
図面番号 遺　　跡　　名 種　別 時　　代 所　　在　　地
  1 南条遺跡群 集落址 縄文～平安 大字南条
　 　 ー1 南条遺跡群　東裏遺跡 集落址 弥生～平安 大字南条字東裏
　 　 ー2 南条遺跡群　御殿裏遺跡（鼠宿） 集落址 弥生～平安 大字南条字御殿裏
　 　 ー3 南条遺跡群　百々目利遺跡 集落址 弥生～平安 大字南条字百々目利
　 　 ー4 南条遺跡群　中町遺跡（新地） 集落址 弥生～平安 大字南条字中町
　 　 ー5 南条遺跡群　田町遺跡 集落址 弥生～平安 大字南条字田町
　 　 ー6 南条遺跡群　廻り目遺跡 集落址 弥生～平安 大字南条字廻り目
　 　 ー7 南条遺跡群　塚田遺跡（田端） 集落址 弥生～平安 大字南条字塚田
　 　 ー8 南条遺跡群　青木下遺跡 祭祀址・集落址 縄文～平安 大字南条字青木下
 2 金井西遺跡群 集落址 縄文～平安 大字南条
　 　 ー1 金井西遺跡群　金井遺跡 集落址 縄文～平安 大字南条字西町金井
　 　 ー2 金井西遺跡群　社宮神遺跡（金井西） 集落址 縄文～平安 大字南条字社宮神
　 　 ー3 金井西遺跡群　並木下遺跡 集落址 縄文～平安 大字南条字並木下
 3 金井東遺跡群 集落址 縄文～平安 大字南条
　 　 ー1 金井東遺跡群　保地遺跡 集落址 縄文～平安 大字南条字保地
　 　 ー2 金井東遺跡群　山金井遺跡 集落址 縄文～平安 大字南条字山金井
　 　 ー3 金井東遺跡群　大木久保遺跡（南条小学校敷地） 集落址 縄文～平安 大字南条字大木久保
　 　 ー4 金井東遺跡群　酒玉遺跡 集落址 縄文～平安 大字南条字酒玉
 4 栗ケ谷古墳 古　墳 古墳 大字南条字栗ケ谷
 5 社宮神経塚 経　塚 中世 大字南条字社宮神
 6 町横尾遺跡 集落址 縄文～平安 大字南条字古田町ほか
 7 北畑古墳 古　墳 古墳（後期） 大字南条字北畑
 8 中之条遺跡群 集落址 縄文～平安 大字中之条
　 　 ー1 中之条遺跡群　寺浦遺跡 集落址 縄文～平安 大字中之条字寺浦
　 　 ー2 中之条遺跡群　上町遺跡 集落址 弥生～平安 大字中之条字上町
　 　 ー3 中之条遺跡群　東町遺跡 集落址 弥生～平安 大字中之条字東町
　 　 ー4 中之条遺跡群　北浦遺跡 集落址 縄文～平安 大字中之条字北浦
　 　 ー5 中之条遺跡群　宮上遺跡　 集落址 弥生～平安 大字中之条字宮上
　 　 ー6 中之条遺跡群　北川原遺跡 集落址 縄文～中世 大字中之条字北河原
 9 南条塚穴古墳（塚穴古墳） 古　墳 古墳（後期） 大字南条字塚穴
 10 谷川古墳群 古　墳 古墳（後期） 大字南条
　 　 ー1 谷川古墳群　入横尾支群　向田古墳 古　墳 古墳（後期） 大字南条字向田
　 　 ー2 谷川古墳群　入横尾支群　刈塚古墳 古　墳 古墳（後期） 大字南条字宮上
 11 入横尾遺跡 散布地 平安 大字南条字日影ほか
 12 谷川古墳群　上原支群 古　墳 古墳（後期） 大字南条字上原
 13 前原墳墓群 墳　墓 中世～近世 大字南条字前原ほか
 14 御堂川古墳群　山口支群 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字山口
 15 山崎遺跡 散布地 縄文 大字中之条字山崎ほか
 16 御堂川古墳群　山崎支群 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字山崎ほか
 17 御堂川古墳群　前山支群 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山ほか
　 　 ー1 御堂川古墳群　前山1号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー2 御堂川古墳群　前山2号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー3 御堂川古墳群　前山3号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー4 御堂川古墳群　前山4号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー5 御堂川古墳群　前山5号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー6 御堂川古墳群　前山6号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー7 御堂川古墳群　前山7号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー8 御堂川古墳群　前山8号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー9 御堂川古墳群　前山9号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字前山
　 　 ー10 御堂川古墳群　前山10号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
　 　 ー11 御堂川古墳群　前山11号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
　 　 ー12 御堂川古墳群　前山12号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
　 　 ー13 御堂川古墳群　前山13号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
　 　 ー14 御堂川古墳群　前山14号墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
 18 御堂川古墳群　東平支群　二塚古墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字東平ほか
 19 御堂川古墳群　山田支群 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字山田
 20 豊饒堂遺跡（山崎北遺跡） 集落址 縄文～弥生 大字中之条字豊饒堂ほか
 21 開畝遺跡 集　落 弥生～平安 大字中之条字開畝
 22 人塚古墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字西平
 23 四ツ屋遺跡群 集落址 縄文～中世 大字坂城字四ツ屋ほか
 24 戌久保遺跡 集落址 古墳～平安 大字坂城字戌久保
 25 入田遺跡 散布地 奈良～平安 大字坂城字入田
 26 塚内古墳（御所沢古墳） 古　墳 古墳（後期） 大字坂城字入田
 27 金比羅山遺跡 散布地 縄文～平安 大字坂城字半月、登城口
 28 蓬平経塚 経　塚 中世 大字坂城字蓬平



図面番号 遺　　跡　　名 種　別 時　　代 所　　在　　地
 29 岡の原窯跡 窯　跡 平安 大字坂城字土井ノ入
 30 込山遺跡群 集落址 縄文～平安 大字坂城
　 　 ー1 込山遺跡群　込山A遺跡（水上） 集落址 縄文～平安 大字坂城字水上
　 　 ー2 込山遺跡群　込山B遺跡（社宮神） 集落址 縄文～平安 大字坂城字社宮神
　 　 ー3 込山遺跡群　込山C遺跡（込山） 集落址 縄文～平安 大字坂城字込山
　 　 ー4 込山遺跡群　込山D遺跡（横町） 集落址 縄文～平安 大字坂城字横町
　 　 ー5 込山遺跡群　込山E遺跡（立町） 集落址 縄文～平安 大字坂城字立町
 31 日名沢遺跡群 集落址 弥生～平安 大字坂城
　 　 ー1 日名沢遺跡群　日名沢遺跡 集落址 弥生～平安 大字坂城字日名沢
　 　 ー2 日名沢遺跡群　丸山遺跡 集落址 弥生～平安 大字坂城字丸山
 32 土井ノ入窯跡 窯　跡 奈良～平安 大字坂城字土井ノ入
 33 平林遺跡 散布地 縄文 大字坂城字平林
 34 垣外窯跡 窯　跡 平安 大字坂城字菊平
 35 平沢遺跡 散布地 縄文 大字坂城字平沢
 36 和平遺跡群 集落址、散布地 縄文～平安 大字坂城字和平
　 　 ー1 和平遺跡群　和平A遺跡 集落址 縄文～平安 大字坂城字和平
　 　 ー2 和平遺跡群　和平B遺跡 散布地 弥生 大字坂城字和平
　 　 ー3 和平遺跡群　和平C遺跡 散布地 平安 大字坂城字和平
 37 金比羅山古墳 古　墳 古墳（後期） 大字坂城字半月　
 38 村上氏館跡 城館跡 中世 大字坂城字木の下
 39 馬の背遺跡 散布地 縄文 大字坂城字笹の平
 40 北日名経塚 経　塚 中世 大字坂城字小安場
 41 北日名塚穴古墳群 古　墳 古墳（後期） 大字坂城字横越根
　 　 ー1 北日名塚穴1号墳 古　墳 古墳（後期） 大字坂城字横越根
　 　 ー2 北日名塚穴2号墳 古　墳 古墳（後期） 大字坂城字横越根
 42 梅ノ木遺跡 散布地 縄文 大字坂城字丸山
 43 栗田窯跡 窯　跡 奈良 大字坂城字栗田
 44 葛尾城跡 城館跡 中世 大字坂城
 45 出浦沢古墳群 古　墳 古墳（後期） 大字上平字出浦
　 　 ー1 出浦沢古墳群　出浦支群1号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字出浦
　 　 ー2 出浦沢古墳群　出浦支群2号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字出浦
　 　 ー3 出浦沢古墳群　出浦支群3号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字出浦
　 　 ー4 出浦沢古墳群　出浦支群4号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字出浦
　 　 ー5 出浦沢古墳群　出浦支群5号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字出浦
　 　 ー6 出浦沢古墳群　島支群1号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字島
　 　 ー7 出浦沢古墳群　島支群2号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字島
 46 島遺跡 集落址 弥生～平安 大字上平字島
 47 福沢古墳群 古　墳 古墳（後期） 大字上平字小野沢
　 　 ー1 福沢古墳群　小野沢支群1号墳（御厨社古墳） 古　墳 古墳（後期） 大字上平字小野沢
　 　 ー2 福沢古墳群　小野沢支群2号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字小野沢
　 　 ー3 福沢古墳群　小野沢支群3号墳（ヤックラ古墳） 古　墳 古墳（後期） 大字上平字小野沢
　 　 ー4 福沢古墳群　小野沢支群4号墳 古　墳 古墳（後期） 大字上平字小野沢
 48 小野沢遺跡 集落址 弥生～平安 大字上平字小野沢
 49 福沢古墳群　越堂支群 古　墳 古墳（後期） 大字網掛字越堂
 50 福泉寺裏古墳 古　墳 古墳（後期） 大字網掛字前山
 51 狐落城跡 城館跡 中世 大字網掛字上手山
 52 三水城跡 城館跡 中世 大字網掛字五狭
 53 開畝製鉄遺跡 製鉄跡 中世 大字中之条字開畝
 54 込山廃寺跡 寺院跡 平安 大字坂城字込山
 55 観音平経塚 経　塚 中世 大字坂城字観音平
 56 栗田小鍛冶跡 製鉄跡 中世 大字坂城字栗田
 57 塩之原遺跡 集落址 奈良～平安 大字坂城字湯之入ほか
 58 南日名遺跡 集落址 弥生～平安 大字坂城字南日名
 59 葛尾城根小屋跡 城館跡 中世 大字坂城字山の神
 60 姫城跡 城館跡 中世 大字坂城字山寺
 61 坂木代官所跡 屋敷跡 近世 大字坂城字横町
 62 田町遺跡群 散布地 古墳～平安 大字坂城字鍛治裏ほか
 63 御所沢墳墓群 墳　墓 中世 大字坂城字御所沢
 64 雷平窯跡 窯　跡 平安 大字坂城字風越ほか
 65 中之条石切場跡 採掘跡 近世 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
 66 砥沢古墳 古　墳 古墳（後期） 大字中之条字開畝
 67 中之条代官所跡 屋敷跡 近世 大字中之条字西町
 68 屼岨窯跡 窯　跡 平安 大字中之条字屼岨（ゴッソ）
 69 観音坂城跡 城館跡 中世 大字南条字城坂
 70 南鯉の川遺跡（吉祥寺跡） 散布地寺院跡 奈良～中世 大字南条字南鯉の川
 71 口留番所跡 屋敷跡 近世 大字南条字会地



図面番号 遺　　跡　　名 種　別 時　　代 所　　在　　地
 72 和合城跡 城館跡 中世 大字南条字赤岩
 73 高ツヤ城跡 城館跡 中世 大字南条字陣馬鳥越山
 74 虚空蔵山城跡 城館跡 中世 大字南条字太郎山
 75 地獄沢黄鉄鉱採掘跡 採掘跡 近世 大字南条字太郎山
 76 籠岩遺跡 散布地 平安 大字上平字小野沢
 77 出浦城跡 城館跡 中世 大字上平字出浦
 78 上五明条里水田址 水田址 平安～近世 大字上五明字塚田ほか
 79 出浦遺跡 集落址 縄文～平安 大字上平字出浦
 80 村上氏館跡 城館跡 中世 大字上平字島
 81 福沢氏居館跡 城館跡 中世 大字網掛字福沢
 82 小野沢窯跡 窯　跡 奈良～平安 大字上平字小野沢
 83 福沢古墳群 古　墳 古墳（後期） 大字網掛字五狭
　 　 ー1 福沢古墳群　五狭支群1号墳 古　墳 古墳（後期） 大字網掛字五狭
　 　 ー2 福沢古墳群　五狭支群2号墳 古　墳 古墳（後期） 大字網掛字五狭
　 　 ー3 福沢古墳群　五狭支群3号墳 古　墳 古墳（後期） 大字網掛字五狭
 84 荒宿遺跡 集落址 縄文～平安 大字網掛字荒宿
 85 網掛原遺跡 集落址 縄文～平安 大字網掛字原
 86 祭祀跡 祭祀跡 平安 大字上平字島
 87 島黄銅鉱採掘跡 採掘跡 近代 大字上平字島
 88 島マンガン鉱採掘跡 採掘跡 近代 大字上平字島
 89 上平黄銅鉱採掘跡 採掘跡 近代 大字上平字小網
 90 横吹北国街道跡 街道跡 近世 大字坂城字山寺
 91 薩摩氏居館跡伝承地 城館跡 中世 大字坂城字鎌倉ほか
 92 小山製鉄遺跡 製鉄跡・集落址 縄文～中世 大字坂城字小山
 93  ー1 東平古墳（1号墳） 古　墳 古墳 大字中之条字開畝
 93  ー2 東平古墳（2号墳） 古　墳 古墳 大字中之条字開畝
 94 西教寺跡地伝承地 寺院跡 平安～中世 大字網掛字越堂



遺跡範囲

遺跡推定範囲

古墳（ 現存し ているも の）

古墳（ 消滅し てし まっ たも の）

地点遺跡

城館跡

館、 寺院遺跡推定範囲

採掘跡

街道跡

遺跡範囲縮小部分

集落址
土器・石器の出土が多く、住居
を造り生活した所

散布地 土器や石器の散布がみられる所
古　墳 古墳時代の墓 発行　 坂城町教育委員会
経　塚 経を紙や石に書き埋めた所
墳　墓 古墳時代以外の墓 （ 問合せ先）
窯　跡 土器を焼いた窯の跡 〒389-0601
城館跡 城や館のあった所 長野県埴科郡坂城町大字坂城6362－1番地
製鉄跡 鉄を作った所 坂城町文化財センタ ー
寺院跡 寺や神社のあった所 坂城町教育委員会教育文化課文化財係
屋敷跡 江戸時代の屋敷のあった所 　 令和元年（ 2019年） ８ 月
採掘跡 石材や鉱石を掘った所 　 　 　 TEL( 0268) -82-1109
水田址 昔の田んぼのあと 　 　 　 FAX( 0268) -82-1112
街道跡 北国街道跡 E-mai l  bunkazai @t own. sakaki . nagano. j p

◎遺跡を保護し 、 後世に伝えるためにみなさ んのご協力をお願いし ます。
◎図面番号75は図面に入っ ていません。

凡　 　 例

種別の見方
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