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遺跡番号 遺跡名 よみがな 市町村 所在地 立地 種別 時代 地目 出土品

22001
菅谷薬師神社横穴墓
群

すがややくしじんじゃ 利府町 菅谷字馬場崎・穴ケ沢 丘陵麓
横穴墓群・磨崖
仏

古墳後
山林・神社
境内

（12基）、磨崖仏

22002 利府城跡 りふ 利府町 利府字館・城内 丘陵 散布地・城館 奈良・平安・鎌倉 山林・畑 土師器、須恵器、陶磁器

22003 浜田洞窟 はまだどうくつ 利府町 赤沼字井戸尻 岬 貝塚・製塩
縄文晩・弥生・古
代

山林・荒地
縄文土器（大洞A')、弥生土器（大泉・桝形囲)、須恵器、人骨2
体、製塩土器

22004 菅谷横穴墓群 すがや 利府町 菅谷字滝ノ沢・山苗代・ 丘陵 横穴墓群 古墳後・中世 山林 （27基）、土師器、須恵器・勾玉・管玉・直刀
22005 伊豆佐比賣神社遺跡 いずさひめじんじゃ 利府町 菅谷字長者 丘陵 神社・散布地 平安 宅地・畑 須恵器
22006 春日大沢瓦窯跡 かすがおおさわ 利府町 春日字大沢 丘陵斜面 窯跡 奈良・平安 山林・畑 瓦（細弁蓮花文軒丸瓦・均整唐草文軒平瓦・丸瓦・平瓦)
22007 六田遺跡 ろくだ 利府町 菅谷字定ケ沢 丘陵麓 集落 縄文前 山林・畑 縄文土器（大木2a･3)、石鏃、石匙、けつ状耳飾
22008 深山遺跡 しんざん 利府町 沢乙字深山 丘陵麓 集落 縄文・古代 畑・水田 石槍、石匙、土師器、須恵器
22009 法印塚古墳 ほういんづか 利府町 菅谷字新山苗代 沖積平野 円墳 古墳 荒地・水田
22010 八幡崎Ａ遺跡 はちまんざきA 利府町 沢乙字高嶋前 沖積平野 集落 古代 水田 須恵器
22011 沢乙遺跡 さわおと 利府町 沢乙字熊野堂 丘陵麓 散布地・集落 縄文前・平安・中 畑 縄文土器、土師器、須恵器、瓦、灰釉陶器、中世陶器
22012 八幡崎Ｂ遺跡 はちまんざきB 利府町 利府字八幡崎 丘陵 集落 縄文～平安 畑・果樹園 縄文土器、弥生土器、石器、土師器（南小泉）、須恵器、石製模
22013 西天神遺跡 にしてんじん 利府町 菅谷字西天神 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22014 窪遺跡 くぼ 利府町 加瀬字東ケ窪 丘陵斜面 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22015 （欠番） 利府町 （台城遺跡）
22016 （欠番） 利府町 （稲葉崎遺跡）
22017 南沢遺跡 みなみさわ 利府町 神谷沢字南沢 丘陵 散布地 縄文・古代 畑・宅地 縄文土器、土師器
22018 孝行松遺跡 こうこうまつ 利府町 菅谷字孝行松 丘陵麓 散布地 縄文 畑 石鏃、石器
22019 丹波沢遺跡 たんばざわ 利府町 赤沼字丹波沢 丘陵 散布地 古墳～平安 畑・荒地 土師器
22020 洞女喜遺跡 どうめき 利府町 加瀬字洞女喜 丘陵斜面 散布地 縄文中・後 畑・宅地 縄文土器、石鏃
22021 十三塚遺跡 じゅうさんづか 利府町 加瀬字十三塚 丘陵斜面 散布地 古代 畑・果樹園 須恵器
22022 蓮沼遺跡 はすぬま 利府町 森郷字蓮沼 丘陵麓 散布地 古墳・平安 畑 土師器、須恵器
22023 川袋遺跡 かわぶくろ 利府町 森郷字川袋 丘陵斜面 散布地 縄文・古墳 畑 縄文土器、石鏃、土師器
22024 穴ケ沢遺跡 あながさわ 利府町 菅谷字穴ケ沢 丘陵麓 散布地 古代 畑・果樹園 土師器、須恵器、板碑（１基）
22025 産野原遺跡 さんのはら 利府町 菅谷字産野原 丘陵麓 散布地 古墳・平安 畑 土師器、須恵器

22026 （欠番） 利府町
（穴薬師磨崖仏南馬場
崎横穴墓群）

22027 井戸尻遺跡 いどじり 利府町 赤沼字井戸尻 丘陵麓 散布地・製塩 古代 畑 製塩土器、土師器、須恵器
22028 唄沢遺跡 うたさわ 利府町 沢乙字唄沢 丘陵麓 散布地 縄文 畑 縄文土器、石匙
22029 熊野堂遺跡 くまのどう 利府町 沢乙字熊野堂 丘陵麓 集落 古代・中世 畑 土師器（国分寺下層・表杉ノ入）、須恵器、赤焼土器、中世陶器
22030 館ケ沢A遺跡 たてがさわA 利府町 沢乙字館ケ沢 丘陵麓 散布地 縄文・平安・近世 畑・果樹園 縄文土器、石鏃、土師器、須恵器、鎌、陶磁器
22031 加瀬貝塚 かせ 利府町 加瀬字岩井堂 丘陵斜面 貝塚 縄文中・古代 山林 縄文土器（大木9･10)、石皿、瓦
22032 丹波沢南窯跡 たんばさわみなみ 利府町 赤沼字丹波沢 丘陵斜面 窯跡 古代 山林 須恵器
22033 前田遺跡 まえだ 利府町 沢乙字前田 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22034 山岸遺跡 やまぎし 利府町 沢乙字山岸 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22035 大沢東Ａ遺跡 おおさわひがしＡ 利府町 沢乙字大沢東 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22036 大沢東Ｂ遺跡 おおさわひがしB 利府町 沢乙字大沢東 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22037 山苗代遺跡 やまなわしろ 利府町 菅谷字山苗代 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22038 馬場崎遺跡 ばばさき 利府町 菅谷字馬場崎 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22039 笠菅沢遺跡 かさすがさわ 利府町 菅谷字笠菅沢 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22040 北熊野前遺跡 きたくまのまえ 利府町 菅谷字北熊野前 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22041 北窪遺跡 きたくぼ 利府町 加瀬字北窪 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22042 （欠番） 利府町 （松崎Ａ遺跡）
22043 （欠番） 利府町 （稲葉崎Ｂ遺跡）
22044 （欠番） 利府町 （台城Ｂ遺跡）
22045 （欠番） 利府町 （台城Ｃ遺跡）
22046 （欠番） 利府町 （松崎Ｂ遺跡）
22047 （欠番） 利府町 （松崎Ｃ遺跡）
22048 東天神遺跡 ひがしてんじん 利府町 菅谷字廻 丘陵 散布地 古代 荒蕪地 土師器
22049 摂津森館跡 せっつもり 利府町 森郷字惣・関北 丘陵 城館 中世 山林 土師器
22050 関根遺跡 せきね 利府町 森郷字関根 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器
22051 円福寺遺跡 えんぷくじ 利府町 森郷字円福寺 丘陵斜面 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22052 薮下遺跡 やぶした 利府町 森郷字惣・関北 丘陵麓 散布地 古墳・古代 畑 土師器、須恵器
22053 山下遺跡 やました 利府町 春日字山下 丘陵麓 散布地 古墳・古代 畑 土師器、須恵器
22054 菅谷館跡 すがや 利府町 菅谷字廻 丘陵 城館 中世 山林・荒地
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22055 国史跡　岩切城跡 いわきり 利府町 神谷字広畑 丘陵 城館 中世 山林
22056 須賀遺跡 すか 利府町 赤沼字須賀 丘陵麓 散布地 古代
22057 川袋古墳群 かわぶくろ 利府町 森郷字川袋 丘陵斜面 円墳 古墳後 山林・畑 （3基）、土師器、須恵器、刀子、鉄鏃、馬具
22058 十三本塚遺跡 じゅうさんぼんづか 利府町 加瀬字十三本塚 丘陵 十三塚 山林 塚（２基）
22059 （欠番） 利府町
22060 硯沢窯跡 すずりさわ 利府町 春日字硯沢 丘陵斜面 窯跡・散布地 縄文・奈良・平安 畑 須恵器、土師器、瓦
22061 大沢窯跡 おおさわ 利府町 春日字大沢 丘陵斜面 窯跡 平安・近世 山林 軒丸瓦（重弁蓮花文)、平瓦、近世瓦、須恵器
22062 石田遺跡 いしだ 利府町 森郷字石田 自然堤防 散布地 古代 水田 須恵器
22063 袖沢遺跡 そでさわ 利府町 春日字袖沢 丘陵 散布地 古代 須恵器
22064 後楽Ｂ遺跡 こうらくＢ 利府町 加瀬字南野中沢 丘陵 散布地 平安 畑・宅地 土師器、須恵器
22065 山中遺跡 やまなか 利府町 森郷字谷中 丘陵 散布地 縄文・弥生・古墳 畑 縄文土器、弥生土器、石器、土師器（塩釜・南小泉）

22066 郷楽遺跡 ごうらく 利府町 森郷字後楽 丘陵 集落・古墳群 縄文～中世 畑
縄文土器（船入島下層・大木10）、弥生土器（天王山）、土師器、
須恵器、赤焼土器、中世陶器、石器、埴輪、瓦、土鈴、砥石など

22067 天神台遺跡 てんじんだい 利府町 加瀬字天神台 丘陵 散布地 平安 畑 土師器、須恵器
22068 深山館跡 しんざん 利府町 沢乙字深山 丘陵 城館 中・近世 山林
22069 大貝窯跡 おおがい 利府町 赤沼字大貝.葉山一丁 丘陵斜面 窯跡・製鉄 奈良・平安・中世 山林 土師器、須恵器、鉄滓、羽口、瓦
22070 中倉窯跡 なかくら 利府町 赤沼字中倉 丘陵斜面 窯跡 奈良 山林 須恵器

22071 加瀬遺跡群 かせ 利府町
加瀬字松崎・稲葉崎・
台城・窪ほか

丘陵、自
然堤防

散布地 縄文・古代
畑・山林・水
田

縄文土器、土師器、須恵器、瓦、石鏃

22072 天形遺跡 てんぎょう 利府町 加瀬字天形 丘陵 散布地 古代
畑・山林・宅
地

須恵器

22073 櫃ケ沢遺跡 ひつがさわ 利府町 赤沼字櫃ケ沢 海岸 貝塚・製塩 平安 荒蕪地 土師器、須恵器、製塩土器

22074 琵琶ケ崎遺跡 びわがさき 利府町
春日字琵琶ケ崎、森郷
字曽利町ほか

沖積平野 条里 古代 水田

22075 塚元古墳 つかもと 利府町 菅谷字塚元・赤坂 丘陵 円墳 古墳 山林

22076 羽黒前遺跡 はぐろまえ 利府町 神谷沢字金沢 丘陵
墓・集落・宗教
遺跡

弥生・奈良～近世 山林 弥生土器、土師器、須恵器、瓦、陶器、磁器、鉄製品

22077 館ノ内遺跡 たてのうち 利府町 神谷沢字館ノ内 丘陵 城館 中世 畑・宅地
22078 寒風沢遺跡 さぶさわ 利府町 春日字寒風沢 丘陵麓 城館・散布地 古代・中世 畑・山林 土師器
22079 諏訪前遺跡 すわまえ 利府町 森郷字諏訪前 自然堤防 散布地 奈良・平安 畑・水田 土師器、須恵器
22080 金鋳神遺跡 かないがみ 利府町 春日字金鋳神 丘陵 散布地 古代～近世 畑・社地 土師器、須恵器、鉄滓
22081 谷地遺跡 やち 利府町 赤沼字谷地 丘陵 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22082 仁又遺跡 ふたまた 利府町 赤沼字仁又 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22083 樽田遺跡 たるた 利府町 赤沼字樽田 丘陵麓 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22084 脇田遺跡 わきのた 利府町 赤沼字脇田 丘陵斜面 散布地 古代 畑 土師器、須恵器

22085 大貝Ａ窯跡 おおがいＡ 利府町 葉山一丁目 丘陵麓
窯跡・製鉄・散
布地

縄文・平安・中世 山林 縄文土器、石器、須恵器、土師器、瓦、中世陶器

22086 大貝Ｂ遺跡 おおがいB 利府町 赤沼字大貝、葉山二丁 丘陵麓 製鉄？ 古代・中世？ 畑 鉄滓
22087 井戸尻Ａ遺跡 いどじりＡ 利府町 赤沼字井戸尻 丘陵斜面 製塩 平安 畑 土師器、須恵器、製塩土器
22088 井戸尻Ｂ遺跡 いどじりB 利府町 赤沼字井戸尻 丘陵麓 散布地 古代 畑・山林 土師器
22089 須賀Ａ遺跡 すかＡ 利府町 赤沼字須賀 丘陵 散布地 縄文・古代 畑・山林 縄文土器、土師器
22090 須賀Ｂ遺跡 すかB 利府町 赤沼字須賀 丘陵 散布地 縄文 畑 石鏃、石器
22091 丹波沢Ａ遺跡 たんばさわＡ 利府町 赤沼字丹波沢 丘陵 散布地 縄文 山林 縄文土器、石器
22092 丹波沢Ｂ遺跡 たんばさわB 利府町 赤沼字丹波沢 丘陵 散布地 古代 田・山林 土師器、須恵器
22093 中倉Ａ遺跡 なかくらＡ 利府町 赤沼字中倉 浜堤 製塩 古代 荒蕪地 土師器、製塩土器
22094 浜田Ａ遺跡 はまだＡ 利府町 赤沼字浜田 丘陵 製塩 古代 畑 土師器、製塩土器
22095 神楽崎遺跡 かぐらざき 利府町 春日字神楽崎 丘陵 散布地 縄文・古代 畑 石器、土師器、須恵器
22096 北沢横穴墓群 きたざわ 利府町 神谷沢字北沢 丘陵 横穴墓群 古墳 山林
22097 （欠番） 利府町
22098 大貝Ｂ窯跡 おおがいＢ 利府町 赤沼字大貝 丘陵斜面 窯跡 平安 山林
22099 春日大沢Ｂ瓦窯跡 かすがおおさわＢ 利府町 春日字大沢 丘陵斜面 窯跡 平安 山林
22100 春日大沢Ｃ瓦窯跡 かすがおおさわＣ 利府町 春日字大沢 丘陵斜面 窯跡 平安 山林
22101 館ヶ沢Ｂ遺跡 たてがさわＢ 利府町 沢乙字館ヶ沢 丘陵斜面 散布地 古代 畑 土師器、須恵器
22102 馬場崎Ｂ遺跡 ばばさきB 利府町 菅谷字馬場崎 丘陵斜面 散布地 古代 畑・宅地 土師器
22103 赤沼一里塚 あかぬまいちりづか 利府町 赤沼字大日向 丘陵麓 一里塚 近世 山林


