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91 27 遺物包含地 首塚遺跡 竹成字上翁 山林 古墳 4,000㎡。 昭和56年県圃試掘。

92

93 22 遺物包含地 永井A遺跡 永井字南砂川 水田 中世 50,000㎡。

94 22 遺物包含地 永井B遺跡 永井字北里ノ内 水田 中世 600㎡。

95 22 遺物包含地 永井遺跡 永井字滑川 水田 中世 1,000㎡。

96 15 遺物包含地 六谷西遺跡 小島字上六反 水田 奈良～ 3,000㎡。 須恵器片

97 22 遺物包含地 永井南遺跡 永井字東曽里美 畑 縄文～

98 9 遺物包含地 北山遺跡 田光字北山 畑 縄文 石錘･石鏃 昭和58年度県圃試掘。

99 4 寺院跡 光泉寺跡 田口字唐戸石 雑種地 室町
『光泉寺由緒記』近世金毘羅堂の基壇を
残す。

100 9 古墳 西畑古墳 田口字西畑 畑 古墳 須恵器･土師器片 藤原藤房基の伝説地。

101 8 寺院跡 堂垣内遺跡 田口字堂垣内 水田 室町 蛭塚 直径2m（井戸跡）。

102 8 寺院跡 田光清安寺跡 田光字清安寺 山林 室町 土塁･基壇･五輪塔･井戸。

103 8 遺物包含地 山田遺跡 田光字清安寺 山林 室町 常滑焼甕片 山田地蔵堂東。

104 8 寺院跡 九品寺跡 田光字石ヶ崎 雑種地 室町
さむらい松（老枯）「九品寺跡」の碑あ
り。

105 7 寺院跡 朝明寺跡 切畑字清水 山林 室町
桑名伝馬町『十念寺由緒』『戌年内検
帳』（1694年）切畑区有文書。

106 15 寺院跡 馬場薬師遺跡 榊字会下垣内 雑種地 室町 五輪塔･板碑 桑名入江町『大円寺由緒』。

107 19 寺院跡 引接寺跡 杉谷字尾高 山林 室町 山茶碗 尾高観音境内地。

108 14 寺院跡 長泉寺跡 杉谷字長泉寺 水田 室町 字名で長泉寺を残す。

109 14 集落跡 下江平遺跡 田光字下江平 水田 奈良～室町 須恵器･土師器
昭和62．63県圃発掘調査『下江平第1･2
次発掘調査報告書』。

110 14 遺物包含地 絵下垣内遺跡 榊字絵下垣内 畑 室町 昭和56年度県畜環試掘。

111 36 遺物包含地 山之東遺跡 下村字山之東 水田･畑 奈良～ 山茶碗･須恵器片 平成元年度県圃試掘。

112 35 墳墓 宿穪�塚遺跡 下村字榿 宅地 鎌倉 円墳。 下村集落センター地内。

113 9 遺物包含地 宮裏遺跡 小島字一色 畑 縄文 石鏃

114 9 古墳 鳥喰古墳 田光字鳥喰 畑 古墳 須恵器片 古墳石材畑の積石使用。

115 21 古墳 竹成一ツ塚古墳 竹成字一塚 山林 古墳 円墳。

116 28 遺物包含地 若狭屋敷遺跡 池底字赤坂 畑 古墳 土塁（円墳？）。

117 14 古墳 長者屋敷古墳 杉谷字上釘貫 山林 古墳 円墳。 鉄刀石室石材散逸。

118 20 古墳 七ツ塚古墳群第5号墳 千草字奥郷 畑 古墳 円墳。 堤瓶マウンド消滅。

119 16 古墳 火塚古墳群第2号墳 小島字東畑 畑 古墳 円墳。 マウンド消滅。

120 16 古墳 火塚古墳群第3号墳 小島字東畑 畑 古墳 円墳。 マウンド消滅。

121 30 遺物包含地 天狗の踊り場遺跡 千草字不動ヶ岳 山林 縄文 石鏃

122 28 古墳 野添御飯山古墳 川北字野添 山林 古墳 マウンド消滅。

123 28 遺物包含地 前野遺跡 永井字前野 山林 縄文 俗称矢の根石。

124 3 遺物包含地 西行庵跡 田口字梅ヶ谷 山林 室町 北方20mに2本の石碑あり。

125 16 遺物包含地 勝部A遺跡 田光字勝部 畑 奈良 土師器片･須恵器片

126 16 遺物包含地 勝部B遺跡 田光字勝部 畑 奈良 土師器片･須恵器片

127 25 遺物包含地 竹谷遺跡 千草字竹谷 山林 弥生 土師器壺

128 20 古墳 黒石原古墳群第12号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳。

129 20 古墳 黒石原古墳群第13号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳。

130 20 古墳 黒石原古墳群第14号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳。

131 20 古墳 黒石原古墳群第15号墳 杉谷字黒石原 山林 古墳 円墳。

132 14 古墳 江平古墳群第12号墳 田光字上江平 畑 古墳 円墳。 須恵器高坏マウンド消滅。

133 14 古墳 江平古墳群第13号墳 田光字上江平 畑 古墳 円墳。 マウンド消滅。

134 14 古墳 江平古墳群第14号墳 田光字上江平 畑 古墳 円墳。 マウンド消滅。

135 27 遺物散布地 椋ノ木遺跡 池底 水田 中近世

136 33 遺物散布地 鈴山遺跡 音羽 山林 縄文
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