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

05001 影差遺跡 散布地 水口字影差 平安・中世

05002 和田遺跡 散布地 水口字和田 縄文・平安

05003 源田窪遺跡 散布地 堀内字源田窪 中世

05004 馳平遺跡 散布地 水口字馳平 縄文

05005 形山遺跡 散布地 水口字形山 縄文・中世

05006 小揚遺跡 散布地 堀内字小揚 平安

05007 大工北遺跡 散布地 大工字日影 縄文・古墳・平安

05008 堂平遺跡 散布地 水口字堂平 平安

05009 芦原遺跡 散布地 大工字芦原 平安

05010 大工南遺跡 散布地 大工字井ノ久保前 縄文

05011 市川北遺跡 散布地 市川字平山 縄文

05012 市川西遺跡 散布地 市川字植田 縄文

05013 植田遺跡 集落跡 市川字植田 縄文

05014 於北南遺跡 散布地 市川字於北 平安

05015 神明前遺跡 散布地 市川字神明前 平安

05016 犬塚遺跡 散布地 市川字犬塚 平安

05017 市川東遺跡 散布地 市川字神明前 縄文

05018 切通西遺跡　 散布地 東字切通 平安

05019 堤下遺跡 散布地 西字堤下 平安

05020 籐の木道下遺跡 散布地 東字籐の木道下 縄文・平安

05021 村西遺跡 散布地 東字村西 縄文

05022 丸山遺跡 散布地 東字丸山 縄文

05023 大久保遺跡 散布地 東字大久保 縄文・平安

05024 切通南遺跡 散布地 東字切通 縄文・平安

05025 切通東遺跡 散布地 東字切通 平安

05026 樋詰裏遺跡 散布地 北字樋詰裏 平安・中世

05027 中島遺跡 散布地 東字中島 縄文・平安

05028 久保西遺跡 散布地 東字久保 平安

05029 下河原遺跡 その他 東字下河原 中世・近世

05030 於北北遺跡 その他 市川字於北 中世・近世

05031 西片山遺跡 その他の墓 北字西片山 中世・近世

05032 切通北遺跡 その他 東字切通 中世・近世

05033 東田遺跡 社寺跡 東字東田 中世・近世

05034 久保遺跡 散布地 東字久保 平安

05035 中下西遺跡 散布地 東字中下 平安

05036 萱刈遺跡 散布地 東字萱刈 縄文

05037 堂屋敷遺跡 散布地 東字堂屋敷 縄文・平安

05038 添田遺跡 散布地 東字添田 縄文

05039 久保田遺跡 散布地 東字久保田 縄文

05040 江曽原遺跡 集落跡 江曽原字片瀬 縄文・古墳・平安

05041 上コブケ遺跡 集落跡 北字上コブケ 縄文・平安

05042 兄川河床遺跡 その他 南字上兄川（兄川河床） 旧石器

05043 間之田東遺跡 散布地 正徳寺字間之田 平安

05044 天神前遺跡 散布地 正徳寺字天神前 縄文・平安・中世

05045 間之田西遺跡 散布地 正徳寺字間之田 古墳・平安

05046 原ノ前遺跡 散布地 万力字原ノ前 奈良

05047 長田遺跡 散布地 山根字長田 縄文

05048 鷹田遺跡 その他の墓 山根字鷹田 中世・近世

05049 金桜遺跡 散布地 落合字金桜 縄文・平安

05050 延命寺遺跡 集落跡 落合字延命寺 弥生・古墳・平安

埋蔵文化財包蔵地一覧（山梨）
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05051 千原田遺跡 集落跡 落合字千原田 古墳・平安

05052 地蔵久保遺跡 散布地 落合字地蔵久保 平安

05053 欠之下遺跡 散布地 正徳寺字欠之下 中世

05054 花桜遺跡 散布地 落合字花桜 平安・中世

05055 落合市道遺跡 散布地 落合字市道 平安

05056 正徳寺前田遺跡 散布地 正徳寺字前田 平安

05057 林際遺跡 散布地 正徳寺字林際 平安

05058 屋敷遺跡 散布地 落合字屋敷 平安・中世 武田信昌館跡推定値１

05059 堀之内遺跡 散布地 落合字堀之内 平安

05060 小金田遺跡 散布地 上岩下字小金田 縄文

05061 半座池遺跡 散布地 落合字半座池 古墳・平安

05062 田屋之前遺跡 散布地 落合字田屋之前 平安

05063 三牧地遺跡 散布地 上岩下字三牧地 平安・中世

05064 小武家遺跡 集落跡 上岩下字小武家 平安・中世

05065 三宮寺遺跡 散布地 正徳寺字三宮寺 平安・中世

05066 九ツ塚遺跡 散布地 正徳寺字九ツ塚 平安・中世

05067 五躰尊遺跡 散布地 正徳寺字五躰尊 平安

05068 寺の下遺跡 散布地 小原西字寺の下 縄文

05069 平塚遺跡 散布地 上神内川字平塚 平安

05070 塚越遺跡 散布地 上神内川字塚越 古墳・中世

05071 松原遺跡 散布地 上神内川字松原 中世

05072 日下部病院前遺跡 散布地 上神内川字水上 古墳

05073 八王子遺跡 集落跡 小原東字八王子 縄文

05074 立石遺跡 集落跡 小原東字立石 縄文・奈良・平安

05075 日下部遺跡 集落跡 小原東字大泉庵 縄文・弥生・奈良・平安・中世

05076 西久保遺跡 散布地 小原東字西久保 縄文・平安

05077 下ノ原遺跡 散布地 七日市場字下ノ原 縄文

05078 大堀遺跡 散布地 小原東字大堀 奈良・平安

05079 宮ノ前（七日子）遺跡 集落跡 七日市場字宮ノ前 縄文・古墳・奈良・平安

05080 西ノ窪遺跡 散布地 七日市場字西ノ窪 縄文・平安

05081 天神原南遺跡 散布地 七日市場字天神原 平安

05082 権現窪経塚 経塚 七日市場権現窪 中世・近世

05083 十王堂遺跡 散布地 七日市場字十王堂 奈良・平安

05084 中沢遺跡 散布地 七日市場字中沢 平安

05085 神明遺跡 散布地 七日市場字神明 奈良・平安

05086 下弥勒遺跡 散布地 七日市場字下弥勤 縄文・平安

05087 天神原北遺跡 散布地 七日市場字天神原 縄文・平安

05088 相畑北遺跡 散布地 下井尻字相畑 古墳

05089 相畑南遺跡 散布地 下井尻字相畑 中世

05090 唐土遺跡 散布地 三ヶ所字唐土 古墳・中世

05091 飛沢遺跡 散布地 下井尻字飛沢 中世・近世

05092 狐塚遺跡 散布地 下井尻字狐塚 平安

05093 御屋敷南遺跡 散布地 下井尻字御屋敷 縄文・平安

05094 御屋敷北遺跡 散布地 下井尻字御屋敷 平安

05095 阿弥陀堂遺跡 散布地 下井尻字阿弥陀堂 縄文・古墳・奈良・平安

05096 天神原遺跡 散布地 下井尻字天神原 平安

05097 宮ノ西遺跡 散布地 下井尻字宮ノ西 古墳・中世

05098 前田遺跡 散布地 下神内川字前田 平安

05099 宮ノ上遺跡 散布地 下神内川字宮ノ上 平安

05100 上手原遺跡 散布地 上石森字上手原 縄文
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05101 浅間遺跡 散布地 三ケ所字浅間 平安・中世

05102 吉原遺跡 散布地 三ケ所字吉原 平安

05103 大橋遺跡 散布地 三ケ所字大橋 平安・中世

05104 樋口遺跡 散布地 小原東字樋口 古墳・平安・中世

05105 河野氏屋敷 その他 三ケ所字新町西 中世・近世

05106 新町東遺跡 散布地 三ケ所字新町東 縄文

05107 三ヶ所遺跡 集落跡 三ケ所字寺平　 平安・中世

05108 鍛冶屋久弥遺跡 散布地 鴨居寺字鍛冶屋久弥 古墳

05109 東後屋敷遺跡 集落跡 東後屋敷字小屋敷 縄文・奈良・平安

05110 天神前東遺跡 散布地 大野字天神前 縄文・平安

05111 高畑遺跡 集落跡 大野字高畑 縄文・古墳・平安

05112 榎木田遺跡 散布地 大野字榎木田 平安

05113 宗高北遺跡 散布地 下石森字宗高 平安

05114 宗高南遺跡 散布地 下石森字宗高 弥生・古墳

05115 宗高西遺跡 散布地 下石森字宗高 古墳

05116 天神前北遺跡 散布地 大野字天神前 平安

05117 市道遺跡 散布地 大野字市道 平安

05118 杉ノ木遺跡 集落跡 下神内川字杉木 古墳

05119 雲林遺跡 散布地 下石森字雲林 古墳・平安

05120 宗高東遺跡 散布地 下石森字宗高 縄文

05121 屋敷添遺跡 散布地 下石森字屋敷添 縄文・平安・中世

05122 上石森塚越遺跡 散布地 上石森字塚越 縄文・平安

05123 宮ノ前遺跡 散布地 下石森字宮ノ前 平安

05124 上黒木遺跡 散布地 上石森字上黒木 奈良・平安・中世

05125 金山林遺跡 散布地 上石森字金山林 縄文・弥生・古墳・平安

05126 堀ノ内遺跡 集落跡 上石森字堀ノ内 弥生・平安

05127 原遺跡 散布地 三ケ所字原 古墳

05128 榎木遺跡 散布地 鴨居寺字榎木 古墳

05129 上之割八王子遺跡 散布地 上之割字八王子 平安

05130 三ヶ所梨木遺跡 散布地 三ヶ所字梨木 平安

05131 梨木遺跡 散布地 上之割字梨木 平安

05132 金山遺跡 散布地 歌田字金山 平安

05133 歌田金桜遺跡 散布地 歌田字金桜 平安

05134 松畑西遺跡 散布地 歌田字松畑 古墳

05135 松畑東遺跡 散布地 歌田字松畑 縄文・古墳・奈良

05136 御嶽堂遺跡 散布地 歌田字御嶽堂 古墳

05137 西条遺跡 散布地 歌田字西条 平安

05138 上町遺跡 散布地 下栗原字上町 古墳・平安・中世

05139 西田遺跡 散布地 上栗原字西田 縄文・平安

05140 紺屋町遺跡 散布地 下栗原字紺屋町 弥生・古墳・平安

05141 宮後遺跡 散布地 下栗原字宮後 平安

05142 北川通遺跡 散布地 下栗原字北川通 平安

05143 上沼遺跡 散布地 中村字上沼 古墳・平安

05144 東小路遺跡 散布地 中村字東小路 縄文・平安

05145 大林北遺跡 散布地 上栗原字大林 縄文・弥生・古墳・平安・中世

05146 大林南遺跡 散布地 上栗原字大林 平安

05147 中道北遺跡 散布地 上栗原字中道 平安

05148 中道南遺跡 散布地 上栗原字中道 平安

05149 永昌院西山遺跡 散布地 矢坪 平安

05150 長源寺前古墳 古墳 上万力字蟹沢 古墳 山梨市指定史跡（岩下古墳群）
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05151 観音塚古墳 古墳 山之根字天狗前 古墳 山梨市指定史跡（岩下古墳群）

05152 山寺古墳 古墳 上岩下字上蟹田 古墳 山梨市指定史跡（岩下古墳群）

05153 天神塚古墳 古墳 上岩下字上天神山 古墳 山梨市指定史跡（岩下古墳群）

05154 牧洞寺古墳 古墳 上岩下字牧洞山 古墳 山梨市指定史跡（岩下古墳群）

05155 平塚古墳 古墳 上神内川字平塚 古墳

05156 稲荷塚古墳 古墳 上神内川字塚越 古墳

05157 沖田無名墳 古墳 上栗原字沖田 古墳

05158 中堰無名墳 古墳 上栗原字中道 古墳

05159 ふじ塚古墳 古墳 三ケ所字原 古墳

05160 岩下古墳群 古墳群 上岩下 古墳

05161 山根古墳群 古墳群 山根 古墳

05162 富士塚 富士塚 上万力字藤塚 近世

05163 琵琶塚 その他 歌田字松畑 中世・近世

05164 仏沢城跡 城館跡 切差字八幡山 中世

05165 切差の城山跡 城館跡 切差字八幡山 中世

05166 丸山の峰火台跡 城館跡 北字大平山 中世

05167 御前山城跡 城館跡 上岩下 中世

05168 棚山の峰火台跡 城館跡 正徳寺字棚山 中世

05169 西山城跡 城館跡 東字西山 中世

05170 野背坂西城跡 城館跡 北字大平山 中世

05171 武田金吾屋敷跡 城館跡 東後屋敷字小屋敷 中世

05172 落合館跡 城館跡 落合字屋敷 中世 武田信昌館跡推定値２

05173 上野氏屋敷 城館跡 東字久保 近世

05174 城伊庵屋敷跡 城館跡 上神内川字幸ノ前 中世

05175 連方屋敷 城館跡 三ケ所字連方 中世 山梨県指定史跡

05176 安田義定館跡 城館跡 小原東字白山 中世

05177 安田義定館跡 城館跡 小原西字八王子 中世

05178 栗原氏屋敷跡 城館跡 上栗原字西神 中世

05179 栗原氏屋敷跡 城館跡 中村字西小路 中世

05180 大野砦跡 城館跡 大野字三十六 中世

05181 荒神山窯跡 窯跡 東字荒神山 平安・中世

05182 窪八幡神社 神社 北字仲町 中世

05183 窪八幡神社社家坊中群 社寺跡 北 中世・近世 山梨市指定史跡

05184 雁行堤 堤防遺跡 万力字正月林 近世 山梨市指定史跡

05185 田安陣屋跡 陣屋跡 一町田中字梨ノ木 近世 山梨市指定史跡

05186 清水陣屋跡 陣屋跡 北字デウノコシ 近世 山梨市指定史跡

05187 足原田遺跡 集落跡 万力字足原田 古墳・平安・中世

05188 泉林遺跡 散布地 市川字泉林 縄文

05189 柿木田遺跡 集落跡 小原西字柿木田 縄文・古墳

05190 廻り田遺跡 集落跡 北字廻り田 古墳

05191 膳棚遺跡 集落跡 北字中膳棚ほか 平安

05192 神明前遺跡 社寺跡 市川字神明前 中世・近世 寺院「醍醐院」跡

05193 窪八幡神社旧社地跡 社寺跡 南 平安・中世

05194 笛吹川堤防跡群 その他（堤防跡） 近世・近現代

05195 東反保遺跡 集落跡 小原東字東反保ほか 平安

05196 堰間遺跡 集落跡 堀内字堰間 縄文・平安・中世

05197 井尻氏屋敷跡 城館跡 下井尻字十王堂 近世


