
三次東 JCT・ I C

三次 I C

高田 I C

千代田 I C

広島北 JCT

戸河内 I C

吉和 I C

1
2

3
4

5
6～9

10

11
12,13

14,15

16
17

18
19～22

弥生時代・
古墳時代307.7新迫南遺跡群

（しんざこみなみいせきぐん）22

弥生時代・
古墳時代308.2白鳥遺跡

（しらとりいせき）21

弥生時代・
古墳時代308.8寸志名遺跡

（すしないせき）20

古墳時代309.5仁王丸第８号古墳
（におうまるだい８ごうこふん）19

飛鳥時代311.0明連窯跡
（みょうれんかまあと）18

高田 IC 付近飛鳥時代314.0矢賀迫遺跡群
（やがさこいせきぐん）17

古墳時代315.8向井古墳
（むかいこふん）16

本郷 PA( 下り ) 付近古墳時代322.1宮谷古墳
（みやたにこふん）15

本郷 PA( 下り ) 付近古墳時代322.3塩瀬神社裏古墳
（しおせじんじゃうらこふん）14

古墳時代328.3金子古墳群
（かねここふんぐん）13

弥生時代・
古墳時代328.4塚迫遺跡群

（つかがさこせきぐん）12

古墳時代332.1別所第２号古墳
（べっしょだい２ごうこふん）11

安佐 SA( 下り ) 付近室町時代339.5金ノ口城跡
（かねのくちじょうあと）10

古墳時代362.5順正寺裏古墳群
（じゅんしょうじうらこふんぐん）   9

筒賀 PA付近弥生時代・
古墳時代363.2釡鋳谷遺跡

（かまいだにいせき）   8

筒賀 PA付近古墳時代363.3横路小谷古墳群
（よころこたにこふんぐん）   7

古墳時代364.0板迫山古墳群
（いたさこやまこふんぐん）   6

吉和 IC 接続路室町時代・
江戸時代376.6妙音寺原遺跡群

（みょうおんじばらいせきぐん）   5

吉和 SA付近室町時代379.5込山遺跡
（こみやまいせき）   4

縄文時代・
弥生時代380.1半坂遺跡

（はんさかいせき）   3

旧石器時代・
縄文時代382.5頓原遺跡

（とんばらいせき）   2

冠山トンネル付近一帯旧石器時代～
弥生時代385.0冠遺跡

（かんむりいせき）  1

備 考時 代場所
KP付近遺 跡 名番号備 考時 代場所

KP付近遺 跡 名番号

  1 冠遺跡 (旧石器時代)
　 見つかった石のヤリ先

  3 半坂遺跡 (縄文時代)
　 動物をつかまえる落とし穴

  4 込山遺跡 (室町時代)
　 石を敷いたお墓の基壇と石塔

  5 妙音寺原遺跡 (室町時代)
　 石を四角く積んだお墓の基壇

  7 横路小谷古墳群 (古墳時代)
　 溝で区切って並ぶ古墳

  8 釡鋳谷遺跡(古墳時代)
　 子どもを葬った石の棺

12 塚迫遺跡群 (弥生時代)
　 いくつも掘られた子どもを埋葬する穴

13 金子古墳群 (古墳時代)
　 死者を葬る石の棺

14 塩瀬神社裏古墳 (古墳時代)
　 横穴式石室の下半部

17 矢賀迫遺跡群 (飛鳥時代)
　 斜面を掘り込んで造った土器を焼く窯

18 明連窯跡 (飛鳥時代)
　 窯の床に残された土器

21 白鳥遺跡 (古墳時代)
　 石で蓋をした墓穴

中国自動車道　Site( 遺跡 )Navi.　①
ナビサイト （廿日市市～安芸高田市）

※KP( キロポスト )：中国自動車道の起点 ( 大阪府吹田 ) からの
　　　　　　　　　 距離。中央分離帯などに 100ｍごとに表示
　　　　　　　　　 されています。

（三次市）

（広島市）

（北広島町）

（安芸太田町）

（廿日市市）

（安芸高田市）

〈島根県〉

〈山口県〉

中国自動車道のルートに多くの遺跡がありました！
道路に表示されたＫＰ（キロポスト）を頼りに，２万年の旅に出ませんか？



東城 I C

庄原 I C

三次東 JCT・ I C

三次 I C

高田 I C

千代田 I C

23

24
25

26 27

28～32

33
34
35 36

37

38～41

42
43

44,45
46,47

東城 IC 付近古墳時代246.5川東遺跡
（かわひがしいせき）47

東城 IC 付近明治時代以降？246.6吉備津峯遺跡
（きびつみねいせき）46

弥生時代248.3牛川遺跡
（うしかわいせき）45

帝釈 PA( 下り ) 付近古墳時代249.2貞末谷第２号古墳
（さだすえだにだい２ごうこふん）44

帝釈 PA( 上り ) 付近弥生時代・
古墳時代250.1戸宇大仙山遺跡群

（とうだいせんやまいせきぐん）43

古墳時代260.0未渡大仙山第５号古墳
（みどだいせんやまだい５ごうこうふん）42

弥生時代・
古墳時代267.0大原１号遺跡

（おおはら１ごういせき）41

本村 PA( 上り ) 付近室町時代267.2大原２号遺跡
（おおはら２ごういせき）40

本村 PA( 上り ) 付近古墳時代267.3国重第１号古墳
（くにしげだい１ごうこふん）39

古墳～奈良時代267.8牛乗遺跡
（うしのりいせき）38

土取場・ルート外飛鳥時代・
室町時代

篠津原遺跡群
（しのつばらいせきぐん）37

古墳時代272.5月貞寺古墳群
（げっていじこふんぐん）36

古墳時代273.8発展古墳群
（はってんこふんぐん）35

古墳時代281.0大唱山古墳群
（おおなるやまこふんぐん）34

弥生時代・
古墳時代282.4田尻山古墳群

（たじりやまこふんぐん）33

古墳時代・
平安時代286.6羅漢遺跡群

（らかんいせきぐん）32

室町時代286.6古城山城跡
（こじょうやまじょうあと）31

室町時代287.3陣山城跡
（じんやまじょうあと）30

室町時代287.6天城山城跡
（てんじょうやまじょうあと）29

三次東 JCT 付近古墳時代288.5上四拾貫古墳群
（かみしじっかんこふんぐん）28

三次 IC 付近古墳時代293.0天狗松南第６号古墳
（てんぐまつみなみだい６ごうこふん）27

古墳時代・
室町時代294.9大久保遺跡群

（おおくぼいせきぐん）26

古墳時代297.0久々原第 10 号古墳
（くぐはらだい１０ごうこふん）25

江の川 PA( 上り ) 付近古墳時代299.0鞍ケ谷北古墳群
（くらがたにきたこふんぐん）24

室町時代300.0加井妻城跡
（かいづまじょうあと）23

備 考時 代場所
KP付近遺 跡 名番号備 考時 代場所

KP付近遺 跡 名番号

中国自動車道　Site( 遺跡 )Navi.　②
ナビサイト （三次市～庄原市）

※KP( キロポスト )：中国自動車道の起点 ( 大阪府吹田 ) からの
　　　　　　　　　 距離。中央分離帯などに 100ｍごとに表示
　　　　　　　　　 されています。

（三次市）

（安芸高田市）

（広島市）

（庄原市）
〈岡山県〉

〔発行：広島県立歴史民俗資料館（みよし風土記の丘ミュージアム）〕

23 加井妻城跡 (室町時代)
　 急斜面につくられた段（郭）

24 鞍ヶ谷北古墳群 (古墳時代)
　 並べて造られた石の棺

25 久々原第 10 号古墳 (古墳時代)
　 石室の床に敷き詰められた土器

28 上四拾貫古墳群 (古墳時代)
　 石を巡らせた円形の古墳

33 田尻山古墳群 (弥生時代)
　 四隅が飛び出した首長の墓

36月貞寺古墳群 (古墳時代)
　 並べて造られた石の棺

この石室はみよし風土記の丘にあります

37 篠津原遺跡群(飛鳥時代)
　 四角に加工した石を使った横穴式石室

41  大原 1号遺跡 (弥生時代)
　   竪穴住居の跡

42  未渡大仙山第 5号古墳 (古墳時代)
　  死者を埋葬する横穴式石室

43  戸宇大仙山遺跡群 (古墳時代)
　   円形の古墳

44  貞末谷第 2号古墳 (古墳時代)
　   横穴式石室の一部

45  牛川遺跡 (弥生時代)
　   墓穴とお供えの土器


