
南陽市
遺跡番号

地区 遺跡名 種別 時 代

Y1 吉野 小滝中堀遺跡 散布地 縄文
Y2 吉野 山ノ川遺跡 散布地 縄文
Y3 吉野 向畑A遺跡 集落跡 縄文(後期～晩期)
Y4 吉野 向畑B遺跡 散布地 縄文
Y5 吉野 向畑C遺跡 散布地・古墳 縄文・古墳
Y6 吉野 ほのき平（朴の木）平遺跡 散布地 縄文(前・中期)
Y7 吉野 赤山大醒ヶ井遺跡 集落跡 縄文(中期～晩期、晩期が主)
Y8 吉野 熊野山遺跡 集落跡 縄文(後期～晩期)
Y9 吉野 男館 館 中世
Y10 吉野 女館 館 中世
Y11 吉野 小滝館 館、館城 中世
Y12 吉野 熊野館 楯、砦 中世
Y13 吉野 高倉山物見 物見 中世
Y14 吉野 下荻館（荻館） 館、城砦 中世
Y15 吉野 薬師山物見 哨堡 中世
Y16 吉野 小屋館 館 中世
Y17 吉野 経塊山物見 物見 中世
Y18 吉野 筋物見 城砦 中世
Y19 吉野 小白府物見 哨堡 中世
M1 宮内・金山 石畑遺跡 集落跡 縄文(中期・晩期)・弥生
M2 宮内・金山 三入山遺跡 散布地 縄文(前期)・平安
M3 宮内・金山 双松公園内遺跡 散布地 縄文
M4 宮内・金山 宮内態野大社敷地内遺跡 散布地 縄文(中・後期)・平安
M5 宮内・金山 久保遺跡 集落跡 縄文(中期)
M6 宮内・金山 宮内小学校敷地内遺跡 集落跡 縄文(中期)
M7 宮内・金山 大清水遺跡 散布地 縄文(中期)・平安
M8 宮内・金山 富貴田遺跡 集落跡 縄文・奈良・平安
M9 宮内・金山 別所A遺跡 散布地 縄文・平安
M10 宮内・金山 別所B遺跡 散布地 縄文
M11 宮内・金山 別所山経塚' 経塚 平安
M12 宮内・金山 平館 館 中世
M13 宮内・金山 地蔵岩物見 哨堡、物見 中世
M14 宮内・金山 天狗山館 楯 中世
M15 宮内・金山 金座館 楯 中世
M16 宮内・金山 御嶽山物見 砦 中世
M17 宮内・金山 丸山館 館 中世
M18 宮内・金山 宮沢城 館、館城 中世
M19 宮内・金山 北館 館 中世・
M20 宮内・金山 慶海山館 館 中世
M21 宮内・金山 宮内南館 館 中世
M22 宮内・金山 馬場遺跡 馬場 中世
M23 宮内・金山 斎藤館 館跡 中世
M24 宮内・金山 源兵エ山A遺跡 散布地 古墳
M25 宮内・金山 内原三遺跡 散布地・古墳群 古墳(終末期)
M26 宮内・金山 久根崎遺跡 集落跡 縄文(中期）
M27 宮内・金山 桜田遺跡 集落跡 平安？
M28 宮内・金山 金山楯山館 城館址 中世
M29 宮内・金山 天ケ沢館 城館址 中世
M30 宮内・金山 田中館 城館址 中世
M31 宮内・金山 立石館 城館址 中世
M32 宮内・金山 石切山城 城館址 中世
M33 宮内・金山 七瑳古山物見 城館址 中世
Ｍ34 宮内・金山  内原七遺跡 散布地 縄文
Ｍ35 宮内・金山 柳町遺跡 集落跡 不明
U1 漆山 東杢ノ沢遺跡 散布地 縄文(中期)
U2 漆山 笹子平遺跡 散布地 縄文(前期)
U3 漆山 大野平遺跡 集落跡 縄文(早・前・中期)
U4 漆山 小須刈田遺跡 散布地 縄文(早・前期)
U5 漆山 漆山遺跡 集落跡 縄文(中期)
U6 漆山 東高堰遺跡 散布地 弥生(中期)・平安
U7 漆山 大根在家遺跡 散布地 平安
U8 漆山 大仏遺跡 散布地 縄文(後期)、弥生（中期）
U9 漆山 前田遺跡 散布地 縄文
U10 漆山 四百刈遺跡 散布地 縄文
U11 漆山 高山原遺跡 集落跡 縄文(前期)、平安
U12 漆山 備後館 館 中世
U14 漆山 別所館 館 中世
U16 漆山 漆山館 館 中世
U17 漆山 天王遺跡 境墓跡・集落跡 古墳～近世
U18 漆山 木之実小屋遺跡 散布地 縄文、奈良・平安
U19 漆山 東弁天遺跡 散布地 縄文
U20 漆山 西田中遺跡 散布地 縄文中期
U21 漆山 館山遺跡 散布地 奈良・平安
U22 漆山 猫子前遺跡 散布地 縄文・奈良・平安
U23 漆山 東屋敷遺跡 散布地 奈良・平安
U24 漆山 西屋敷遺跡 散布地 奈良・平安
U25 漆山 新山遺跡 散布地 奈良・平安
U26 漆山 西原遺跡 散布地 奈良・平安
U27 漆山 稲荷山物見 館 中世
U28 漆山 阿弥陀山物見 館 中世
U29 漆山 細田遺跡 散布地 平安
U30 漆山 神明前遺跡 散布地 平安
U31 漆山 西高堰古墳 墳墓跡 古墳
U32 漆山 打越遺跡 散布地 縄文
U33 漆山 砂田遺跡 散布地 奈良・平安



U34 漆山 南須刈田 散布地 縄文
R1 梨郷 牛ケ首遺跡 集落跡 平安～中世
R2 梨郷 金山遺跡 散布地 縄文(早期)
R3 梨郷 石ケ窪（A・Ｂ）遺跡 集落跡 縄文(前期)・奈良・平安
R4 梨郷 ヌゲッボ遺跡 集落跡 縄文(早・前期)
R5 梨郷 天王山古墳群 古墳群 古墳
R6 梨郷 竜樹山古墳群 古墳群 古墳
R7 梨郷 雨沼B遺跡 集落跡 縄文(後・晩期)・奈良・平安
R8 梨郷 蕗畑遺跡 集落跡 縄文・奈良・平安
R9 梨郷 羽黒堂遺跡 散布地 縄文
R10 梨郷 蔵庭遺跡 散布地 奈良
R11 梨郷 長峰遺跡 散布地 縄文
R12 梨郷 西高田遺跡 散布地 平安
R13 梨郷 掛在家遺跡 集落跡 縄文(前期)・弥生・古墳(後期)・奈良
R14 梨郷 上大作裏遺跡 散布地 縄文(早期中葉～末葉・前期初頭、前期後葉～末葉、中期)・弥生(中期)・平安・中世

R15 梨郷 清水ノ下遺跡 散布地 縄文、古墳(後期)
R16 梨郷 中野遺跡 散布地 縄文(中期)・平安
R17 梨郷 塩釜遺跡 集落跡 縄文(中期)
R18 梨郷 塩釜前遺跡 散布地 縄文(晩期)・弥生
R19 梨郷 下八ツ口遺跡 散布地 縄文
R20 梨郷 北徳田遺跡 散布地 縄文
R21 梨郷 平野A遺跡 集落跡 縄文（中・後・晩）
R22 梨郷 平野B遺跡 散布地 縄文（中・後・晩）
R23 梨郷 平野C遺跡 散布地 縄文
R24 梨郷 中島平遺跡 集落跡 縄文（前期初頭）
R25 梨郷 梨郷古墳群 墳墓　古墳群 奈良
R26 梨郷 平野古窯 古窯跡 奈良・平安
R27 梨郷 宮城遺跡 集落跡 縄文(早・前・中期)・奈良
R28 梨郷 宮城墳墓 墳墓 平安（中期）
R29 梨郷 経塚山南遺跡 散布地 縄文
R30 梨郷 経塚山古墳群 古墳群 古墳
R31 梨郷 稲荷山古墳群 古墳群 古墳
R32 梨郷 小山A遺跡 散布地 縄文
R33 梨郷 小山B遺跡 散布地 縄文(晩期)
R34 梨郷 小山西遺跡 散布地 平安
R35 梨郷 松木壇遺跡 散布地 平安
R36 梨郷 竜樹山館 城館跡 中世
R37 梨郷 梨郷上館 城館跡 中世
R38 梨郷 梨郷南館 館 中世
R39 梨郷 梨郷小館 館 中世
R40 梨郷 割田館 館 中世
R41 梨郷 赤松山館 館 中世
R42 梨郷 梨郷新館 館 中世
R43 梨郷 片岸館 館 中世
R44 梨郷 七拾苅遺跡 散布地 奈良・平安
R45 梨郷 二本木遺跡 散布地 奈良・平安
R46 梨郷 酒町遺跡 包蔵地 縄文中期
R47 梨郷 竈山館 城館 中世
R48 梨郷 片岸遺跡 散布地 縄文・奈良・平安
R49 梨郷 井島遺跡 散布地 奈良・平安
R50 梨郷 山田遺跡 散布地・ 平安・中世
R51 梨郷 円行寺遺跡 散布地 中世
R52 梨郷 白山田遺跡 散布地 平安
R53 梨郷 下大作遺跡 散布地 平安
R54 梨郷 稲荷林遺跡 散布地 平安・中世
R55 梨郷 治兵衛壇遺跡 散布地 平安
R56 梨郷 平野山田 散布地 平安
O1 沖郷 観音堂遺跡 散布地 縄文・平安
O2 沖郷 蒲生田館南遺跡 散布地 縄文中期・晩期～弥生、奈良・平安
O3 沖郷 当時作遺跡 散布地 縄文・奈良・平安
O4 沖郷 西田遺跡 散布地 平安
O5 沖郷 矢ノ目館 集落跡・城館跡 奈良・平安・中世
O6 沖郷 早稲田遺跡 散布地 奈良
O7 沖郷 間々ノ上遺跡 散布地 奈良
O8 沖郷 沢口遺跡 集落跡 奈良・平安
O9 沖郷 郡山中堀遺跡 散布地 奈良・平安
O10 沖郷 沢田遺跡 集落跡 弥生・古墳(中期)・奈良・平安・中世
O11 沖郷 島貫遺跡 集落跡 奈良・平安
O12 沖郷 中ノ目下遺跡 散布地 奈良・平安
O13 沖郷 前小屋遺跡 散布地 縄文
O14 沖郷 大屋敷遺跡 散布地 平安
O15 沖郷 畿内田遺跡 散布地 平安
O16 沖郷 窪田尻遺跡 散布地 平安
O17 沖郷 将監屋敷遺跡 散布地 奈良・平安
O18 沖郷 沖田遺跡 散布地 平安
O19 沖郷 北前遺跡 散布地 縄文(晩期)
O20 沖郷 中落合遺跡 集落跡 奈良・平安
O21 沖郷 萩生田遺跡 集落跡・散布地 弥生・奈良
O22 沖郷 梅ノ木遺跡 散布地 奈良・平安
O23 沖郷 蒲生田館 館 奈良・平安、中世
O24 沖郷 若狭郷屋屋敷跡（若狭郷屋館） 館 中世
O25 沖郷 百刈田遺跡 集落跡 縄文(中期)、弥生、古墳
O26 沖郷 畿内城館 館 中世
O27 沖郷 大野原館 館 中世
O28 沖郷 露橋A館 館 中世
O29 沖郷 露橋 散布地 奈良・平安
O30 沖郷 宮崎館 館 中世
O31 沖郷 関根館 館 中世



O32 沖郷 長瀞館 館 中世
O33 沖郷 中落合館 館 中世
O34 沖郷 井戸尻遺跡 散布地 奈良・平安
O35 沖郷 馬ノ墓遺跡（馬の墓古墳） 散布地、古墳 古墳、奈良・平安
O36 沖郷 寺田遺跡 包蔵地 古墳
O37 沖郷 中屋敷遺跡 散布地 奈良・平安
O38 沖郷 庚壇遺跡 散布地 弥生、古墳、奈良・平安
O39 沖郷 檜原遺跡 散布地 平安・中世・近世
O40 沖郷 西中上遺跡 散布地 平安
O41 沖郷 植木場一遺跡 集落、館、古墳 古墳、平安、中世
O42 沖郷 大角壇（古屋敷）遺跡 散布地 平安
O43 沖郷 大塚遺跡 散布地・集落跡 縄文・古墳・奈良・平安
O44 沖郷 西原東遺跡 集落跡 奈良・平安
O45 沖郷 前畑遺跡 散布地 平安
O46 沖郷 西畑遺跡 散布地 平安
O47 沖郷 冨塚遺跡 散布地 古墳
O48 沖郷 上河原遺跡 散布地 平安
O49 沖郷 鵜ノ木館跡 集落跡・城館跡 古墳・平安・中世・近世
O50 沖郷 沖田館 城館跡 中世
O51 沖郷 宮之前（一字一石経塚） 散布地 近世
O52 沖郷 南屋敷館 城館跡 中世
O53 沖郷 亀屋敷遺跡 散布地 平安
O54 沖郷 高木遺跡 散布地 奈良・平安
O55 沖郷 東ノ北遺跡 散布地 奈良・平安
O56 沖郷 樋ノ口遺跡 散布地 奈良・平安
O57 沖郷 清水上遺跡 集落跡 古墳、奈良・平安
O58 沖郷 町河原遺跡 散布地 奈良・平安
O59 沖郷 沢見遺跡 集落跡 弥生、奈良・平安
O60 沖郷 漆房遺跡 散布地 平安
A1 赤湯 十分一山遺跡 集落跡 縄文(中期)
A2 赤湯 金沢山ノ神遺跡 集落跡 縄文(中・後期)
A3 赤湯 七両坂古墳 古墳 古境(終末期)
A4 赤湯 月ノ木A遺跡 散布地 縄文
A5 赤湯 月ノ木B遺跡 集落跡 縄文(早・中期)・弥生(中期)
A6 赤湯 夷平遺跡 散布地 縄文(晩期)・中世
A7 赤湯 北町遺跡 散布地 縄文(草創期・前期)
A8 赤湯 稲荷前遺跡 散布地 縄文(前期)
A9 赤湯 上ノ山遺跡 散布地、 縄文
A10 赤湯 烏帽子山経塚 経塚 平安
A11 赤湯 烏帽子山古墳 古墳 古墳(終末期)
A12 赤湯 松沢遺跡 散布地 縄文(前期)
A13 赤湯 松沢古墳群 墳墓 奈良
A14 赤湯 椚塚館ノ山遺跡 集落跡・城館跡 縄文(後期)・中世
A15 赤湯 太子堂遺跡 散布地 平安
A16 赤湯 長岡山遺跡 集落跡 旧～中石器・縄文(中期)・古墳(前・中・後期)・奈良・平安

A17 赤湯 長岡山東遺跡 散布地 縄文・平安
A18 赤湯 長岡南森遺跡 散布地 縄文(中期)・古墳(前・中期)・平安
A19 赤湯 長岡西田遺跡 散布地 縄文(中期)、平安
A20 赤湯 稲荷森古墳 散布地・古墳 旧石器・縄文(中期)・古墳(前期)・平安
A21 赤湯 水上遺跡 散布地 奈良・平安
A22 赤湯 東畑A遺跡 散布地 平安
A23 赤湯 東畑B遺跡 散布地 平安
A24 赤湯 諏訪前遺跡 散布地 縄文(中期)・古墳(前期)・平安
A25 赤湯 横沢遺跡 散布地 縄文(中・後期)・奈良
A26 赤湯 東六角遺跡 散布地 縄文(中期)・平安
A27 赤湯 唐越遺跡 散布地 縄文(中期)・奈良・平安
A28 赤湯 二色根古墳群 古境群 古墳(終末期)
A29 赤湯 蒲生田山古墳群 古墳群 古墳、奈良(終末期古墳)
A30 赤湯 山居沢山A遺跡 散布地 平安
A31 赤湯 山居沢山B遺跡（山居沢山古墳） 散布地 平安、古墳
A32 赤湯 狸沢山古墳群A支群 古墳群 弥生・古墳(終末期)
A33 赤湯 上野山古墳群 散布地・古墳群 弥生・古墳(終末期)
A34 赤湯 二色根館 城館跡、散布地 平安・中世
A35 赤湯 上野山館 館 中世
A36 赤湯 中野山館 館 中世
A37 赤湯 長岡館 館 中世
A38 赤湯 内城館 館 中世
A39 赤湯 熊の前館 館 中世
A40 赤湯 上野遺跡 集落跡 縄文中期（早期末）・平安・中世・近世
A41 赤湯 大橋城 館城 中世
A42 赤湯 御殿跡 館 中世
A43 赤湯 山居沢山C遺跡 散布地 平安
A44 赤湯 李の木遺跡 包蔵地 縄文・平安
A45 赤湯 山居沢山D遺跡 包蔵地 平安
A46 赤湯 東唐越館 館跡 中世
A47 赤湯 椚塚館 館跡 中世
A48 赤湯 爼柳館 館跡 中世
A49 赤湯 松沢前遺跡 散布地 縄文
A50 赤湯 狸沢山古墳群B支群 古墳群 古墳(終末期)
A51 赤湯 十分一前遺跡 散布地 縄文、奈良・平安
A52 赤湯 山居沢山Ｅ遺跡 散布地 平安
A53 赤湯 上野山古墳群大沢山支群 古墳群 古墳(終末期)
A54 赤湯 上野山古墳群長峰山支群 古墳群 古墳(終末期)
A55 赤湯 松沢山横穴（墓？） 横穴 奈良？
A56 赤湯 十分一山古墳群 古墳群 古墳(終末期)
N1 中川 諏訪原A遺跡 集落跡 縄文(後期)
N2 中川 諏訪原B遺跡 散布地 縄文(後期)
N3 中川 諏訪原C遺跡 集落跡 縄文(前～中期)



N4 中川 元中山日影遺跡 集落跡 縄文(中・後期)
N5 中川 小岩沢墳墓 墳墓 平安
N6 中川 小岩沢遺跡 集落跡 縄文(中・後期)
N7 中川 日向遺跡 散布地 縄文(中期)
N8 中川 長次郎遺跡 散布地 縄文(後期)
N9 中川 一ノ倉山遺跡 散布地 縄文
N10 中川 岩屋堂遺跡 集落跡 縄文(晩期)
N11 中川 岩屋堂2遺跡 散布地 平安
N12 中川 日影館 城砦、砦 中世
N13 中川 岩部山館 館 中世
N14 中川 加藤屋敷遺跡 集落跡 縄文（中期・後期・晩期）・古墳・奈良・平安・中世・近世

N15 中川 大洞山館 館 中世
N16 中川 中野森館 館 中世
N17 中川 川樋館 館 中世
N18 中川 虚空蔵山館 館 中世
N19 中川 館平遺跡 散布地 縄文
N20 中川 館平館 館 中世
N21 中川 北沢遺跡 散布地 縄文
N22 中川 諏訪原D 遺跡（元中山一字一石経塚） 一字一石経塚 江戸(1748)寛延元
N23 中川 銀山遺跡 散布地 平安
N24 中川 天矢場遺跡 狩猟場・集落跡 縄文（早期後葉、前期前半、中期中葉）、奈良・平安、中世、近世

N25 中川 砂利山遺跡 （砂利山古墳群？） 古墳 奈良


