁場群Ⅰ～Ⅳ　〃 　〃 川奈字前小室　ほか 　　〃 　　〃

91 小川沢石丁場群 　〃 　〃 松原字長峯　ほか 　　〃 　　〃

92 大平山石丁場群 　〃 　〃 岡字片倉　ほか 　　〃 　　〃

93 鎌田石丁場群Ⅰ～Ⅲ　〃 　〃 鎌田字上川久保　ほか 　　〃 　　〃

94 岡・玖須美石丁場群Ⅰ～Ⅲ 　〃 　〃 岡字中野　ほか 　　〃 　　〃

95 富戸石丁場群 　〃 　〃 富戸字根原　ほか 　　〃 　　〃

96 松原石丁場群 　〃 　〃 松原字猪山　ほか 　　〃 　　〃

97 枝堀遺跡 縄文（早・前） 八幡野字枝堀ほか 　　〃 土器・石器

98 倉骨沢遺跡 　〃（早） 　〃 　　〃 　　〃


