
遺跡No. 遺跡名 種別 所在地 時代 備考（旧県番号・遺跡名・旧時代・史跡等）

09001 柳平遺跡 散布地 牧丘町柳平 縄文

09002 塩平遺跡 散布地 牧丘町北原上塩平 縄文・平安

09003 上ノ向遺跡 散布地 牧丘町北原北添川 平安

09004 京塚遺跡 散布地 牧丘町北原上野原 縄文・平安

09005 上野原遺跡 散布地 牧丘町北原上野原 縄文・奈良・平安・中世・近世

09006 上ノ原遺跡 集落跡 牧丘町牧平上ノ原 縄文・奈良・平安

09007 川東遺跡 散布地 牧丘町牧平上ノ原 縄文・古墳・奈良・平安

09008 膝立破魔場遺跡 散布地 牧丘町牧平膝立 平安・奈良・中世

09009 押手沢遺跡 散布地 牧丘町牧平押手沢 縄文

09010 古宿道上遺跡 集落跡 牧丘町西保中古宿道上 縄文・古墳・奈良・平安 山梨市指定史跡

09011 小林遺跡 散布地 牧丘町西保中古宿道上 縄文・平安・中世・近世

09012 差須遺跡 散布地 牧丘町西保中大村上 平安

09013 奥破魔射場遺跡 散布地 牧丘町西保中大村上 縄文・平安・中世

09014 古西源寺遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世

09015 西破魔射場遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文・奈良・平安・中世・近世

09016 東破魔射場遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世

09017 上平遺跡 散布地 牧丘町西保中 旧石器・縄文・平安・中世・近世

09018 在家道東遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文

09019 在家道西遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文・平安

09020 村ノ前遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文

09021 井戸窪遺跡 散布地 牧丘町西保中 縄文・中世・近世

09022 八幡山遺跡 散布地 牧丘町西保中下八幡山 縄文

09023 荒台遺跡 散布地 牧丘町西保中荒台 縄文・平安

09024 中田圃遺跡 散布地 牧丘町西保中下御所 平安・中世・近世

09025 西保丸山西遺跡 散布地 牧丘町西保中下丸山 縄文・奈良・平安

09026 西保下丸山遺跡 散布地 牧丘町西保中下丸山 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世

09027 法喩庵遺跡 散布地 牧丘町西保下法喩庵 縄文・平安・中世・近世

09028 北井遺跡 散布地 牧丘町西保下法喩庵 縄文・平安・中世・近世

09029 下木曾遺跡 散布地 牧丘町西保下下木曾 平安・中世・近世

09030 真智遺跡 散布地 牧丘町倉科真智 縄文

09031 西中尾遺跡 散布地 牧丘町西中尾 縄文・奈良・平安・中世・近世

09032 西裏遺跡 散布地 牧丘町倉科西裏 縄文・平安

09033 中尾１遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・奈良・平安・近世

09034 中尾２遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・平安

09035 高野遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・弥生・奈良・平安・中世

09036 堰下遺跡 散布地 牧丘町倉科堰下 縄文

09037 市地Ｂ遺跡 散布地 牧丘町西保下 縄文・奈良・平安・中世

09038 井戸川遺跡 散布地 牧丘町西保下 旧石器・縄文・奈良・平安・中世

09039 市地Ａ遺跡 散布地 牧丘町西保下 縄文・中世

09040 込山遺跡 散布地 牧丘町西保下込山 縄文・奈良・平安

09041 山寺遺跡 散布地 牧丘町倉科山寺 縄文・奈良・平安

09042 御幸原遺跡 散布地 牧丘町室伏下 縄文

09043 奥豊原遺跡 散布地 牧丘町倉科山寺 縄文・奈良・平安・中世

09044 市地Ｃ遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・奈良・平安

09045 西平沢遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・奈良・平安・中世

09046 丸山Ａ遺跡 散布地 牧丘町倉科丸山 縄文

09047 丸山Ｂ遺跡 散布地 牧丘町倉科丸山 縄文

09048 二ツ塚遺跡 散布地 牧丘町倉科二ツ塚 縄文・奈良・平安・中世

09049 田処遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・奈良・平安・中世

09050 西山遺跡 散布地 牧丘町倉科西山 縄文・奈良・平安・中世

埋蔵文化財包蔵地一覧（牧丘）
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埋蔵文化財包蔵地一覧（牧丘）

09051 山田遺跡 散布地 牧丘町倉科西山 縄文

09052 滝の沢遺跡 散布地 牧丘町倉科滝の沢 縄文・弥生・奈良・平安

09053 鈴の宮遺跡 散布地 牧丘町倉科鈴の宮 旧石器・縄文・弥生・古墳・平安・中世・近世

09054 大石遺跡 散布地 牧丘町倉科鈴の宮 縄文

09055 上野田遺跡 散布地 牧丘町倉科鈴の宮 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世

09056 西畑遺跡 散布地 牧丘町室伏下 縄文・平安・中世

09057 林組遺跡 散布地 牧丘町倉科林組 縄文・弥生・平安

09058 上野田東遺跡 散布地 牧丘町倉科上野田 旧石器・縄文・奈良・平安・中世・近世

09059 田屋Ａ遺跡 散布地 牧丘町倉科 縄文・平安

09060 田屋B遺跡 散布地 牧丘町倉科 平安

09061 松葉遺跡 散布地 牧丘町窪平松葉 縄文・弥生・奈良・平安・中世

09062 階遺跡 散布地 牧丘町窪平階 縄文・弥生・奈良・平安

09063 東大庭遺跡 散布地 牧丘町東大庭 縄文

09064 堀ノ内遺跡 散布地 牧丘町窪平堀ノ内 縄文

09065 精進屋敷遺跡 散布地 牧丘町窪平堀ノ内 縄文

09066 薬師堂遺跡 集落跡 牧丘町窪平堀ノ内 縄文

09067 大久保遺跡 散布地 牧丘町窪平堀ノ内 縄文

09068 牧ノ前遺跡 散布地 牧丘町窪平堀ノ内 縄文

09069 横吹遺跡 集落跡 牧丘町窪平堀ノ内 縄文・平安・中世

09070 砂原遺跡 散布地 牧丘町室伏下無田 縄文

09071 寺屋敷遺跡 散布地 牧丘町千野々宮寺屋敷 縄文

09072 随当遺跡 散布地 牧丘町杣口大室隋当 縄文・奈良・平安

09073 杣口西山遺跡 散布地 牧丘町杣口西山 縄文・奈良・平安

09074 東上遺跡 散布地 牧丘町杣口東上 縄文

09075 上杣口遺跡 散布地 牧丘町杣口 縄文・奈良・平安・中世

09076 青山遺跡 散布地 牧丘町杣口 縄文・奈良・平安

09077 大久保遺跡 散布地 牧丘町室伏上大久保 縄文・奈良・平安・中世

09078 清水窪遺跡 散布地 牧丘町杣口東下 縄文・奈良・平安・中世

09079 中久堰遺跡 集落跡 牧丘町室伏(乙ヶ妻） 縄文・平安

09080 丸山遺跡 散布地 牧丘町成沢(大沢） 縄文

09081 中牧城址遺跡 城館跡 牧丘町城古寺 中世・近世

09082 間瀬屋敷址遺跡 城館跡 牧丘町倉科上野田 中世・近世

09083 琵琶城址遺跡 城館跡 牧丘町西保下辻屋 中世

09084 小田野城跡 城館跡 牧丘町西保下小田野 平安・中世 山梨市指定史跡

09085 曲田遺跡 集落跡 牧丘町倉科膳棚 縄文・古墳・平安

09086 金桜神社奥社地跡 社寺跡 牧丘町杣口高天原 縄文・平安・中世・近世 山梨市指定史跡

09087 隼遺跡 不明 牧丘町隼 中世・近世 大士の窟、大黒の窟（甲斐国志）

09088 鍵懸関跡 城館跡 牧丘町牧平 中世 山梨市指定史跡

09089

09090
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09092
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