
番　号 地　図 種　別 名　　　称 所　在　地 地　目 時　代 規模・現状・遺構 遺　　物 備　　考

1 8 古　墳 一色古墳群第1号墳 田光字一色 山林 古墳 円墳 直径10m 高さ2m。 『田光根元記』。

2 8 古　墳 一色古墳群第2号墳 田光字一色 山林 古墳 円墳 直径10m 高さ2m。 『田光根元記』。

3 14 遺物包含地 夏至花遺跡 杉谷字夏至花 畑 弥生 石斧7 土器片(壺・高杯・台付甕) 『夏至花出土品』後藤二三郎著 昭26。

4 19 遺物包含地 尾高遺跡 杉谷字尾高 山林 奈良～平安 須恵器・土器片(土師質)

5 20 遺物包含地 高塚遺跡 杉谷字高塚 畑 土器片・石匙・石鏃
『三重考古図録』三重県 昭29
『伊勢湾をめぐる文科史』中部日本新聞
社 昭36。

6

7 20 古墳 高塚古墳群第1号墳 杉谷字高塚 墓地 古墳
円墳 直径NS13.5m×EW16m 高さ
2m。

『三重県三重郡朝上村古墳誌』鈴木敏雄
著 大8　墳上に碑石あり。

8 20 古墳 高塚古墳群第2号墳 杉谷字高塚 墓地 古墳
円墳 直径NS19m×EW15m 高さ
2.5m。

7に記載　服部建材の砂利置き場として
半壊。

9 20 古墳 高塚古墳群第3号墳 杉谷字高塚 墓地 古墳 円墳 直径10m 高さ2m。 7に記載。

10 20 古墳 高塚古墳群第4号墳 杉谷字高塚 墓地 古墳 円墳 直径10m 高さ2m。 7に記載。

11 20 古墳 高塚古墳群第5号墳 杉谷字高塚 墓地 古墳 円墳 1/4欠損。 7に記載。

12 20 遺物包含地 黒石原遺跡 杉谷字黒石原 畑 弥生 石斧2 土器片(壺) 『三重考古図録』。

13 20 古墳 黒石原古墳群第1号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径13.5m 高さ1.7m。 墳頂に七ツ塚の碑あり。

14 20 古墳 黒石原古墳群第2号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径15m 高さ1.5m。 石室破壊 1号墳東6m。

15 20 古墳 黒石原古墳群第3号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径14.5m 高さ1m。 石室破壊 2号墳東5m。

16 20 古墳 奥郷浦古墳群第1号墳 千草字奥郷浦 山林 古墳 円墳 直径19m 高さ2.4m。 須恵器多数・銅環
『文化財だより』創刊号 菰野町教育委
員会 昭62。

17 20 古墳 奥郷浦古墳群第2号墳 千草字奥郷浦 山林 古墳 円墳 直径17m 高さ1.5m。 「山神」の碑あり 16に記載。

18 20 古墳 奥郷浦古墳群第3号墳 千草字奥郷浦 山林 古墳 円墳 直径10m 高さ1.5m。 16に記載。消滅。

19 21 遺物包含地 高原遺跡 永井字下雁沢 山林 縄文 石斧・石鏃消滅。

20

21 26 古墳 七ツ塚古墳群第1号墳 千草字七塚 山林 古墳
円墳 直径NS16.5m×EW11.8m 高
さ2m。

22 35 古墳 飛塚古墳 大強原字柳ヶ坪 水田 古墳 直径21.6m×23.4m。 銅鏡・勾玉・管玉・鉄刀 俗称 首人塚・遠見塚。

23 9 遺物包含地 東北山A遺跡 田光字東北山 畑 縄文 石鏃・スクレイパー・剥片

24 9 遺物包含地 東北山遺跡 田光字東北山 畑 縄文 200㎡。 チャート製剥片

25 9 城跡 田光城跡 田光字城山 山林 室町 土塁・空濠・石組・井戸。 常滑焼甕

26 7 遺物包含地 城の尾遺跡 田光字城の尾 畑 縄文 チャート製フレイク 八風牧場牧草地。

27 7 城跡 切畑城跡 切畑字猿ヶ尻 山林 中世 土塁・空濠。 陶器片(甕)・土師器片

28 7 遺物包含地 南山遺跡 切畑字南山 畑 縄文 石鏃・石斧

29 14 寺院跡 観音寺跡 杉谷字北谷 山林 中世 礎石。 平瓦破片

30 14 遺物包含地 北谷遺跡 杉谷字北谷 水田 中世 土師器片

31 14 墳墓 杉谷中世墓跡 杉谷字南谷 山林・墓地 鎌倉 火葬穴。 古瀬戸・常滑焼壺等
「三重県三重郡菰野町杉谷中世墳墓出土の
陶器」陶説144古江信著 昭45年2月17日 県
指定史跡。

32 14 城跡 杉谷城跡 杉谷字殿上 山林 中世 土塁・空濠。 五輪石・土師器片

33 14 遺物包含地 矢倉遺跡 杉谷字矢倉 畑 弥生 石斧 3に記載。

34 20 遺物包含地 出合遺跡 杉谷字出合 畑 弥生 磨製石斧 3に記載。

35 20 古墳 黒石原古墳群第4号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径9m 高さ1m。 盗掘痕　3号墳東15mに位置する。

36 20 古墳 黒石原古墳群第5号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径8m 高さ1m。
石室痕　石材散乱　4号墳東2mに位置す
る。

37 20 古墳 黒石原古墳群第6号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径15m 高さ2m。
石室　石材散乱　5号墳東北東25mに位置
する。

38 20 古墳 黒石原古墳群第7号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径11m 高さ1.2m。
石室　石材散乱　6号墳の北浅い谷を隔
てて対向する。

39 20 古墳 黒石原古墳群第8号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳 直径16m 高さ1.8m。 盗掘痕7号墳の東27mに位置する。

40 28 古墳 御飯山古墳 大強原字狐塚 山林 古墳
円墳 直径NS9m×EW11m 高さ
1.3m。

松山工業団地調整池堰堤。標柱消滅。

41 28 古墳 狐塚古墳 大強原字狐塚 宅地 古墳 消滅墳。 昭58年試掘。

42 20 遺物包含地 草里野遺跡 千草字草里野 畑 縄文 剥片・縄文土器片(無紋) 字俗称矢の根石。

43 21 遺物包含地 一ツ塚古墳 千草字一ツ塚 水田 古墳 消滅墳。

44 26 古墳 七ツ塚古墳群第2号墳 千草字七塚 宅地 古墳 円墳 直径7.5m 高さ2.25m。 1号墳西30m民家を挟んで対向する。

45 26 遺物包含地 金ヶ原遺跡 千草字金ヶ原 畑 縄文 400㎡。 石鏃・剥片
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