
旧市町村
コード

番号
地図
番号

34421 国1 34

国7
a 34

・
46

b 34
・
46

c 35

34421 国13 34

旧市町村
コード

番号
地図
番号

34204 県1 35

34407 県21 46
34204 県30 35

34204 県32 35

34421 県49 34

34421 県50 34

34204 県52 34

34442 県76 59

34407 県102 58

番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

三原市
1 猿神古墳 古墳 径10mの円墳，箱式石棺 石棺発掘 22-242 46
2 大峠第1号古墳 古墳 箱式石棺 石材散乱 22-241 46
3 大峠第2号古墳 古墳 径6mの円墳 石棺蓋石露出 22-241 46
4 下二遺跡 弥生～古墳 弥生土器，須恵器 崖面から出土 22-243 46
5 有松山遺跡 不明 積石遺構，石列 平成3年山陽自動車道建

設に伴い発掘調査
47

6 許山古窯跡 古墳～奈良 7.5mの四方，厚さ0.3～0.5m
にわたり灰原露出

23-19 47

7 ひじり塚第1号古墳 古墳 一辺15m，高さ2.4mの方墳,
葺石，須恵器壷，甕，蓋

昭和33年遺物採集 23-106 47

8 ひじり塚第2号古墳 古墳 径0.95mの円墳 23-106 47
9 大陣第1号古墳 古墳 径6mの円墳，横穴式石室長

さ3.7m，幅1.6m
23-107 47

10 大陣第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.4m，幅
1.7m

位置不明 23-107

11 大陣第3号古墳 古墳 径8.6mの円墳，横穴式石
室，幅1.4m

位置不明 23-107

12 真良第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ2.4m，幅
1.4m

23-110 47

13 真良第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.3m，幅
1.3m

23-110 47

14 真良第3号古墳 古墳 径9.4mの円墳，横穴式石室
長さ5.3m，幅1.3m

23-110 47

15 真良第4号古墳 古墳 径9.2mの円墳，横穴式石室
長さ4.8m，幅1.5m

23-110 47

杭の牛市跡 三原市久井町江木

貞丸古墳

所　在　地名　　　　称

国　指　定　史　跡

埋蔵文化財包蔵地一覧表

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

江戸時代初期に確立した市の跡。

楢崎正員之墓及び関係遺跡

小早川氏城跡 小早川氏関連の城跡群。

概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

御年代古墳 三原市本郷町南方 全長10.76mの両袖式の横穴式石室で，花崗岩の切石で構築される。玄室
は中央部で二分され，各々に刳抜式家形石棺を納置している。7世紀中頃
に築造されたと推定される。（遺跡番号 263)

新高山城跡 三原市本郷町船木，本郷 三原城に移るまで使用された。郭，虎口，桝形，石垣，石塁，土塁，井戸，
折，畝状空堀群等の遺構が確認できる。広島県中世城館総合調査報告書
第3集421-005，（遺跡番号 34421-266)

名　　　　称 所　在　地 概　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

県　指　定　史　跡

横見廃寺跡 三原市本郷町下北方

三原城跡

34204
34421 高山城跡

土肥遠平夫人妙仏(源頼朝の娘)の母寿庵尼の墓と伝える。鎌倉時代。

黒谷古墳

三原市本郷町南方 横穴式石室。大日堂石碑土台石に転用されている凝灰岩製(竜山石？)家
形石棺(蓋のみ)が納置されていたといわれる。(遺跡番号269)

三原市本郷町下北方

元和6（1620）年生まれ。山崎闇斉に学び，晩年須波の海運の便を図る。

三原市（旧・賀茂郡大和町，豊田郡本郷町，御調郡久井町を含む）

三原市沼田東町

三原市西町，須波町

三原市大和町下草井 玄室に石棚をもつ古墳。7世紀代。

天文2(1533)年，毛利元就の三男として生まれ，後小早川家に入る。墓は，
高さ1.75mの宝篋印塔。(遺跡番号253)

三原市城町，館町，本町 天守台，堀跡，本丸中門跡，船入り跡，船入櫓跡等が残る。広島県中世城
跡館総合調査報告書第3集204-018， (遺跡番号 34204-251）

兜山古墳 三原市沼田東町

古墳

現存全長13.25m，奥壁幅3.02m，奥壁現高4.21mと，県内最大規模の横穴
式石室を有する，7世紀前半期の古墳。(遺跡番号267)

高坂町

梅木平古墳(梅慶庵)

三原市高坂町，本郷町船
木，本郷

16世紀中頃，新高山城に移るまで使用された。築城時期は不明。郭，堀切，
石垣，井戸，土塁等が残る。広島県中世城館総合調査報告書第3集204-
001，421-006，（遺跡番号 34204-252，34421-265)

貞丸第二号古墳

三原市本郷町南方

直径45m，高さ7mの円墳。墳丘に二重の円筒埴輪列を巡らす。過去に鉄
鎌，須恵器片等が出土している。(遺跡番号170）

三原市大和町平坂

小早川隆景墓

奈良時代前期の寺院跡。昭和46～48年に三次にわたる発掘調査を実施し，
蓮弁子葉に「ヒゲ」のあるいわゆる火炎文の軒丸瓦が出土した。この文様は
山田寺式に属するもので，7世紀後半以降，沼田川流域に畿内系文化が導
入されていたことが傍証された。(遺跡番号 264)

棲真寺定ヶ原石塔

玄室のみ残存。内部に凝灰岩製(竜山石？)刳抜式家形石棺の身がある。
(遺跡番号268)

34204 古墳 高坂町
34204 古墳 高坂町
34204
34204 包含地 高坂町
34204 高坂町

34204 窯跡 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町
34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

16 真良第5号古墳 古墳 径9mの円墳，横穴式石室長
さ4m，幅1.6m

23-110 47

17 小陣遺跡 弥生 弥生土器(後期)壷 23-109 47
18 小陣第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ6m，幅

1.5m，須恵器杯，鉢，直刀，
23-108 47

19 小陣第2号古墳 古墳 横穴式石室か 全壊，位置不明 23-108
20 小陣第3号古墳 古墳 径11.2mの円墳 位置不明 23-108
21 小陣第4号古墳 古墳 径12.8mの円墳，横穴式石室

長さ5.5m，幅0.8m，須恵器
杯，甕，高杯，坩，台付椀，
土師器杯，高杯

23-108 47

22 小陣第5号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.4m，幅
0.9m

位置不明 23-108

23 小陣第6号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.2m，幅
0.9m

位置不明 23-108

24 厳島古墳 古墳 全壊 23-111 47
25 城の前古墳 古墳 径8mの円墳 23-117 47
26 室迫第1号古墳 古墳 径10.5mの円墳 23-116 47
27 室迫第2号古墳 古墳 径7mの円墳，須恵器横瓶，

壷，ガラス小玉
23-116 47

28 崎谷遺跡 古代？ 土師器鉢，皿 崖面から出土 23-112 47
29 福田谷貝塚 縄文 縄文土器(後期)，石鏃，ハイ

ガイ，ハマグリ
昭和38年三原二中が発
掘調査

23-113 47

30 貝がへら貝塚 縄文 小規模な貝塚，縄文土器 現在，痕跡をとどめず 47
31 皆井田第1号古墳 古墳 径16mの円墳，横穴式石室，

須恵器堤瓶，杯，高杯，壷
石室全壊 23-119 47

32 皆井田第2号古墳 古墳 径11mの円墳 23-119 47
33 皆井田第3号古墳 古墳 横穴式石室 全壊 23-119 47
34 皆井田窯跡 古墳～古代 煙道部 煙道部以下破壊 23-115 47
35 西皆井田遺跡 不明 土師器高杯 23-114 47
36 大長寺古墳 古墳 須恵器 23-121 47
37 黒氏古墳 古墳 箱式石棺 石材が散乱 23-122 47
38 日向遺跡 縄文・古代 竪穴住居跡，掘立柱建物

跡，土坑，縄文土器，須恵
器，土師器，陶磁器，鉄器，
スラグ，石器

平成4年ほ場整備に伴い
発掘調査

23-54 47

39 大岩谷第1号古墳 古墳 径8.4mの円墳，横穴式石室
長さ4.33m，幅1.6m

23-51 47

40 大岩谷第2号古墳 古墳 23-51 47
41 沖田古墳 古墳 横穴式石室長さ2.9m，幅

0.6m
23-53 47

42 沖田遺跡 不明 石組遺構 47
43 茶臼山城跡 中世 郭，竪堀，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集204-
002

47

44 出張遺跡 弥生 弥生土器(後期) 47
45 二位谷遺跡 弥生・中世 弥生土器(後期)，土師質土

器小皿
23-55 47

46 鉾ケ峰遺跡 弥生 鉄戈形銅戈 御調八幡宮所蔵 23-56 47
47 御調八幡神社遺跡 中世 土師質土器皿 23-57 47
48 神宮寺跡 古代～中世 方形土壇，瓦 付近を加羅賀波殿と呼称 23-58 47
49 宮地側積石塚 不明 径4.3mの河原石積 23-59 47
50 勝山城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集204-
003

23-60 47

51 地蔵が峯墳墓群 弥生～古墳 箱式石棺2基 23-50 47
52 小丸第1号古墳 古墳 径8.5mの円墳，葺石，横穴

式石室長さ5.5m，幅1.3m
23-61 47

53 小丸第2号古墳 古墳 径12.3mの円墳 23-61 47
54 小丸第3号古墳 古墳 横穴式石室推定長3.9m 23-61 47
55 小丸遺跡 弥生～平安 竪穴住居跡，土壙墓，弥生

土器，白磁，刀子
平成2・3年山陽自動車道
建設に伴い発掘調査

47

56 八幡市第1号古墳 古墳 箱式石棺長さ1.85m，幅0.5m 23-62 47
57 八幡市第2号古墳 古墳 径10mの円墳 23-62 47
58 東海寺跡 石垣，石段，石組遺構，石

列，土師質土器，陶磁器，鉄
釘，古銭，郭，土塁，虎口，
墓

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
004，平成3年山陽自動車
道建設に伴い一部発掘
調査

47

59 小童山城跡 中世 郭，竪堀，堀切，土塁，虎
口，石垣

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
005

47

60 小童遺跡 中世～近世 積石遺構3，石列1，土師質
土器，鉄釘，古銭

平成3年山陽自動車道建
設に伴い発掘調査

47

貝塚 小坂町

34204 貝塚 小坂町

34204

古墳 高坂町

古墳 高坂町

小坂町

34204

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 高坂町

34204 包含地 高坂町
34204 古墳

34204

34204 包含地 高坂町

高坂町

34204 古墳 高坂町
34204 古墳 高坂町

高坂町

34204 古墳 高坂町

高坂町

34204 古墳

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 小坂町

古墳34204

34204 古墳

34204 古墳 小坂町
34204 窯跡 小坂町
34204 包含地 小坂町
34204 古墳？ 小坂町
34204 古墳 小坂町
34204 集落跡 小坂町

34204 古墳 八幡町

34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 八幡町
34204 城跡 八幡町

34204 包含地 八幡町
34204 包含地 八幡町

34204 埋納地 小泉町
34204 祭祀遺跡 八幡町
34204 寺院跡 八幡町
34204 古墓 八幡町
34204 城跡 八幡町

34204 墳墓 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 集落跡・墳

墓・製鉄遺
跡

八幡町

34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 寺院跡？ 八幡町

34204 城跡 八幡町

34204 祭祀遺跡 八幡町



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

61 松風呂古墓 近世 陶磁器 平成7年県営ほ場整備事
業に伴い発掘調査

47

62 小林古墓 近世 平成7年県営ほ場整備事
業に伴い発掘調査

47

63 上房古墓 近世 平成7年県営ほ場整備事
業に伴い発掘調査

47

64 下房第1号古墓 近世 陶磁器 平成7年県営ほ場整備事
業に伴い発掘調査

47

65 下房第2号古墓 近世 平成7年県営ほ場整備事
業に伴い発掘調査

47

66 土知谷墳墓群 弥生～古墳 箱式石棺2基 23-49 47
67 坂口第1号古墳 古墳 径9.4mの円墳，横穴式石室

長さ4m，幅1.1m
23-48 47

68 坂口第2号古墳 古墳 23-48 47
69 坂口遺跡 23-47 47
70 奥谷第1号古墳 古墳 径17.3mの円墳，横穴式石室 石室全壊 23-40 47
71 奥谷第2号古墳 古墳 径5.5mの円墳 23-40 47
72 後谷第1号古墳 古墳 横穴式石室，須恵器堤瓶，

，杯，鉄鏃，刀子
石室全壊 23-39 47

73 後谷第2号古墳 古墳 径4.1mの円墳 23-39 47
74 横山第1号古墳 古墳 径13mの円墳，箱式石棺長さ

1.75m，幅0.4m，人骨，刀
昭和32年発掘調査 23-38 47

75 横山第2号古墳 古墳 径12.1mの円墳，箱式石棺 石棺壊 23-38 47
76 川筋第1号古墳 古墳 径6.5mの円墳，人骨，土器 23-41 47
77 川筋第2号古墳 古墳 径5.2mの円墳 23-41 47
78 川筋第3号古墳 古墳 径8.4mの円墳，横穴式石室

長さ2.8m，幅2.5m
　 23-41 47

79 五郎丸遺跡 中世 古銭 47
80 願成寺古墳 古墳 径7.5mの円墳，横穴式石室

長さ6.8m，幅1.95m
市史跡 23-42 47

81 歳宗遺跡 古墳 土師器 23-43 47
82 川谷打越遺跡 弥生～古墳 23-44 47
83 川谷打越墳墓群 弥生～古墳 箱式石棺4基 23-45 47
84 川谷打越古墳 古墳 横穴式石室か 23-45 47
85 御調坂第1号古墳 古墳 径6.7mの円墳，横穴式石室

長さ1.8m，幅1m
23-46 47

86 御調坂第2号古墳 古墳 径8.2mの円墳，横穴式石室
長さ4.8m，幅1m

23-46 47

87 虚空蔵堂跡 不明 天明年間に焼失した堂の礎
石，布目瓦，土師質土器，須
恵器

23-123 47

88 太郎谷遺跡 縄文・古墳 縄文土器(後・晩期)，石鏃，
弥生土器(前期)，石斧

昭和39年三原市教委が
発掘調査

23-124 47

89 太郎谷窯跡 中世 昭和39年三原市教委が
発掘調査

23-125 47

90 猿掛山城跡 中世 郭，堀切 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
007

47

91 茶臼山城跡 中世 郭 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
008

47

92 医王山城跡 中世 郭，竪堀，堀切，虎口，石垣 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
010

48

93 文殊が迫古墳 古墳 径15.5mの円墳，箱式石棺 22-331 34
94 山下古墳 古墳 横穴式石室長さ6m，幅

1.8m，石室内石敷，土師器，
貝輪，鉄釘，鉄鏃，人骨

22-332 34

95 下垣内遺跡 弥生 弥生土器（前～後期)壷，甕，
土師器杯，坩，土錘，石鏃

22-347 34

96 板箭遺跡 不明 22-337 34
97 久松遺跡 弥生～中世 弥生土器，石鏃，土師器壷，

甕，高杯，円筒埴輪，須恵器
杯

22-335 34

98 溜箭古墳 古墳 横穴式石室，埴輪片 常磐神社，長円寺にある
家形石棺は，この古墳か
ら持ち出した，というのが
通説である

22-336 34

99 朝武第1号古墳 古墳 径11mの円墳，横穴式石室
長さ7m，幅1.6m，須恵器器
台，壷，提瓶，脚付有蓋壷，
銀環，丸玉

昭和29年頃発掘調査 22-338 34

100 朝武第2号古墳 古墳 径8mの円墳 22-338 34
101 朝武第3号古墳 古墳 箱式石棺 22-338 34
102 助政第1号古墳 古墳 径12mの円墳，箱式石室 22-340 34

沼田西町古墳34204

古墳 沼田西町

包含地 沼田西町

中之町

34204

34204 古墓 八幡町

34204 古墓 八幡町

34204 古墓 八幡町

34204 古墓 八幡町

34204 古墓 八幡町

34204 墳墓 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 古墳 八幡町
34204 包含地 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 埋納地 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 包含地 八幡町
34204 包含地 八幡町
34204 墳墓 八幡町
34204 古墳 八幡町
34204 古墳 八幡町

34204 古墳 八幡町

34204 古墳 高坂町

34204 包含地 沼田西町

34204 包含地 沼田西町

34204 寺院跡 八幡町

34204 包含地 中之町

窯跡

34204 城跡 中之町

34204

34204 城跡 中之町

34204 城跡 深町

34204 古墳 高坂町

34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町

34204

34204 古墳 沼田西町



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
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種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

103 助政第2号古墳 古墳 径11.6mの円墳，箱式石棺？ 22-340 34
104 斗納第1号石棺 古墳 箱式石棺？ 全壊，鉄刀が出土したと

言われている
22-339 34

105 斗納第2号石棺 古墳 箱式石棺長さ2.15m，幅0.5m 22-339 34
106 キリモチ古墳 古墳 横穴式石室長さ2.3m，幅

1.05m，須恵器壷
22-345 34

107 須郷古墳 古墳 箱式石棺？ 22-344 34
108 藤谷古墳 古墳 径20.4mの円墳，横穴式石室

長さ7.2m，幅1.62m，須恵
器，  　，平瓶，金環

常磐神社，長円寺にある
家形石棺は，この古墳か
ら持ち出したという地元の
話あり

22-343 34

109 広沢古墳 古墳 横穴式石室 全壊 22-342 34
110 樗谷古墳 古墳 箱式石棺，鉄直刀 22-341 34
111 江尻第1号古墳 古墳 径12mの円墳，箱式石棺長さ

1.7m，幅0.3m，銅鏡
22-334 34

112 江尻第2号古墳 古墳 径6.5mの円墳 22-334 34
113 江尻第3号古墳 古墳 径10mの円墳 22-334 34
114 江尻第4号古墳 古墳 径15mの円墳 22-334 34
115 宮ノ谷第1号古墳 古墳 径10mの円墳，箱式石棺長さ

1.57m，人骨3体，勾玉，ガラ
ス小玉，鉇，刀子，鉄斧，鎌，
鍬先

昭和33年発掘調査 23-201 34

116 宮ノ谷第2号古墳 古墳 径5.8mの円墳，箱式石棺長
さ1.25m，土師器

23-201 34

117 宮ノ谷第3号古墳 古墳 径4.5mの円墳，箱式石棺？ 23-201 34
118 宮ノ谷第4号古墳 古墳 径14mの円墳，木棺2，箱式

石棺1長さ1.85m，幅0.4m，小
玉，管玉，切子玉，鉄鍬，
鉄鎌，須恵器杯，　 ，甕，高
杯，形象埴輪，鉄刀，石製小
玉

昭和48年発掘調査，全壊 23-201 34

119 宮ノ谷第5号古墳 古墳 径9.2mの円墳，箱式石棺長
さ1.6m，幅0.3m，須恵器杯，
高杯，壷，鉄刀子，刀，管
玉，小玉

昭和48年発掘調査，全壊 23-201 34

120 宮ノ谷第6号古墳 古墳 径9mの円墳，須恵器杯，鉄
刀子，刀，鏃，斧，ガラス小
玉，勾玉

昭和48年発掘調査，全壊 23-201 34

121 宮ノ谷第7号古墳 古墳 径12.5mの円墳，木棺墓，須
恵器横瓶，堤瓶，鉄斧，水晶
製切子玉，碧玉製管玉，土
師器

昭和48年発掘調査，全壊 23-201 34

122 宮ノ谷第8号古墳 古墳 径10mの円墳，木棺墓，銅
鏡，鉄矛，剣，刀子，刀，斧，
碧玉製管玉，土師器

昭和48年発掘調査，全壊 23-201 34

123 銭神第1号古墳 古墳 径6mの円墳，横穴式石室長
さ3.9m，土師器甕，鉄釘

昭和60年工業団地造成
に伴い発掘調査

34

124 銭神第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.8m，須恵
器甕，土師器杯，鉄釘

昭和61年工業団地造成
に伴い発掘調査

34

125 銭神第3号古墳 古墳 径7mの円墳，横穴式石室長
さ4.8m，須恵器高杯，台付長
頚壷，杯蓋，金銅製耳環，鉄
刀子，刀子状鉄製品，鉄釘

昭和60年工業団地造成
に伴い発掘調査

34

126 銭神第4号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.1m，鉄釘，
馬具

昭和61年工業団地造成
に伴い発掘調査

34

127 銭神第5号古墳 古墳 横穴式石室長さ4.36m，須恵
器坩蓋，杯，   ，堤瓶，耳環，
鉄刀，鐔，鉄釘，その他

昭和61年工業団地造成
に伴い発掘調査

34

128 岡の迫遺跡 古墳 40×35mの範囲，須恵器，土
師器

22-371 34

129 岡の迫古墳 古墳 横穴式石室長さ2.5m，幅
1.7m

22-372 34

130 下組遺跡 古墳 須恵器，土師器 22-373 34
131 惣定遺跡 古墳 須恵器，土師器 22-375 34
132 惣定古墳 古墳 箱式石棺?，須恵器 22-376 34
133 小迫遺跡 22-396 34
134 兼友貝塚 22-400 34
135 垣井遺跡 弥生～古墳 30×15mの範囲，石鏃，須恵

器
22-401 34

136 上野城跡 中世 郭，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
011

22-399 34

137 吉井山第1号古墳 古墳 箱式石棺長さ1.9m，幅0.3m，
蓋石裏面に朱塗布，人骨

22-398 34

138 吉井山第2号古墳 古墳 箱式石棺長さ1.45m，幅0.3m 22-398 34

34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田西町
34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町

34204 古墳 沼田西町

34204 包含地 沼田西町

34204 古墳 沼田西町

34204 包含地 沼田西町
34204 包含地 沼田西町
34204 古墳 沼田西町
34204 包含地 小泉町
34204 小泉町
34204 包含地 小泉町

34204 城跡 小泉町

34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町
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139 吉井山第3号古墳 古墳 箱式石棺 22-398 34
140 吉井山第4号古墳 古墳 箱式石棺？，須恵器杯，高

杯
位置不明 22-398

141 湯原古墳 古墳 箱式石棺 全壊 22-402 34
142 塚の前第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ2.6m，幅

1.6m，須恵器，鉄鏃
22-403 34

143 塚の前第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ4.2m，幅
0.9m，須恵器杯，土師器杯，
銅環

22-403 34

144 加古山古墳 古墳 横穴式石室長さ3.3m，幅
0.6m

22-404 34

145 宇才田古墳 位置不明 22-397
146 鳥越遺跡 古墳？ シジミ，須恵器，土師器 23-180 35
147 貝持第1号古墳 古墳 径12.3mの円墳 23-181 35
148 貝持第2号古墳 古墳 直刀，須恵器杯 23-181 35
149 貝持1号貝塚 縄文 12×6mの範囲，縄文土器

（後・晩期)，石鏃，貝輪，獣
骨，魚骨

23-182 35

150 貝持2号貝塚 縄文 貝層 土砂崩れにより埋没 23-183 35
151 貝持山古墳 古墳 箱式石棺長さ1.6m，人骨，鉄

刀子片，ガラス小玉3
昭和56年市道改良に伴
い発掘調査

23-52 35

152 稲村山城跡 中世 郭，竪堀，堀切，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
013

23-184 35

153 川東貝塚 不明 貝 現在，石垣が築かれる 23-186 35
154 川東遺跡 不明 刀，土師質土器 23-185 35
155 長谷川第1号古墳 古墳 径6mの円墳，横穴式石室長

さ3.6m，幅1.5m
23-187 35

156 長谷川第2号古墳 古墳 横穴式石室幅1.6m 全壊 23-187 35
157 長谷川第3号古墳 古墳 横穴式石室 全壊 23-187 35
158 須之内貝塚 不明 ハマグリ主体 23-189 35
159 須之内遺跡 古代 須恵器，瓦器，土師器 23-188 35
160 鶴山城跡 中世 郭，土塁，虎口 一部壊，広島県中世城館

遺跡総合調査報告書第3
集204-014

23-190 35

161 鶴ケ巣貝塚 不明 タニシ主体 23-191 35
162 馬場谷第1号古墳 古墳 径4.7mの円墳 23-202 35
163 馬場谷第2号古墳 古墳 径13.9mの円墳，粘土槨，銅

鏡，筒形銅器，勾玉，管玉，
鉄剣，槍先，錐，土師器

23-202 35

164 馬場谷第3号古墳 古墳 径14.7mの円墳 23-202 35
165 馬場谷第4号古墳 古墳 径12.5mの円墳 23-202 35
166 馬場谷第5号古墳 古墳 径12mの円墳 23-202 35
167 稲迫古墳 古墳 径8mの円墳 23-203 35
168 長田古墳 古墳 全壊 23-205 35
169 船岩古墳 古墳 径12～13mの円墳，横穴式

石室長さ2.6m，幅1.3m
23-206 35

170 兜山第1号古墳 古墳 径45mの円墳，埴輪列，葺
石，形象埴輪片，須恵器，鉄
鎌

県史跡 23-207 35

171 兜山第2号古墳 古墳 現在，確認できず 23-207 35
171 兜山第3号古墳 古墳 現在，確認できず 23-207 35
171 兜山第4号古墳 古墳 現在，確認できず 23-207 35
171 兜山第5号古墳 古墳 現在，確認できず 23-207 35
172 鳩岡第1号古墳 古墳 径36mの円墳，円筒埴輪，家

形埴輪，鏡，滑石製勾玉，管
玉，鉄斧，のみ，鏃，槍，剣，
筒形銅器，土師器高杯

23-208 35

173 鳩岡第2号古墳 古墳 径16mの円墳 35
174 沼田川河床遺跡 弥生・中世 弥生土器，土師質土器，亀

山焼
23-209 35

175 米山寺宝篋印塔群 中世 23-204 35
176 七塚第1号古墳 古墳 箱式石棺?，須恵器，鉄刀 全壊 23-211 35
177 七塚第2号古墳 古墳 箱式石棺? 全壊 23-211 35
178 七塚第3号古墳 古墳 箱式石棺? 全壊 23-211 35
179 七塚第4号古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室? 23-211 35
180 大開第1号古墳 古墳 箱式石棺，須恵器高杯 23-213 35
181 大開第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅

1.15m，土師器杯，金銅製耳
環，鉄釘，鉄製品

23-213 35

182 七塚遺跡 古墳～中世 土師器 23-212 35
183 胡畑第1号古墳 古墳 箱式石棺 23-210 35
184 胡畑第2号古墳 古墳 箱式石棺?，人骨，鉄鉾 昭和17年発掘調査 23-210 35
185 石ヶ谷古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室? 宅地造成で全壊 23-214 35
186 石が崎遺跡 弥生 弥生土器(後期) 位置不明

34204 古墳 小泉町
34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町
34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町

34204
34204 貝塚？ 小坂町
34204 古墳 小坂町
34204 古墳 小坂町
34204 貝塚 小坂町

34204 貝塚 小坂町
34204 古墳 小坂町

34204 城跡 小坂町

34204 貝塚 小坂町
34204 包含地 小坂町
34204 古墳 小坂町

34204 古墳 小坂町
34204 古墳 小坂町
34204 貝塚 長谷町
34204 包含地 長谷町
34204 城跡 長谷町

34204 貝塚 長谷町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町
34204 包含地 沼田東町

34204 古墓 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町

34204 包含地 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 包含地 沼田東町
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187 大道第1号古墳 古墳 径13.4mの円墳，箱式石棺 23-215 35
188 大道第2号古墳 古墳 箱式石棺 石材散乱 23-215 35
189 末広遺跡 弥生～古墳 弥生土器，土師器 23-217 35
190 七宝遺跡 不明 刳船 23-221 35
191 王子権現遺跡 古墳～古代 須恵器片多数 23-220 35
192 長古原第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ8.52m，幅

1.9m
市史跡 23-276 35

193 長古原第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.8m，幅
1.2m

23-276 35

194 長古原第3号古墳 古墳 横穴式石室，側壁一部遺存 23-276 35
195 長古原第4号古墳 古墳 横穴式石室長さ2.55m，幅

1.3m
23-276 35

196 長古原第5号古墳 古墳 横穴式石室 全壊，位置不明 23-276
197 長古原第6号古墳 古墳 横穴式石室 全壊，位置不明 23-276
198 長古原第7号古墳 古墳 横穴式石室 全壊，位置不明 23-276
199 長古原第8号古墳 古墳 横穴式石室長さ2.76m，幅

0.9m，須恵器平瓶，高杯，杯
蓋，鉄鏃

23-276 35

200 釜山大塚古墳 古墳 横穴式石室長さ4.9m，幅
2.2m，須恵器，装飾須恵器，
耳環，勾玉，鉄器

平成7年グラウンド造成に
伴い発掘調査

23-277 35

201 鴻ノ巣貝塚 古代～中世 シジミ，土師器 現在，確認できない 23-278 35
202 道重古墳 古墳 横穴式石室長さ3.2m，幅

1.4m
崖面に開口 23-279 35

203 中山古墳 古墳 横穴式石室長さ0.9m，幅
1.4m

崖面に開口 23-280 35

204 小崎貝塚 不明 シジミ主体 23-281 35
205 寺の前貝塚 不明 シジミ，アサリ 現在，確認できない 23-222 35
206 加登谷西貝塚 不明 崖面に貝層，シジミ主体 23-223 35
207 加登谷東貝塚 不明 崖面に貝層，シジミ主体 23-224 35
208 大番貝塚 不明 シジミ 23-225 35
209 久津城跡 中世 郭 一部壊，広島県中世城館

遺跡総合調査報告書第3
集204-021，203-015

35

210 正泰寺古墳 古墳 横穴式石室長さ1.4m，幅
0.9m

崖面露出，半壊 23-282 35

211 丸山城跡 中世 全壊，広島県中世城館遺
跡総合調査報告書第3集
204-022

23-283 35

212 能地遺跡 縄文 磨製石斧 29-1 35
213 頼兼城跡 中世 平坦地，埋甕，土坑，陶磁器 昭和45・46年山陽新幹線

建設に伴い一部発掘調
査，広島県中世城館遺跡
総合調査報告書第3集
204-015

23-197 35

214 頼兼城下遺跡 縄文 縄文土器(早期) 頼兼城跡調査の際出土 23-198 35
215 大串遺跡 縄文 縄文土器(後期) 23-199 35
216 福地遺跡 弥生～古墳 弥生土器(中期)，須恵器高

杯，土錘
23-200 35

217 岩鼻下遺跡 縄文～弥生 縄文土器，弥生土器 23-226 35
218 桜山城跡 中世 全壊，広島県中世城館遺

跡総合調査報告書第3集
204-016

35

219 三原城跡及び三原
城下町跡

中世～近世 石垣 平成8年中央郵便局建設
に伴い一部発掘調査，城
跡は一部国史跡，広島県
中世城館遺跡総合調査
報告書第3集204-018

23-231 35

220 桜山城跡 中世 郭，横堀，竪堀，堀切，土
塁，石塁，虎口，井戸，石
垣，折

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
017

35

221 桜山遺跡 （広大付属中学校庭遺
跡）

23-229 35

222 変電所北遺跡 23-230 35
223 善昌寺横遺跡 弥生 大型蛤刀石斧 23-233 35
224 城ヶ平山城跡 中世 郭，堀切 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集204-
019

35

225 定兼遺跡 弥生 弥生土器(中期)，打製石器 23-126 35
226 古城通一丁目遺跡 縄文～古墳 縄文土器（早・中・晩期)，弥

生土器，土師器
国道2号建設の際出土，
ほぼ全壊か

23-238 35

227 時貞遺跡 縄文 縄文土器(早期)，打製石器 23-235 35
228 大将軍遺跡 縄文 縄文土器(早期) 23-237 35
229 天神山遺跡 縄文～古墳 縄文土器(早期)，石錐，石

鏃，骨製品，弥生土器，須恵
23-239 35

34204 古墳 沼田東町
34204 古墳 沼田東町
34204 包含地 沼田東町
34204 包含地 沼田東町
34204 包含地 沼田東町
34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町
34204 古墳 小泉町

34204 古墳 小泉町
34204 古墳 小泉町
34204 古墳 小泉町
34204 古墳 小泉町

34204 古墳 沼田東町

34204 貝塚 沼田東町
34204 古墳 沼田東町

34204 古墳 沼田東町

34204 貝塚 沼田東町
34204 貝塚 沼田東町
34204 貝塚 沼田東町
34204 貝塚 沼田東町
34204 貝塚 沼田東町
34204 城跡 幸崎町，竹原市忠

海町

34204 古墳 幸崎町

34204 城跡 幸崎町

34204 包含地 幸崎町
34204 城跡 頼兼町

34204 包含地 頼兼町
34204 包含地 頼兼町
34204 包含地 頼兼町

34204 包含地 西宮町
34204 城跡 西宮町

34204 城跡・集落
跡

館町，城町など

34204 城跡 桜山町

34204 包含地 駒ヶ原町

34204 包含地 東町
34204 包含地 中之町
34204 城跡 中之町

34204 包含地 中之町
34204 包含地 寿町

34204 包含地 時貞町
34204 包含地 時貞町
34204 包含地 糸崎町



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

230 正分貝塚 中世 貝層60ｃm程度，アサリ，ウミ
ニナ，土器

全壊 23-240 35

231 宮迫城跡 中世 全壊，広島県中世城館遺
跡総合調査報告書第3集
204-023

23-284 35

232 青木城跡 中世 全壊，広島県中世城館遺
跡総合調査報告書第3集
204-024

35

233 西谷遺跡 23-285 35
234 清水谷遺跡 23-286 35
235 北浦遺跡 縄文 縄文土器(後期) 23-288 35
236 小佐木古墳群 古墳 23-287 35
237 宿禰島遺跡 旧石器～縄

文
頁岩製エンドスクレーパー，
頁岩剥片，安山岩剥片，縄
文土器，磨製石斧

23-289 35

238 宿禰島古墳 古墳 23-290 35
239 佐木須波遺跡 35
240 中津貝塚 中世 貝層，土師質土器，瓦器，ア

サリ
23-292 35

241 三古志遺跡 23-293 35
242 先長岩古墳 古墳 須恵器堤瓶，平瓶，杯，土師

器鉢
全壊 29-2 23

243 二中学校校庭遺跡 縄文 縄文土器(早期)，安山岩片 23-236 35
244 下垣内古墳 23-348 34
245 岡地遺跡 23-346 34
246 沖第1号古墳 古墳 位置不明
247 沖第2号古墳 古墳 位置不明
248 小西遺跡 弥生 弥生土器(中期) 位置不明 23-196
249 伝明刀銭出土地 伝承，位置不明 23-195
250 後山遺跡 磨製石斧 位置不明 23-241
251 三原城跡 近世 天守台，本丸中門跡，舟入

櫓
国史跡，広島県中世城館
遺跡総合調査報告書第3
集204-018

23-20-3 35

252 高山城跡 中世 郭，堀切，石垣，井戸，土塁 国史跡，広島県中世城館
遺跡総合調査報告書第3
集204-001，421-006

22-20-1 34

253 小早川隆景墓 近世 宝篋印塔，高さ1.75m 県史跡 23-204 35
254 沼田新市遺跡 中世 35
255 沼田本市遺跡 中世 一部発掘調査 35

三原市（旧・賀茂郡
大和町）

1 塚ヶ原古墳 古墳 円墳，横穴式石室 破損が著しい 16-269 58
2 福場上古墳 古墳 円墳，横穴式石室長さ2.8m 58
3 内ヶ平遺跡 不明 現在，確認できず 16-273 58
4 内ヶ平第1号古墳 古墳 径15mの円墳，横穴式石室

長さ約6m
16-272 58

5 内ヶ平第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.7m 16-272 58
6 内ヶ平第3号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.2m 16-272 58
7 内ヶ平第4号古墳 古墳 径7mの円墳，横穴式石室長

さ3.3m
16-272 58

8 硫黄山第1号古墳 古墳 径6mの円墳，横穴式石室長
さ6m

16-387 58

9 硫黄山第2号古墳 古墳 現在，確認できず 16-387
10 八尾平古墳 古墳 円墳，横穴式石室 破損が著しい 16-388 58
11 岡田前古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室

長さ5.6m
58

12 黒谷遺跡 不明 現在，確認できず 16-389 58
13 京田第1号古墳 古墳 直径9mの円墳，横穴式石室

長さ3.9m
16-385 58

14 京田第2号古墳 古墳 現在，確認できず 16-385
15 京田第3号古墳 古墳 現在，確認できず 16-385
16 黒谷太郎丸城跡 中世 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
016，（黒谷五郎丸城
跡），遺構未確認

16-271 58

17 黒谷太郎丸館跡 中世 58
18 朽田経塚 中世 現在，確認できず 16-270 58
19 黒谷宝篋印塔 中世 宝篋印塔，高さ1.78m 市史跡 58
20 掛城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
017，一部壊

16-431 58

21 中畝城跡 中世 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
001，土砂採取のため破

16-378 57

22 中畝土居屋敷 中世 57

集落跡
集落跡

34204
34204

34407

34407

長谷町
沼田東町

34204 包含地 中之町
西野町

34204 貝塚 糸崎町

34204 城跡 須波西町

34204 城跡 須波西町

34204 包含地 鷺浦町
34204 包含地 鷺浦町
34204 包含地 鷺浦町
34204 古墳 鷺浦町
34204 包含地 鷺浦町

34204 古墳 鷺浦町
34204 包含地 鷺浦町
34204 貝塚 鷺浦町

34204 包含地 鷺浦町
34204 古墳 鷺浦町

34204 包含地 寿町
34204 沼田西町
34204 沼田西町
34204 古墳 高坂町
34204 古墳 高坂町

34204 城跡 城町ほか

34204 包含地 西野町
34204

34204 城跡 高坂町，本郷町本
郷船木

34204 古墓 沼田東町

館跡 黒谷
34407 経塚 下草井

古墓 下草井
34407 城跡 下草井

34407 城跡 下草井

34407 館跡 下草井

古墳 蔵宗
34407 古墳 蔵宗
34407

包含地
34407 古墳 下草井
34407

古墳 下草井
34407 古墳 下草井
34407

34407 古墳 下草井

34407 古墳 下草井

34407 古墳 下草井
34407 古墳 大具
34407 古墳 大具

34407 包含地 下草井
34407 古墳 上草井

34407 古墳 上草井
34407 古墳 上草井
34407 城跡 黒谷



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

23 中山城跡 中世 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
002，全壊

16-379 57

24 中山古墳 古墳 横穴式石室 破損が著しい 16-380 57
25 幸峠古墳 古墳 横穴式石室 16-383 57
26 河原山古墳 古墳 径8mの円墳，横穴式石室長

さ4m
16-384 57

27 隠れ岩東第1号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

28 隠れ岩東第2号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

29 隠れ岩東第3号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

30 隠れ岩東第4号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

31 隠れ岩東第5号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

32 隠れ岩東第6号古
墳

古墳 横穴式石室長さ3.5m 16-382 57

33 隠れ岩東第7号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

34 隠れ岩東第8号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-382

35 王子城跡 中世 郭，土塁，竪堀，堀切，石塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
018

16-393 58

36 舌口第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.2m 16-395 58
37 舌口第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m 16-395 58
38 山下遺跡 不明 現在，確認できず 16-390 58
39 岩神第1号古墳 古墳 径6.6mの円墳，横穴式石室

長さ5.3m
ほぼ全壊 58

40 岩神第2号古墳 古墳 円墳，横穴式石室長さ3.3m 墳丘流失 58
41 岩神第3号古墳 古墳 横穴式石室 58
42 岩神第4号古墳 古墳 横穴式石室 58
43 山の神田第1号古

墳
古墳 径10mの円墳，横穴式石室 16-400 58

44 山の神田第2号古
墳

古墳 現在，確認できず 16-400 58

45 椋梨城跡 中世 郭，空堀，高台跡，取水跡 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
019，市史跡，(堀城跡)

16-401 58

46 岩神第1号遺跡 不明 現在，確認できず 16-397 58
47 峰薬師第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ7.6m 16-391 58
48 峰薬師第2号古墳 古墳 径11mの円墳，横穴式石室

長さ5m
16-391 58

49 峰薬師第3号古墳 古墳 径10mの円墳，石棺か 墳丘1/2流失，墳丘断面
に石棺らしきものが露出

16-391 58

50 加造田山古墳 古墳 横穴式石室長さ7m 16-392 58
51 加造田第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.3m，須恵

器
昭和23年頃盗堀 16-415 58

52 加造田第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ6.6m 16-415 58
53 加造田第3号古墳 古墳 径8.5mの円墳，横穴式石室

長さ5m
16-415 58

54 加造田第4号古墳 古墳 現在，確認できず 16-415 58
55 一万山第1号古墳 古墳 円墳，横穴式石室 16-408 58
56 一万山第2号古墳 古墳 径7mの円墳，横穴式石室長

さ5.1m
16-408 58

57 一万山第3号古墳 古墳 径8mの円墳，横穴式石室長
さ5.5m

16-408 58

58 一万山第4号古墳 古墳 径10.5mの円墳，横穴式石室
長さ7m

16-408 58

59 虫送り第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ8m （虫送り第6号古墳） 16-409 58
60 虫送り第2号古墳 古墳 横穴式石室 （虫送り第7号古墳） 16-409 58
61 虫送り第3号古墳 古墳 横穴式石室長さ4.5m （虫送り第8号古墳） 16-409 58
62 西の宮古墳 古墳 ダムの中に水没 16-407 58
63 桟敷山古墳群 古墳 ダムの中に水没 16-405 58
64 王子原遺跡 不明 スラグ散布 22-46 46
65 上福田第1号古墓 中世 五輪石 22-49 46
66 上福田第2号古墓 中世 五輪石2基 22-50 46
67 上福田第3号古墓 中世 五輪石多数 22-51 46
68 上福田第4号古墓 中世 五輪石1基，宝篋印塔1基 22-52 46
69 安常遺跡 弥生 弥生土器 22-53 46
70 安常第1号古墳 古墳 箱式石棺 22-54 46
71 安常第2号古墳 古墳 箱式石棺 22-54 46
72 安常第3号古墳 古墳 箱式石棺 22-54 46

下草井

下草井

下草井

古墳

古墳34407

古墳

下草井
下草井
下草井

下草井

下草井

下草井

下草井

下草井

古墳
古墳
古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

古墳

34407

34407

34407

34407

34407

34407

34407

34407

34407
34407

城跡 下草井34407

34407 城跡 椋梨

34407 古墳 椋梨
34407 古墳 椋梨
34407 包含地 椋梨
34407 古墳 椋梨

34407 古墳 椋梨
34407 古墳 椋梨
34407 古墳 椋梨
34407 古墳 椋梨

34407 古墳 椋梨

34407 城跡 椋梨

34407 包含地 椋梨
34407 古墳 椋梨
34407 古墳 椋梨

34407 古墳 椋梨

34407 古墳 大具
34407 古墳 和木

34407 古墳 和木
34407 古墳 和木

34407 古墳 和木
34407 古墳 和木
34407 古墳 和木

34407 古墳 和木

34407 古墳 和木

34407 古墳 和木
34407 古墳 和木
34407 古墳 和木
34407 古墳 和木
34407 古墳 和木
34407 包含地 和木
34407 古墓 平坂
34407 古墓 平坂
34407 古墓 平坂
34407 古墓 平坂
34407 包含地 大草
34407 古墳 大草
34407 古墳 大草
34407 古墳 大草



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

73 宇山城跡 中世 郭，石垣，堀切 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
022

22-55 46

74 堀城跡 中世 大草小学校のグラウンド
内，広島県中世城館遺跡
総合調査報告書第2集
407-023，大部分消滅

22-56 46

75 高城跡 中世 郭，堀切，竪堀，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
024

22-57 46

76 金剛石古墳 古墳 横穴式石室長さ3.3m 22-58 46
77 金剛石遺跡 不明 現在，確認できず 22-59 46
78 行武城跡 中世 郭2，掘立柱建物跡，土坑，

土師質土器，陶磁器，鉄製
品，銅製品，漆膜片

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
025，昭和59年発掘調
査，消滅

22-60 46

79 亀田古墳 古墳 横穴式石室長さ3.5m 22-61 46
80 斗山寺跡 中世 石垣，庭園跡，参道，池など 市史跡 58
81 登山寺古墳 古墳 横穴式石室長さ7.1m 58
82 稲次山城跡 中世 郭，横堀，竪堀，土塁，井戸 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
004

16-275 58

83 門出山城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
003，(門田山城跡)

16-419 58

84 竜王古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室
長さ5.3m

入口部崩壊 16-297 58

85 森脇谷遺跡 不明 現在，確認できず 16-298 58
86 後藤内蔵太夫土居

屋敷跡
中世 幅2mの土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
005，一部壊

16-299 46

87 後藤内蔵太夫墓地 中世 宝篋印塔，五輪石10数基 市史跡 58
88 原田備前守網道墓

地
中世 宝篋印塔，五輪石約20基 市史跡 58

89 原田備前守土居屋
敷跡

中世 土塁? 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
006，市史跡

16-306 58

90 高丸遺跡 弥生 弥生土器 16-301 58
91 市岡第1号古墳 古墳 径12mの円墳 16-303 58
92 市岡第2号古墳 古墳 径8mの円墳 全壊 16-303 58
93 市岡第3号古墳 古墳 16-303 58
94 市岡第4号古墳 古墳 16-303 58
95 石原第1号古墳 古墳 径20mの円墳，横穴式石室

長さ7m
16-294 58

96 石原第2号古墳 古墳 石室半壊 16-294 58
97 石原第3号古墳 古墳 円墳，横穴式石室 16-294 58
98 石原第4号古墳 古墳 横穴式石室 石室全壊 16-294 58
99 石原第5号古墳 古墳 消滅 16-294 58
100 石原第6号古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室 16-294 58
101 年成山城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
008，(森保山城跡)

16-296 58

102 塔の岡古墳 古墳 径6.5mの円墳，墳頂に宝篋
印塔，五輪塔の破片あり

16-307 58

103 下峠山城跡 中世 郭，堀切，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
007，(下嶝城跡，一ツ峠
城跡）

16-308 58

104 木原迫第1号古墳 古墳 径7mの円墳，横穴式石室 破損著しい 16-311 58
105 北垣内遺跡 不明 現在，確認できず 16-309 58
106 大石第1号古墳 古墳 円墳，横穴式石室長さ3.9m 58
107 大石第2号古墳 古墳 円墳，横穴式石室長さ5.5m 58
108 筑紫第1号古墳 古墳 径10mの円墳，箱式石棺 16-295 58
109 筑紫第2号古墳 古墳 径10mの円墳 16-295 58
110 丸子山古墳 古墳 円墳，横穴式石室長さ3m 58
111 相良城跡 中世 郭，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
009，市史跡，（下城跡，
徳良城跡)

16-416 58

112 安田谷古墓 中世 1.2×1.35mの方形積石基壇
宝篋印塔，五輪塔(地，空風
輪)

58

113 狐ヶ城遺跡 弥生 住居跡 58
114 横郷山古墳 古墳 径10.6mの円墳，横穴式石室

長さ5.2m
16-414 58

34407 城跡 大草

34407 城跡 大草

34407 城跡 大草

34407 古墳 大草
34407 包含地 大草
34407 城跡 大草

34407 古墳 大草
34407 寺院跡 萩原
34407 古墳 萩原
34407 城跡 萩原

34407 城跡 上徳良

34407 古墳 萩原

34407 包含地 萩原
34407 館跡 萩原

34407 古墓 萩原
34407 古墓 萩原

34407 館跡 萩原

34407 包含地 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原

34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 城跡 萩原

34407 古墳 萩原

34407 城跡 萩原

34407 古墳 萩原
34407 包含地 萩原
34407 古墳 下徳良
34407 古墳 下徳良
34407 古墳 福田
34407 古墳 福田
34407 古墳 福田
34407 城跡 下徳良

34407 古墓 安田

34407 集落地 大具
34407 古墳 和木



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

115 藤山城跡 中世 郭，井戸(現在は埋没してい
る)，堀切，土塁，土橋

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
020，市史跡，(藤城跡)

16-411 58

116 船山城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
021

16-412 58

117 国兼城跡 中世 郭，堀切 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
014

16-422 58

118 前谷第1号古墳 古墳 径20mの円墳，横穴式石室
長さ8m

16-421 58

119 前谷第2号古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室
長さ4m

16-421 58

120 奥の坊古墓 中世 五輪石，宝篋印塔 かつて奥の坊と称した寺
院があったと言われる

58

121 城跡 中世 堀切，頂部に五輪塔 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
011

16-418 58

122 七つ墓第1号古墳 古墳 径15mの円墳，箱式石棺? 16-302 58
123 七つ墓第2号古墳 古墳 箱式石棺? 16-302 58
124 七つ墓第3号古墳 古墳 箱式石棺? 16-302 58
125 七つ墓第4号古墳 古墳 箱式石棺? 16-302 58
126 七つ墓第5号古墳 古墳 箱式石棺? 16-302 58
127 七つ墓第6号古墳 古墳 箱式石棺? 16-302 58
128 七つ墓第7号古墳 古墳 径10mの円墳，箱式石棺? 16-302 58
129 七つ墓第8号古墳 古墳 径10mの円墳，箱式石棺? 16-302 58
130 七つ墓第9号古墳 古墳 径13mの円墳，箱式石棺? 16-302 58
131 七つ墓第10号古墳 古墳 径8.5mの円墳，箱式石棺? 16-302 58
132 浜田古墓 中世 7.5×6.5mの方形基壇，宝篋

印塔，五輪塔
58

133 叶免古墳 古墳 昭和28年頃林道工事の
時に破壊

16-394 58

134 長迫古墳 古墳 現在，確認できず 16-396 58
135 寺本第1号古墓 中世 宝篋印塔，五輪石 46
136 寺本第2号古墓 中世 宝篋印塔，五輪石 46
137 国兼北古墳 古墳 現在，確認できず 16-423 58
138 国兼南古墳 古墳 現在，確認できず 16-424 58
139 宮迫山城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
010

16-417 58

140 影久城跡 中世 郭，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第2集407-
015

16-425 58

141 古武士遺跡 不明 現在，確認できず 16-305 58
142 萩原遺跡 不明 現在，確認できず 16-304 58
143 竹上遺跡 弥生 弥生土器 現在，確認できず 16-300 58
144 門出山城跡 中世 郭，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第2集407-
012

58

145 河頭第1号古墓 中世 五輪塔2基 46
146 河頭第2号古墓 中世 方形の石組基壇 46
147 東ノ木遺跡 弥生 竪穴住居跡，土坑，弥生土

器
平成9年発掘調査 46・58

148 高路遺跡 弥生 竪穴住居跡，弥生土器 平成20年試掘調査 57
149 雁谷窯跡 古代 灰原，須恵器 46
150 細1号窯跡 古代 灰原，須恵器 46
151 細2号窯跡 古代 灰原，須恵器 46

三原市（旧・豊田郡
本郷町）

1 寺屋敷古墓 中世 2×2mの方形基壇，宝篋印 46
2 正広城跡 中世 郭，堀切，土坑，柱穴，炉，

埋甕，磁器，陶器，土人形，
砥石，須恵器

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
001，平成3年新広島空港
建設事業に伴い発掘調

46

3 陣開第1号古墳 古墳 横穴式石室 46
4 陣開第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ2.5m，幅

1m，須恵器
平成3年主要地方道改良
事業に伴い発掘調査

46

5 陣開第3号古墳 古墳 径8mの円墳，横穴式石室長
さ3.5m，幅1.5m，須恵器，土
師器，刀子，鉄釘

平成4年山陽道建設事業
に伴い発掘調査

46

6 陣開第4号古墳 古墳 横穴式石室幅1.5m，須恵
器，刀子，石製紡錘車

平成3年主要地方道改良
事業に伴い発掘調査

46

7 陣開遺跡 古墳 箱式石棺2基，人骨，須恵
器，鉄鏃

平成3年山陽道建設事業
に伴い発掘調査

46

大草
大草

34407 包含地 椋梨

34407 城跡 上徳良

34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墳 萩原
34407 古墓 和木

34407 古墳 椋梨

34407 古墳 椋梨
34407 古墓 平坂
34407 古墓 平坂
34407 古墳 上徳良
34407 古墳 上徳良
34407 城跡 下徳良

34407 城跡 下徳良

34407 包含地 萩原
34407 包含地 萩原
34407 包含地 萩原
34407 城跡 萩原

34407 古墓 大草
34407 古墓 大草
34407 集落跡 大草

34407 窯跡 大草

34407
34407

窯跡
窯跡

34407 城跡 和木

34407 城跡 和木

古墓 国兼

34407 城跡 上徳良

34407 古墳 上徳良

34407 古墳 上徳良

34407

34421 古墓 善入寺
34421 城跡 善入寺

34421 古墳 船木
34421 古墳 船木

34421 古墳 船木

34421 古墳 船木

34421 墳墓 船木



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

8 金売城跡 中世 郭，土塁，土師質土器，瓦質
土器，青磁，鉄鏃，五輪塔，
近世墓

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
004，平成3年主要地方道
改良事業に伴い発掘調
査，陣開第4号古墳あり

46

9 金売第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅1m 平成3年主要地方道改良
事業に伴い発掘調査

46

10 金売第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.5m，幅
1m，鉄釘，鑿形鉄器

平成3年主要地方道改良
事業に伴い発掘調査

46

11 永福寺城跡 中世 郭，竪堀，土塁，櫓台 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
002，（亀岡原城跡）

22-225 46

12 権蔵原西古墳群 古墳 22-226 46
13 権蔵原東古墳群 古墳 22-227 46
14 権蔵原第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m，幅1m，

須恵器
水田中 46

15 権蔵原第2号古墳 古墳 横穴式石室 46
16 権蔵原第3号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅1.5m 墳形不明，天井石露出 46
17 権蔵原第4号古墳 古墳 横穴式石室，須恵器，鉄刀 墳形不明，奥壁のみ残存 46
18 石風呂遺跡 不明 鉄滓 山道脇から出土 46
19 門松古墳 古墳 箱式石棺 墳丘流失 46
20 広国遺跡 縄文 土坑，ピット，縄文土器，土師

器，石器
昭和63年ほ場整備事業
に伴い発掘調査

46

21 岡井城跡 中世 郭，竪堀，横堀，土塁，井戸 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
003

46

22 菖蒲遺跡 弥生・古墳 住居跡，箱式石棺 昭和62年試掘調査 46

23 菖蒲古墳 古墳 径20mの円墳，横穴式石室
長さ4.4m，幅3m

昭和62年試掘調査 46

24 船木遺跡 弥生 壷棺2基 周辺に礫散布 46
25 中筋第1号古墳 古墳 箱式石棺，須恵器，土師器 22-231 46
26 中筋第2号古墳 古墳 箱式石棺，須恵器，土師器 22-231 46
27 中ノ谷遺跡 弥生 弥生土器 22-232 46
28 中ノ谷第1号古墳 古墳 径12mの円墳 22-233 46
29 中ノ谷第2号古墳 古墳 横穴式石室 半壊 22-233 46
30 片側第3号古墳 古墳 箱式石棺 46
31 姥が原第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m，幅1.5m 22-229 46
32 姥が原第2号古墳 古墳 全壊 22-229 46
33 石井谷第1号古墳 古墳 径9mの円墳，横穴式石室長

さ4m，幅1.5m
石室半壊 22-228 46

34 石井谷第2号古墳 古墳 径10mの円墳，横穴式石室
長さ4m，幅1.5m

22-228 46

35 石井谷第3号古墳 古墳 円墳 22-228 46
36 槨陵第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅1.5m 墳丘流失 46
37 山の神古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅1m ほぼ全壊 46
38 銭神第１号古墳 古墳 横穴式石室 全壊 46
39 銭神第２号古墳 古墳 全壊 46
40 刈山古墳 古墳 箱式石棺 46
41 左用第1号古墳 古墳 径35mの円墳 22-236 46
42 左用第2号古墳 古墳 径10mの円墳 22-236 46
43 左用第3号古墳 古墳 径6.5mの円墳 22-236 46
44 清井古墳 古墳 箱式石棺長さ2m，幅0.2m，

人骨
22-235 46

45 養老遺跡 弥生 住居状遺構，土坑，弥生土
器

平成6年試掘調査 22-237

46 三宅古墳 古墳 径7mの円墳 46
47 餅干岩遺跡 縄文・弥生 土器片，石鏃 （ねん土山遺跡） 46
48 養老第1号古墳 古墳 径10mの円墳，土壙墓，溝，

須恵器，鉄刀
平成6年試掘調査 22-237 46

49 養老第2号古墳 古墳 径10mの円墳，土壙墓，溝 平成6年試掘調査 22-238 46
50 鷺谷遺跡 弥生 竪穴住居跡，弥生土器 平成7年試掘調査 46
51 北太平第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m，幅1m 所在不明 22-230
52 北太平第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m 所在不明 22-230
53 北太平第3号古墳 古墳 横穴式石室 所在不明 22-230
54 北太平第4号古墳 古墳 横穴式石室，須恵器 全壊，所在不明 22-230
55 北太平第5号古墳 古墳 横穴式石室，須恵器 全壊，所在不明 22-230
56 鷺谷貝塚 弥生 弥生土器，カキ，マシジミ，ア

カニシ
22-239 46

57 亀津古墳 古墳 22-224
58 日名内城跡 中世 郭，堀切 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集421-
007，（宇都枝畠山城跡，
ウツキ畑古城跡）

22-302 34

34421 古墳 船木

34421 古墳 船木

34421

34421 古墳 船木

包含地 船木
34421 古墳

34421

包含地 船木

34421 古墳 船木

34421 集落跡 船木

古墳 船木
古墳 船木

古墳 船木

34421

34421 古墳 船木
34421

34421 古墳 船木
34421 古墳 船木

34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421

船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木

34421 古墳 船木

34421 古墳 船木
34421 古墳 船木

34421 城跡 船木

34421 古墳 船木

34421 古墳 船木

34421 城跡 船木

34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木

34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 生産遺跡 船木
34421 古墳 船木
34421 集落跡 船木

34421 城跡 船木

34421 集落跡・墳
墓

船木

34421 古墳 船木

34421 墳墓 船木

34421 古墳 船木
34421 集落跡 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 古墳 船木
34421 貝塚 船木

34421 古墳 船木
34421 城跡 南方



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

59 梨羽城跡 中世 郭，竪堀，堀切，井戸 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
009

34

60 丸子山城跡 中世 郭，竪堀，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
010

34

61 天神第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ2.5m，幅
0.5m

22-304 34

62 天神第2号古墳 古墳 円墳，鉄刀 全壊 22-304 34
63 宇治名古墳 古墳 径6.5mの円墳，須恵器 22-305 34
64 ユウゼン第1号古墳 古墳 径5.5mの円墳，箱式石棺，

人骨
石棺半壊 22-306 34

65 ユウゼン第2号古墳 古墳 径11.5mの円墳，箱式石棺，
人骨，土器

22-306 34

66 ユウゼン第3号古墳 古墳 径6mの円墳 22-306 34
67 法花行経塚 中世 鉄刀，懸仏，鏡 全壊 34
68 西野田経塚 中世 経筒，鏡，合子，古銭，小

玉，金具，刀子，須恵器，土
師器

22-318 34

69 炭かま遺跡 弥生 弥生土器 22-317 34
70 鍛冶屋迫第1号古 古墳 箱式石棺 半壊 22-310 34
71 鍛冶屋迫第2号古 古墳 箱式石棺 石材散乱 22-310 34
72 鍛冶屋迫第3号古 古墳 22-310 34
73 鍛冶屋迫第4号古

墳
古墳 全長22mの前方後円墳，銅

鏡，勾玉，人骨
墳頂部に宮仕川経塚 22-310 34

74 鍛冶屋迫第5号古 古墳 径6.5mの円墳，箱式石棺 22-310
75 鍛冶屋迫第6号古 古墳 箱式石棺 22-310
76 宮仕川経塚 古代 鏡，合子，刀子 鍛冶屋迫第4号古墳墳頂

部
34

77 宮仕川古墳 古墳 全長22mの前方後円墳 埋葬施設不明 22-314 34
78 宮地川窯跡 古代 蓮華文軒丸瓦 34
79 梅木平第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.3m，幅

2m，埴輪
墳丘流失，半壊 22-311 34

80 高木古墳 古墳 径7mの円墳，箱式石棺 22-313 34
81 高木山城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集421-
011

34

82 吉田窪遺跡 弥生 弥生土器，土錘 全壊 22-312 34
83 麓1号遺跡 弥生 弥生土器 22-322 34
84 麓2号遺跡 弥生 弥生土器 22-322 34
85 前山古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅1.5m 全壊 34
86 麓3号遺跡 弥生 弥生土器 22-322 34
87 麓第1号古墳 古墳 径9.5mの円墳，箱式石棺長

さ1.5m，幅0.5m
全壊，箱式石棺は2基
あったという

22-322 34

88 麓第2号古墳 古墳 箱式石棺 全壊 22-322 34
89 麓第3号古墳 古墳 箱式石棺長さ1.5m，幅0.5m 半壊 22-322 34
90 麓第4号古墳 古墳 箱式石棺 全壊 22-322 34
91 麓第5号古墳 古墳 箱式石棺長さ1m，幅0.5m 半壊 22-322 34
92 橘神社境内古墳 古墳 鉄刀 全壊 22-323 34
93 陣べら遺跡 弥生・古墳 竪穴住居跡，土壙墓，壷棺

墓，弥生土器，石鏃，砥石
昭和45年発掘調査 22-321 34

94 陣べら第1号古墳 古墳 箱式石棺長さ1.5m，幅0.5m 昭和45年発掘調査 22-321 34
95 陣べら第2号古墳 古墳 径8mの円墳，木棺墓長さ

3m，幅1m，須恵器，土師器
全壊 22-321 34

96 陣べら第3号古墳 古墳 径7.5mの円墳 22-321 34
97 新庄庵1号遺跡 弥生 弥生土器 22-320 34
98 新庄庵2号遺跡 不明 34
99 新庄庵3号遺跡 弥生 弥生土器
100 新庄庵4号遺跡 弥生 弥生土器 22-320 34
101 新庄庵5号遺跡 弥生 弥生土器 22-320 34
102 新庄庵貝塚 弥生 弥生土器，シジミ，カキ 34
103 新庄庵第1号古墳 古墳 箱式石棺，人骨 全壊 34
104 新庄庵第2号古墳 古墳 箱式石棺 ほぼ全壊 34
105 新庄庵第3号古墳 古墳 箱式石棺 全壊 34
106 新庄庵第4号古墳 古墳 箱式石棺長さ2m，幅0.7m 墳丘流出 34
107 新庄庵第5号古墳 古墳 箱式石棺 墳丘流出 34
108 新庄庵第6号古墳 古墳 箱式石棺長さ0.5m，幅0.3m 墳丘流出，石棺半壊 34
109 新庄庵第7号古墳 古墳 箱式石棺 墳丘流出，側石一部欠失 34
110 新庄庵第8号古墳 古墳 箱式石棺長さ1.4m 墳丘流出，側石一部欠失 34
111 新庄庵第9号古墳 古墳 箱式石棺 墳丘流出 34
112 新庄庵第10号古墳 古墳 箱式石棺長さ1m 墳丘流出 34
113 速戸第1号古墳 古墳 径14mの円墳 34
114 速戸第2号古墳 古墳 径8mの円墳，箱式石棺 34
115 片山遺跡 縄文・弥生 縄文土器，弥生土器，石錘，

石鏃
22-324 34

34421 城跡 上北方

34421 城跡 上北方

34421 古墳 上北方

34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方

34421 古墳 上北方

34421 古墳 上北方
34421 経塚 上北方
34421 経塚 本郷

34421 包含地 下北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方

34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 経塚 下北方

34421 古墳 下北方
34421 窯跡 下北方
34421 古墳 上北方

34421 古墳 下北方
34421 城跡 下北方

34421 包含地 下北方
34421 包含地 本郷
34421 包含地 本郷
34421 古墳 本郷
34421 包含地 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 包含地 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 包含地 下北方
34421 包含地 下北方
34421 包含地 下北方
34421 包含地 下北方
34421 包含地 下北方
34421 貝塚 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 古墳 下北方
34421 包含地 本郷
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地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

116 片山第1号古墳 古墳 径26mの円墳，横穴式石室，
須恵器，勾玉，管玉，ガラス

22-325 34

117 片山第2号古墳 古墳 横穴式石室，須恵器，鏡 22-325 34
118 塔の岡1号貝塚 弥生 弥生土器，シジミ，カキ 22-326 34
119 塔の岡2号貝塚 弥生 全壊 22-326 34
120 塔の岡1号遺跡 弥生 弥生土器 22-326 34
121 塔の岡2号遺跡 弥生 住居跡，弥生土器 22-326 34
122 塔の岡3号遺跡 弥生 弥生土器 22-326 34
123 塔の岡4号遺跡 弥生 弥生土器 22-326 34
124 塔の岡5号遺跡 弥生 弥生土器 22-326 34
125 塔の岡第1号古墳 古墳 径16mの円墳，横穴式石室

長さ5.5m，幅2m
22-326 34

126 塔の岡第2号古墳 古墳 径30mの円墳，宝篋印塔 22-326 34
127 塔の岡第3号古墳 古墳 径20mの円墳 全壊 22-326 34
128 土肥谷遺跡 弥生 弥生土器 22-329
129 土肥谷第1号古墳 古墳 横穴式石室幅1.5m，須恵

器，鉄刀柄頭
半壊 22-329 34

130 土肥谷第2号古墳 古墳 径7.5mの円墳，円筒埴輪 22-329 34
131 西下岡古墳 古墳 円墳，須恵器
132 西野田古墳 古墳 22-319
133 川西古墳 古墳 22-240
134 鍛冶屋迫寺跡 不明 22-315
135 鍛冶屋迫北古墳 古墳 22-316 34
136 今井谷城跡 中世 郭，堀切 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集421-
008

34

137 峠越第1号古墳 古墳 径7mの円墳 22-307 34
138 峠越第2号古墳 古墳 径12mの円墳，鉄釘 22-307 34
139 峠越第3号古墳 古墳 径7mの円墳 22-307 34
140 峠越第4号古墳 古墳 箱式石棺，鏡 22-307 34
141 峠越第5号古墳 古墳 箱式石棺 22-307 34
142 峠越第6号古墳 古墳 箱式石棺 22-307 34
143 糺津第1号古墳 古墳 箱式石棺 22-308 34
144 糺津第2号古墳 古墳 主体部全壊 22-308 34
145 糺津第3号古墳 古墳 径10mの円墳，勾玉，ガラス

玉，鉄刀
22-308 34

146 糺津第4号古墳 古墳 径8mの円墳 22-308 34
147 糺津第5号古墳 古墳 径10mの円墳，箱式石棺 22-308 34
148 糺津第6号古墳 古墳 径８mの円墳 22-308 34
149 糺津第7号古墳 古墳 径10.5mの円墳 22-308 34
150 糺津第8号古墳 古墳 径11mの円墳，葺石 22-308
151 糺津第9号古墳 古墳 径8mの円墳，箱式石棺 22-308 34
152 梨和古墳 古墳 箱式石棺，須恵器，人骨 34
153 梨和古墓 中世 宝篋印塔 34
154 樫木原古墳 古墳 横穴式石室，須恵器，馬具，

環頭太刀柄頭
全壊 34

155 二本松第1号古墳 古墳 箱式石棺 墳丘流失 34
156 二本松第2号古墳 古墳 箱式石棺 墳丘流失 34
157 大菜原第1号古墳 古墳 径10mの円墳 22-355 34
158 大菜原第2号古墳 古墳 箱式石棺 石棺全壊 22-355 34
159 大菜原第3号古墳 古墳 径8mの円墳，箱式石棺 石棺全壊 22-355
160 大菜原第4号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅1m 22-355
161 大菜原第5号古墳 古墳 径20mの円墳 （矢跡第6号古墳） 22-357
162 大谷第1号古墳 古墳 径8mの円墳，箱式石棺 22-354
163 大谷第2号古墳 古墳 径9mの円墳，箱式石棺 石棺全壊 22-354
164 大谷第3号古墳 古墳 径13mの円墳，箱式石棺 22-354
165 大谷第4号古墳 古墳 全長16.5mの前方後円墳，箱

式石棺，人骨，管玉
22-354 34

166 大谷第5号古墳 古墳 径7mの円墳 全壊，(上山本第1号古
墳)

22-354 34

167 亀ケ迫第1号古墳 古墳 径11mの円墳 （矢跡第5号古墳） 34
168 亀ケ迫第2号古墳 古墳 径14mの円墳，横穴式石室

長さ5ｍ，幅2m
墳丘流失，ほぼ全壊，
（矢跡第4号古墳）

34

169 神ノ木第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ7m 墳丘流出 22-358 34
170 神ノ木第2号古墳 古墳 径11mの円墳，横穴式石室

長さ4m，幅1.5m，須恵器
22-358 34

171 神ノ木第3号古墳 古墳 径10mの円墳 22-359 34
172 神ノ木第4号古墳 古墳 径6mの円墳，箱式石棺 22-359 34
173 矢跡第1号古墳 古墳 径12.5mの円墳 22-357 34
174 矢跡第2号古墳 古墳 径12mの円墳 22-357 34
175 矢跡第3号古墳 古墳 径9mの円墳，須恵器 22-357 34
176 天高第1号古墳 古墳 径16mの円墳，横穴式石室

長さ4m，幅1m，須恵器，刀
子，鉄釘

昭和57年小学校建設事
業に伴い発掘調査

34

177 天高第2号古墳 古墳 径10mの円墳 34

34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 貝塚 本郷
34421 貝塚 本郷
34421 包含地 本郷
34421 包含地 本郷
34421 包含地 本郷
34421 包含地 本郷
34421 包含地 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 包含地 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 寺院跡 下北方
34421 古墳 下北方
34421 城跡 上北方

34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方

34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墳 上北方
34421 古墓 上北方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

178 杉の谷第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.5m，幅
1.5m

墳丘流失，半壊 34

179 杉の谷第2号古墳 古墳 横穴式石室 墳丘流失，全壊 34
180 杉の谷第3号古墳 古墳 径11mの円墳，横穴式石室

長さ6.5m，幅1.5m
側石の一方が崩壊 22-359 34

181 中山遺跡 弥生 弥生土器 22-363
182 中山第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ5.5m，幅

2m，須恵器
22-360 34

183 中山第2号古墳 古墳 箱式石棺 22-360 34
184 中山第3号古墳 古墳 径12mの円墳 22-360
185 中山第4号古墳 古墳 径11mの円墳 22-360 34
186 中山第5号古墳 古墳 径14mの円墳，竪穴式石室 22-360 34
187 中山第6号古墳 古墳 径12mの円墳，箱式石棺長さ

2m，幅0.5m
22-360 34

188 中山第7号古墳 古墳 径10mの円墳 墓地 22-360 34
189 中山第8号古墳 古墳 径10mの円墳 22-360
190 中山第9号古墳 古墳 径8mの円墳 22-360
191 中山第10号古墳 古墳 径6mの円墳 22-360 34
192 中山第11号古墳 古墳 径8mの円墳 22-360 34
193 中山第12号古墳 古墳 径10mの円墳 22-360 34
194 中山第13号古墳 古墳 径9mの円墳，土師器 22-360 34
195 中山第14号古墳 古墳 径7mの円墳 34
196 中山第15号古墳 古墳 径8mの円墳 34
197 中山第16号古墳 古墳 径7mの円墳 34
198 中大判古墳 古墳 全壊
199 丸山第1号古墳 古墳 径12mの円墳 22-362
200 丸山第2号古墳 古墳 径7mの円墳 22-362 34
201 丸山第3号古墳 古墳 径14mの円墳 22-362 34
202 西山第1号古墳 古墳 径6mの円墳，ガラス小玉,須

恵器
全壊 22-364 34

203 西山第2号古墳 古墳 径9mの円墳，鉄刀，鉄鏃，鉄
鎌

全壊 22-364 34

204 西山第3号古墳 古墳 鉄刀，鉄鏃，鉄鎌 全壊 22-364 34
205 西山第4号古墳 古墳 径8mの円墳，鉄刀，須恵器，

土師器
全壊 22-364 34

206 西山第5号古墳 古墳 径8mの円墳 22-364 34
207 西山第6号古墳 古墳 須恵器，管玉 22-364 34
208 山の神第1号古墳 古墳 円墳，両袖の横穴式石室長

さ5.3m，幅1.6m，須恵器，勾
玉

スラグ散布 22-367 34

209 山の神第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ1.2m，幅
0.8m

22-367 34

210 塚の鼻遺跡 不明 石斧 22-368 34
211 塚の鼻古墳 古墳 横穴式石室長さ2.2m，幅1m 22-369 34
212 西福寺跡 不明 石垣 22-394 34
213 足影第1号古墳 古墳 径15mの円墳，箱式石棺 全壊 34
214 足影第2号古墳 古墳 径10mの円墳 全壊 34
215 足影第3号古墳 古墳 径14mの円墳，箱式石棺 全壊 34
216 足影第4号古墳 古墳 箱式石棺 全壊 34
217 杉臼第1号古墳 古墳 径14mの円墳 22-351 34
218 杉臼第2号古墳 古墳 箱式石棺 22-351 34
219 杉臼第3号古墳 古墳 径12mの円墳，箱式石棺 22-351
220 杉臼第4号古墳 古墳 径7mの円墳 22-351 34
221 杉臼第5号古墳 古墳 径8mの円墳 22-351
222 杉臼第6号古墳 古墳 箱式石棺 22-351 34
223 杉臼第7号古墳 古墳 箱式石棺，人骨 人骨は埋戻す 22-351 34
224 杉臼第8号古墳 古墳 径6mの円墳，土師器 22-351 34
225 杉臼第9号古墳 古墳 径11mの円墳 22-351 34
226 杉臼第10号古墳 古墳 径8mの円墳 22-351 34
227 杉臼第11号古墳 古墳 径7mの円墳 22-351
228 杉臼第12号古墳 古墳 径12mの円墳 22-351
229 東谷第1号古墳 古墳 径14mの円墳，土器 22-352 34
230 東谷第2号古墳 古墳 径12mの円墳，須恵器 22-352 34
231 東谷第3号古墳 古墳 34
232 弁海古墳 古墳 径6mの円墳 全壊 22-361 34
233 堤古墳 古墳 径6.5mの円墳 22-366
234 尾原古墳 古墳 22-309
235 椋本第1号古墳 古墳 箱式石棺 全壊
236 椋本第2号古墳 古墳 箱式石棺 全壊
237 蟇沼第1号窯跡 古墳 須恵器 22-395
238 蟇沼第2号窯跡 古墳 須恵器 22-395
239 松原遺跡 弥生 弥生土器，炭化物 22-395
240 上山本第1号古墳 古墳 全壊
241 上山本第2号古墳 古墳 箱式石棺 全壊
242 上山本第3号古墳 古墳 箱式石棺 全壊

34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 包含地 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方

34421 包含地 南方
34421 古墳 南方
34421 寺院跡 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 窯跡 南方
34421 窯跡 南方
34421 包含地 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 南方



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

243 上大判古墳 古墳 全壊
244 下大判古墳 古墳 全壊
245 みたち第１号古墳 古墳 径11mの円墳 22-233 34
246 みたち第２号古墳 古墳 径14mの円墳，横穴式石室，

溝，須恵器，埴輪，鉄刀
平成7年試掘調査 22-233 34

247 みたち第３号古墳 古墳 径20mの円墳，横穴式石室，
溝，須恵器

平成7年試掘調査 22-233 34

248 みたち第４号古墳 古墳 22-233 34
249 みたち第５号古墳 古墳 22-233 34
250 三太刀遺跡 中世 竪穴住居跡．掘立柱建物

跡，井戸，土坑，土師質土
器，須恵器，陶磁器

平成12～22年区画整理
事業に伴い発掘調査

34

251 三太刀城跡 中世 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
012，（三太刀山城跡）

22-179 34・35

252 余井遺跡 弥生 箱式石棺2基，人骨 発掘調査済，近くに移築
復元

22-178 35

253 宝塚古墳 古墳 円墳 35
254 観音堂第1号古墳 古墳 横穴式石室，須恵器，ガラス

小玉
23-177 35

255 観音堂第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅3m 23-177 35
256 観音堂第3号古墳 古墳 横穴式石室長さ4.5m，幅

3m，鉄剣
23-177

257 下片山遺跡 弥生 弥生土器 22-327 35
258 和田谷第1号古墳 古墳 径16.5mの円墳，横穴式石室

長さ7m，幅2m
23-118 47

259 和田谷第2号古墳 古墳 径21mの円墳，箱式石棺 石材露出 23-118 47
260 岡古墳 古墳 22-330
261 福札古墳 古墳 径17mの円墳，粘土槨，鉄

刀，刀子，埴輪，土師質土器
昭和47年団地造成に伴
い発掘調査

34

262 苅安古墳 古墳 径14mの円墳 全壊 34
263 御年代古墳 古墳 両袖式の横穴式石室，刳抜

式家形石棺
国史跡 9 34

264 横見廃寺跡 古代 火炎文軒丸瓦 昭和46～48年発掘調査，
国史跡

32 34

265 高山城跡 中世 郭，堀切，石垣，井戸，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集204-
001，421-006，国史跡

20-1 34・46

266 新高山城跡 中世 郭，虎口，桝形，石垣，石
塁，土塁，井戸，折，畝状空
堀群

広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集421-
005，国史跡

20-2 34・46

267 梅木平古墳 古墳 横穴式石室 県史跡 22-311 34
268 貞丸古墳 古墳 横穴式石室，刳抜式家形石

棺
県史跡 22-303 34

269 貞丸第2号古墳 古墳 横穴式石室 県史跡 22-303 34
270 片側第1号古墳 古墳 径13.5mの円墳，須恵器，土

師器，埴輪
46

271 片側第2号古墳 古墳 不明 46
272 水野経塚 46
273 丸子山古墳 古墳 不明 46
274 寺屋敷跡 46
275 片側遺跡 古墳 箱式石棺 46
276 天神山城跡 中世 郭，石垣，石塁，堀切 平成19年発掘調査 34
277 槨陵第2号古墳 古墳 34
278 門田谷荒神社古墳 古墳 34

三原市（旧・御調郡
久井町）

1 掛ケ平古墳 古墳 (掛け平古墳) 17-482
2 横座第1号古墳 古墳 17-483
3 横座第2号古墳 古墳 17-483
4 森光第１号古墳 古墳 14-484
5 森光第２号古墳 古墳 14-484
6 堀越城跡 中世 郭，堀切，横堀，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集442-
002，(森綱城跡)，市史跡

59

7 青木城跡 中世 郭，堀切，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
003

59

8 大将軍遺跡 中世 土坑，溝，土師質土器 平成9年県営担い手育成
基盤整備事業に伴い一
部発掘調査

59

9 北の奥第1号古墳 古墳 17-486
10 北の奥第2号古墳 古墳 17-486

34421 古墳 船木

34442 古墳 泉

34442 集落跡 和草

34442 古墳 泉

34442 城跡 泉

34442 城跡 和草

34442 古墳 泉
34442 古墳 泉

古墳 泉
古墳 泉

34442 古墳 泉
34442
34442

34421 古墳 南方
34421 古墳 船木

34421 古墳 船木
34421 経塚 船木
34421 古墳 船木
34421 善入寺
34421 墳墓 船木
34421 城跡 上北方

34421 古墳 上北方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方
34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 集落跡 本郷

34421 城跡 本郷

34421 墳墓 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷

34421 包含地 本郷
34421 古墳 本郷

34421 古墳 本郷
34421 古墳 本郷
34421 古墳 南方

34421 古墳 南方
34421 古墳 南方

34421 寺院跡 下北方

34421 城跡 船木，本郷，高坂町

34421 城跡 船木，本郷

34421 古墳 下北方
34421 古墳 南方



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

11 虚空蔵遺跡 弥生・古墳 竪穴住居跡，溝，土坑，弥生
土器，陶磁器

平成元年県営ほ場整備
事業に伴い一部発掘調
査

59

12 三ツ塚第１号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m，幅
1.2m，高さ1.6m

墳丘流失，(三塚第1号古
墳)

17-363

13 三ツ塚第２号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.5ｍ，幅1m
以上，高さ1.2ｍ以上

墳丘流失，石室半壊，(三
塚第2号古墳)

17-363

14 三ツ塚第３号古墳 古墳
15 幸屋峠第1号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.8m，幅

1.1m，高さ1.4m，須恵器
墳丘流失，石室半壊 17-362 59

16 幸屋峠第2号古墳 古墳 横穴式石室長さ5m，幅
1.2m，高さ1.2m，須恵器

墳丘流失，石室半壊 17-362 59

17 大草田古墳 古墳 径8mの円墳，横穴式石室長
さ4.2m，幅1.5m，高さ1.5m

石室半壊 17-364 59

18 荒田古墳 古墳 横穴式石室長さ4.6m，幅
1.1m，高さ0.8m以上

墳丘流失，石室半壊，(岡
ノ原古墳)

17-365 59

19 塚ン口第１号古墳 古墳 横穴式石室長さ3.8m，幅
0.8m以上，高さ0.5m以上

墳丘流失，石室半壊 17-373 59

20 塚ン口第２号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m以上，幅
1.4m以上

墳丘流失，石室半壊・埋
没，市史跡

17-373 59

21 塚ン口第３号古墳 古墳 径10.5mの円墳，横穴式石室
長さ5.1m，幅1.2m，高さ1.6m

石室半壊 17-373 59

22 塚ン口第４号古墳 古墳 径13mの円墳 埋葬施設不明 17-373 59
23 中谷第１号古墳 古墳 横穴式石室長さ4.7m，幅

1.6m，高さ1.1m
墳丘流失，石室全壊 17-374 59

24 中谷第２号古墳 古墳 横穴式石室長さ4m，幅
1.5m，高さ1.2m

墳丘流失，石室半壊 17-374 59

25 莇原垣内遺跡 中世 土師質土器 平成5年団体営土地改良
総合整備事業に伴い一
部発掘調査

59

26 しりくべ古墳 古墳 横穴式石室長さ3m以上，幅
1m以上，高さ1m以上

墳丘流失，石室半壊 17-375 59

27 滑城跡 中世 郭，堀切，竪堀，土塁 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
001

59

28 清宗古墳 古墳 17-487
29 黄幡谷第1号古墳 古墳 17-488
30 黄幡谷第2号古墳 古墳 17-488
31 黄幡谷第3号古墳 古墳 17-488
32 諏訪沖古墓 中世 一辺2mの石積基壇 59
33 中通古墳 古墳 17-489
34 昆沙門古墳 古墳 横穴式石室 墳丘流失，石室埋没 17-491 59
35 長谷第１号古墳 古墳 (長谷古墳) 17-490
36 長谷第２号古墳 古墳
37 四十舟第1号古墳 古墳 17-492
38 四十舟第2号古墳 古墳 17-492
39 四十舟第3号古墳 古墳 17-492
40 四十舟第4号古墳 古墳 17-492
41 柏木古墳 古墳 17-493
42 陶八幡城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集442-
004

59

43 城跡 中世 郭，土塁，堀 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
005

59

44 林崎谷古墓 中世 宝篋印塔，五輪塔 市史跡『貴人の墓』 59
45 鷹の巣古墳 古墳 箱式石棺長さ1m以上，幅

0.3m，高さ0.3m
墳丘流失，石棺半壊，(鷹
ノ巣古墳)

17-498 59

46 長迫第１号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m以上，幅
1m，高さ1m

墳丘流失，石室半壊 17-499 59

47 長迫第２号古墳 古墳 横穴式石室長さ3m以上，幅
1.2m，高さ1.2m，須恵器，土
師器

墳丘流失，石室半壊 17-499 59

48 丹賀遺跡 中世 青磁 17-500 59
49 亀尾山古墳 古墳 17-501
50 高根山城跡 中世 郭，竪堀，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集442-
006，(上田城跡)

59

51 上田城跡 中世 郭，堀切，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
007，(高根山城跡)

59

52 高城本遺跡 古代 瓦 (高城元遺跡) 17-502 59
53 鬼面窪古墳 古墳 横穴式石室長さ3m以上，幅

1m以上，高さ1.3m以上，勾
玉

墳丘流失，石室半壊 17-503 59
34442 包含地 江木
34442 古墳 江木

34442 城跡 下津，江木

34442 城跡 下津

34442 包含地 江木
34442 古墳 下津

34442 古墳 吉田

34442 古墳 吉田

34442 古墓 下津
34442 古墳 江木

34442 城跡 下津

34442 城跡 下津

34442 古墳 和草
34442 古墳 下津

34442 古墳 和草
34442 古墳 和草

34442 古墳 和草
34442 古墳 和草

34442 古墳 江木
34442 古墳 和草

34442 古墓 江木
34442 古墳 江木

34442 古墳 江木
34442 古墳 江木

34442 古墳 江木
34442 古墳 江木

34442 古墳 莇原

34442 城跡 江木

34442 古墳 莇原

34442 集落跡 莇原

34442 古墳 莇原
34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原
34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 古墳 莇原

34442 集落跡 羽倉



番号 名　　　　　　称 時　　　　代 概　　　　　　　　　　要 備　　　　　　　　　　考 旧番号
地図
番号

種　　別 所　 在　 地旧市町村コード

54 清兼古墳 古墳 横穴式石室長さ2.7m以上，
幅1m以上，高さ1.6m

墳丘流失，石室半壊 17-504 59

55 竜王第1号古墳 古墳 17-496
56 竜王第2号古墳 古墳 17-496
57 舟石第1号古墳 古墳 17-495
58 舟石第2号古墳 古墳 17-495
59 大迫古墳 古墳 17-494
60 大国山古墳 古墳 17-506
61 明神古墓 中世 17-507
62 大塚古墳 古墳 径14mの円墳，片袖式の横

穴式石室長さ7.6m以上，幅
2.2m，高さ2.2m以上

石室埋没 17-508 59

63 荒神谷古墳 古墳 17-505
64 荒瀬谷第1号窯跡 古代 17-485 59
65 荒瀬谷第2号窯跡 古代 17-485
66 荒瀬谷第3号窯跡 古代 17-485
67 陶政谷古墳 古墳 箱式石棺長さ1.6m，幅0.3m，

高さ0.3m，人骨
位置不明

68 太郎丸古墳 古墳 17-372
69 熊ヶ迫第1号窯跡 平安 窯体，須恵器 平成6年県営かんがい排

水事業に伴い発掘調査
23-6 46

70 熊ヶ迫第2号窯跡 奈良 窯体，灰原，須恵器 平成6年県営かんがい排
水事業に伴い発掘調査

23-6 46

71 熊ヶ迫第3号窯跡 平安 窯体，灰原，須恵器 平成6年県営かんがい排
水事業に伴い発掘調査

23-6 47

72 熊ヶ迫第4号窯跡 古代 須恵器 23-6 47
73 熊ヶ迫第5号窯跡 古代 須恵器 46
74 助井谷城跡 中世 郭，堀切，土塁 広島県中世城館遺跡総

合調査報告書第3集442-
008，(神田窪遺跡)，平成
3年県営ほ場整備事業に
伴い試掘調査

47

75 羽倉城跡 中世 郭，土塁，堀 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
009，(末近氏館跡)，平成
3年県営ほ場整備事業に
伴い一部試掘調査

47

76 真浄庵土居屋敷跡 中世 郭，土塁，虎口 広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
010

47

77 切田原第1号窯跡 古代 23-1 46
78 切田原第2号窯跡 古代 23-2 46
79 切田原第3号窯跡 古代 23-3 46
80 小林第1号窯跡 古代 窯体，須恵器 昭和58年町道改良工事

に伴い発掘調査
47

81 小林第2号窯跡 古代 須恵器 47
82 小林第3号窯跡 古代 須恵器
83 蓮光寺谷遺跡 弥生・古墳 竪穴住居跡 ほ場整備事業に伴い試

掘調査
47

84 峠ノ岡古墳 古墳 径12mの円墳 埋葬施設不明 47
85 居舟窯跡 古代 23-13 47
86 下組窯跡 古代 23-4
87 上組窯跡 古代 消滅 23-5 47
88 丹羽古墳 古墳 市史跡 47
89 塚原古墳 古墳 23-7 47
90 三ッケ池第1号窯跡 古代 47
91 三ッケ池第2号窯跡 古代 47
92 神笠城跡 中世 郭，竪堀，土塁，虎口，石

垣，折
広島県中世城館遺跡総
合調査報告書第3集442-
011，(上倉城跡)

47

93 石道古墳 古墳 23-8 47
94 大仙古墳 古墳 窯体，須恵器 23-9 47
95 大仙沖第1号窯跡 古代 窯体，須恵器 市史跡 23-10 47
96 大仙沖第2号窯跡 古代 窯体，須恵器 市史跡 23-10 47
97 大仙沖第3号窯跡 古代 須恵器 市史跡 23-10 47
98 大仙沖第4号窯跡 古代 須恵器 23-10 47
99 大仙沖第5号窯跡 古代 23-10 47
100 高岡古墳 古墳 23-11 47
101 高岡遺跡 弥生 弥生土器 23-12 47
102 清水ヶ谷古墳 古墳 （清水が谷古墳) 23-15 47
103 大坪古墳 古墳 23-17 47
104 新池第１号窯跡 古代 47
105 新池第２号窯跡 古代 47
106 坂本古墳 古墳 23-16 47
107 とびのこ池窯跡 古代 23-18 47

34442 古墳

34442 窯跡

34442 窯跡 山中野
34442 窯跡

34442 窯跡 山中野
34442 窯跡 山中野

34442 城跡 山中野

山中野

34442 古墳 山中野
34442 古墳 山中野

34442 窯跡 山中野
34442 窯跡 山中野

34442 古墳 山中野
34442 古墳 山中野

34442 窯跡 小林
34442 窯跡 山中野

34442 古墳 羽倉
34442 窯跡 坂井原

34442 窯跡 小林
34442 集落跡 羽倉

34442 窯跡 小林

34442 窯跡 小林

34442 窯跡 小林
34442 窯跡 小林

34442 館跡 羽倉

34442 窯跡 小林

34442 城跡 小林

34442 城跡 羽倉

34442 窯跡 小林
34442 窯跡 小林

34442 窯跡 小林

34442 窯跡 小林

34442 古墳 江木
34442 窯跡 小林

34442 窯跡 羽倉
34442 古墳 下津

34442 窯跡 羽倉
34442 窯跡 羽倉

34442 古墳 下津

34442 古墳 下津

34442 古墳 下津
34442 古墓 下津

34442 古墳 下津
34442 古墳 和草

34442 古墳 下津
34442 古墳 下津

34442 古墳 吉田

34442 古墳 下津

羽倉

山中野

34442 古墳 土取
34442 窯跡 土取

34442 窯跡 山中野
34442 窯跡 山中野

34442 古墳 山中野
34442 古墳 土取

34442 包含地 山中野
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地図
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108 中池窯跡 古代 47
109 塚ん山古墳 古墳 23-14 47
110 古土井遺跡 室町・江戸 柱穴，溝，土坑，土師質土

器，備前焼，青磁，古銭
平成2年県営ほ場整備事
業に伴い一部発掘調査

47

111 下津古墓 中世
112 宮ケ峠窯跡 古代 59
113 高岡山第1号古墳 古墳
114 高岡山窯跡 古代 47
115 土取遺跡 不明
116 熊ヶ迫第6号窯跡 平安 窯体，須恵器 46
117 熊ヶ迫第7号窯跡 平安 窯体，前庭部，灰原，須恵器 平成11年県営かんがい

排水事業に伴い発掘調
47

118 熊ヶ迫第8号窯跡 奈良・平安 窯体，土坑，土師器，須恵器 平成11年県営かんがい
排水事業に伴い発掘調

47

119 高岩遺跡 平安 竪穴住居跡，土師器，須恵
器

平成11年県営かんがい
排水事業に伴い発掘調

47

120 大蕨第１号窯跡 平安 窯体，須恵器 47
121 大蕨第２号窯跡 平安 窯体，前庭部，灰原，須恵器 平成12年県営かんがい

排水事業に伴い発掘調
47

122 坂井原大池窯跡 古代 窯滓，須恵器 47
123 陶政谷窯跡 古代 窯壁，須恵器 開墾により消滅 5934442 窯跡 下津

34442 窯跡 坂井原

窯跡 山中野

34442 窯跡 小林

34442 窯跡 山中野

34442 祭祀遺跡 小林

34442

34442 窯跡 小林
34442 窯跡 小林

34442 窯跡 土取
34442 不明 土取

34442 窯跡 羽倉
34442 古墳 土取

34442 集落跡 土取

34442 古墓 下根

34442 窯跡 土取
34442 古墳 坂井原

市町名一覧へ関連地図へ　　23  24  34  35  36  46  47  48  57  58  59  70


