
遺跡地名表

№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

１ 長野古墳 古 墳 物集女町長野乙１ 丘陵 円墳 古墳後期 消滅 府地図(1972)

２ 長野古墓 古 墓 物集女町長野乙２ 丘陵 木炭敷 木槨墓 全長1.8ｍ 幅0.9ｍ 装身具類（鏡 簪 丸玉） 工具類（鉄 平安前期 消滅 府史(4)

釘） 須恵器

３ 中海道遺跡 集落跡 物集女町中海道、御所 丘陵緩斜面、段丘・下位面、扇状地 軒丸瓦・軒平瓦・瓦・縄文土器 弥生 旧石器 市(3･13)

海道、羽子田、ヲサン 縄文晩期 土壙 土器 韓式土器 土師器 須恵器 黒色土 ～近世

田、クズ子、北ノ口、 弥生中期 土壙 器 緑釉陶器 灰釉陶器 瓦器 陶器 磁

堂ノ前、森ノ上、森ノ 弥生後期 竪穴住居 柱穴 土壙 溝 器 石製品（砥石・石核・尖頭器状石

下、中条、五ノ坪 弥生末～古墳前期 竪穴住居 土壙 溝 器） 鉄斧 刀子

古墳前期 竪穴住居 土壙 溝

古墳後期 竪穴住居 土壙

奈良 掘立柱建物 柵列 柱穴 溝

平安 掘立柱建物 土壙 溝

中世 掘立柱建物 井戸 土壙

江戸以降 井戸 溝

４ 長野乙古墳群 古墳群 物集女町長野乙３ 丘陵 円墳：群集墳 古墳後期 消滅 府史(1)

５ 東山古墳群 古墳群 物集女町長野丙 丘陵 円墳：群集墳 埴輪 古墳後期 消滅 府史(1)

-1 東山１号墳

-2 東山２号墳

-3 東山３号墳

-4 東山４号墳 西京区大枝南福西町 円墳：径39.6ｍ 高11.6ｍ 葺石 埴輪 周濠

-5 東山５号墳

-6 東山６号墳 物集女町長野丙

６ 南条古墳群 古墳群 物集女町南条 丘陵 ・扇状地 群集墳 古墳中 市史（上）

-1 南条１号墳 ～後期 消滅 府地図(1972)

-2 南条２号墳 消滅

-3 南条３号墳 円墳：径23.5ｍ 高3.5ｍ 葺石 埴輪 須恵器 埴輪（円・朝顔） 古墳中期 半壊

-4 南条４号墳 消滅

-5 南条５号墳 消滅

-6 南条６号墳 消滅

-7 南条７号墳 消滅

７ 恵美須山古墳 古 墳 物集女町 丘陵 円墳：径15ｍ 高３ｍ 粘土槨 変形方格規矩八獣形文鏡・四獣形文鏡 古墳中期 消滅 府史(1)



№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

８ 物集女車塚古墳 古 墳 物集女町南条１―１ 段丘・下位面 横穴式石室：装身具類（冠・耳環・空 古墳後期 完存 市(12･16･23･

前方後円墳：全長43.0～48.0ｍ 後円部径31.0 玉・小玉・管玉・トンボ玉・なつめ玉 40)

ｍ 高7.0～8.9ｍ 前方部幅38.0ｍ 高6.8～8.0 ・臼玉）武器類（刀装具・三輪玉・刀

ｍ ２段築成 葺石 埴輪列 片袖式横穴式石室 鞘金具・環頭部金具・大刀・小刀・木

全長10.9ｍ 玄室長5.1ｍ 幅2.4～2.8ｍ 高約3. 製刀鞘・刀子・刀子把・矛・石突・鏃

0ｍ 羨道長5.8ｍ 幅1.3～1.5ｍ 高1.6～1.7ｍ ）馬具類（轡・鞍金具・磯金具・・・

組合せ式家形石棺 組合せ式用途不明石材 鋲・雲珠・辻金具・・具・馬鐸・杏葉

長持型石棺・側石材か（「龍山石」製） ・鈎舌金具） 石枕 土師器 須恵器 墳

墳丘：埴輪（円筒・朝顔・形象） 須

恵器

９ 芝山１号墳 古 墳 寺戸町芝山 丘陵 円墳 古墳 消滅 府史(12)

10 芝山２号墳 古 墳 寺戸町芝山 丘陵 前方後円墳か 古墳 消滅 府史(4･21)

11 寺戸大塚古墳 古 墳 寺戸町芝山 丘陵 後円部石室：装身具類（三角縁三神三 古墳前期 半壊 府史(4･21)

前方後円墳：全長98.0ｍ 後円部径54.0ｍ 高9. 獣鏡・三角縁銘帯四神四獣鏡･勾玉･管 史林(54ｰ6)

8ｍ 前方部幅45.0ｍ 残高3.0ｍ 後円部３段・ 玉）石製模造品類（石釧） 武器類（

前方部２段築成 葺石 埴輪列 後円部竪穴式石 刀・剣） 工具類（鎌・斧・刀子） 埴

室 長6.45ｍ 幅0.76～0.85ｍ 高1.6ｍ 割竹形 製合子

木棺 長6.25ｍ 前方部竪穴式石室 長5.2ｍ 幅0 前方部石室：装身具類（半肉彫七獣帯

.9～1.0ｍ 高1.3ｍ 鏡・三角縁獣帯三神三獣鏡・方格乳文

鏡・管玉） 石製模造品類（紡錘車形

・琴柱形） 武器類（鉄刀・剣・鏃）

工具類（斧・・・刀子） 埴輪（円・

朝顔）

12 芝山３号墳 古 墳 寺戸町芝山 丘陵 円墳？ 組合式家形石棺 古墳 消滅 府地図(1972)

13 芝山４号墳 古 墳 寺戸町芝山 丘陵 前方後円墳か 古墳 消滅 府地図(1972)

14 妙見山古墳 古 墳 寺戸町芝山 丘陵 前方後円墳：全長114.0ｍ 後円部径69.0 後円部石室：装身具類（管玉） 石製 古墳前期 消滅 府史(3･21)

ｍ 高8.0ｍ 前方部幅58.0ｍ 高5.0ｍ 葺石 埴 模造品類（紡錘車形） 武器類（刀・ 史林(54ｰ6)

輪列後円部竪穴式石室：長3.4ｍ 幅0.9ｍ 高1. 剣・矛・鏃） 武具類（小札） 工具類

9ｍ前方部粘土槨：長6.5ｍ 幅2.7ｍ 割竹形木 斧・鑿） 筒形銅器

棺長5.1ｍ 前方部粘土槨：三角縁獣帯三神三獣鏡

15 西垣内古墳 古 墳 寺戸町西垣内 丘陵 円墳：刳抜式家形石棺身 須恵器 古墳後期 消滅 京都考古(15)



№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

16 宝菩堤院廃寺 寺院跡 寺戸町西垣内・西野 丘陵～段丘・下位面 軒丸瓦 軒平瓦 平瓦 ・ 土師器 須恵 白鳳 市(5･20)

東西２町 南北２町 法起寺式 器 陶器（二彩・緑釉） 黒色土器 墨 ～室町

白鳳時代の創建 塔（心礎・礎石）が残る 書土器 国宝・木造菩薩半跏像（宝菩

平安 井戸状土壙 溝 提院蔵）

17 芝山ノ内古墳 古 墳 寺戸町芝山ノ内 丘陵 円墳：径15.0～20.0ｍ 粘土槨か？ 装身具類（画文帯環状乳神獣鏡） 古墳前期 消滅 府史(12)

18 大牧１号墳 古 墳 寺戸町大牧 丘陵 円墳か？ 土師質亀甲形陶棺 古墳後期 消滅 府史(5)

19 大牧２号墳 古 墳 寺戸町大牧 丘陵 陶棺 古墳後期 消滅 府史(5)

20 五塚原古墳 古 墳 寺戸町大牧 丘陵 前方後円墳：全長94.0ｍ 後円部径54.0 古墳前期 完存 府史(5)府

ｍ 高8.5ｍ 前方部幅36.0ｍ 4.0ｍ くびれ部 1968)､

幅18.0ｍ 葺石 後円部・前方部に墓壙 王陵(1981)

21 北山古墳 古 墳 向日町北山 段丘・上位面 装身具類（三角縁銘帯四神四獣鏡） 古墳前期 消滅 府史(2)

前方後円墳か：後円部に竪穴式石室 武器類（刀剣）

22 元稲荷古墳 古 墳 向日町北山 段丘・上位面 武器類（刀・剣・鏃・槍・矛・石突） 古墳前期 半壊 府史(2･23)

前方後方墳：全長94.0ｍ 後方部一辺52.0ｍ 高 工具類（斧・・・錐・針） 土師器 埴 史林(54ｰ6)

7.0ｍ 前方部幅46.0ｍ 高3.0ｍ 葺石 後方部竪 輪（器台形・壷形）

穴式石室 長5.6ｍ 幅1.0～1.3ｍ 高1.9ｍ

23 稲荷社古墳 古 墳 向日町北山 段丘上位面 円墳：径23.0ｍ 高2.0ｍ 土師器 古墳 半壊 府史(2)

24 長岡京跡 都城跡 寺戸町、向日町、森本 長岡宮：丘陵～段丘・下位面～氾濫原 東西1.0 軒丸瓦 軒平瓦 セン 鬼瓦 鴟尾 道具 長岡京期 ﾆｭｰｽ(23)･

町、鶏冠井町、上植野 ㎞ 南北1.6㎞ 礎石建物 掘立柱建物 瓦平・丸瓦 土師器 須恵器 陶器（二 （784～ 市(20)掲載

町、長岡京市、大山崎 石敷 築地 柵列 井戸 土壙 溝 池 彩・緑釉） 黒色土器 墨書人面土器 794年） の文献一覧参

町、京都市の一部 長岡京：右京 丘陵～段丘上・中位面～扇状地 製塩土器 石製品（巡方・丸鞆・砥 照

～氾濫原 石）木製品（食器・容器） 木製品

左京 段丘下位面～氾濫原 （服飾具・文具・工具・農耕具・祭祀

京域 東西4.2㎞ 南北5.3km 掘立柱建 具・紡織具・建築部材・遊戯具） 金

物 築地 柵列 井戸 土壙 溝 属製品（銭貨・武器・工具・文房具・

祭祀具・部材・サス・鑰・鍵・鍔・

鏡） 土製品（土馬・ﾐﾆﾁｭｱｶﾏﾄﾞ・人形

・土錘・紡錘車・鋳型・製鉄炉壁体）

文字資料（漆紙文書・木簡・墨書土

器・線刻土器・文字瓦）



№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

25 森本遺跡 集落跡 寺戸町梅ノ木、二枚田 段丘下位面～氾濫原 縄文土器 弥生土器 土師器 須恵器 人 縄文後期 市(10)

、東野辺、岸ノ下、森 縄 文 旧河道 包含層 面土器 石製品（石鏃・石錐・石庖丁 ～古墳 森本概報(19

本町下森本、山開、薮 弥生前期 旧河道 ・環状石斧・太型蛤刃石斧・砥石） 70)

路、前田、天神ノ森 弥生中期 水路 竪穴住居 土壙 溝 木製品（弓・農具） 金属製品（銅 府(1971)

弥生後期 水路 鏃） 府セ(1983)

古墳後期 竪穴住居 市(29)

26 狐山古墳 古 墳 鶏冠井町十相 氾濫原 円墳：径7.5～8.5ｍ 高1.6ｍ 古墳 半壊 府地図(1972)

27 鶏冠井遺跡 集落跡 鶏冠井町十相、馬司、 氾濫原 縄文土器 弥生土器 土師器 石製品（ 縄文中期 鶏冠井概報(1

七反田、石橋、西金村 縄文晩期 柱穴 土壙 土器溜り 旧河道 銅鐸鋳型［菱環鈕式］・管玉未製品・ ～古墳前 965)

、南金村、小深田、上 弥生前期～中期 土壙 溝 道路状遺構 石鏃・石錐・石皿・凹み石・石庖丁・ 期 市(10･11･32)

古 堰 橋 旧河道 扁平片刃石斧・太型蛤刃石斧・柱状片 情(18)

弥生中期 竪穴住居跡 土壙 溝 刃石斧・石小刀・石核・砥石） 木製 ｼﾞｬｰﾅﾙ(210)

方形周溝墓 品（農具・椀・槽・石斧の柄・高杯・

古墳前期 旧河道 手網・ヤス）

28 物集女城跡 城館跡 物集女町中条 丘陵～段丘・下位面 土師器 須恵器 瓦器 室町 市史（上）

東西100.0ｍ 南北75.0ｍ 土塁：幅12.0ｍ

高1.0～1.5ｍ 濠：幅5.0～10ｍ 深1.0ｍ 主

郭・副郭に分かれる 北辺中央に土壇状高まり

南東隅に出入口か

29 寺戸城跡 城館跡 寺戸町古城、西野 段丘・中位面 室町 市史（上）

30 石田遺跡 集落跡 森本町石田、鶏冠井町 氾濫原 縄文土器 弥生土器 石製品（石鏃・太 縄文後・ 府(1977)

十相、一ノ坪、小柳、 縄文後期 土壙 サヌカイト剥片集積遺構 型蛤刃石斧・磨石・石小刀・石刀） 晩期・弥 市(18･21･30)

上古、四ノ坪 旧河道 木製品（大足） 銅鏃 生中・後 府セ(15)

縄文晩期 土壙、地震跡 期 古代(30ｰ2）

縄文晩期～弥生 旧河道 ﾆｭｰｽ(9･10)

弥生中期 溝

弥生後期 溝

31 北山遺跡 集落跡 向日町北山、南山 段丘・上位面 弥生土器 石製品（ナイフ型石器・石 旧石器・ 史林(54ｰ6)

弥生中期 柱穴 土壙 方形周溝墓 鏃・石錐・石庖丁・太型蛤刃石斧・扁 弥生中～ 市(10)

平片刃石斧） 金属製品（金銅製耳環 後期 市(32)

）



№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

32 修理式遺跡 集落跡 寺戸町修理式、蔵ノ町 氾濫原 弥生土器 土師器 須恵器 石製品（石 弥生後期 市(7)

寺田、三ノ坪、七ノ坪 弥生 旧河道 堰 鏃） 木製品（鋤・鏃・紡織具） ～古墳前

八ノ坪 古墳 土壙 足跡 期

33 殿長遺跡 集落跡 寺戸町殿長、初田、中 段丘・下位面 瓦 弥生土器 土師器 須恵器 陶器（緑 旧石器～ 市(10･18･21)

垣内、南垣内、向畑 古墳前期 竪穴住居跡 土壙 釉・灰釉） 瓦器 石製品（有舌尖頭器 鎌倉・室 府(1971)

・翼状剥片） 町

34 岸ノ下遺跡 集落跡 寺戸町岸ノ下、東野辺 段丘・下位面 弥生土器 土師器 瓦器 土製品（製鉄 旧石器・ 市(21･306)

弥生後期 方形周溝墓 古墳 周溝痕跡 炉壁体） 偶蹄類足跡化石 弥生後期 市史（上）

鎌倉・室町 柱穴 井戸 溝 土器溜り ～室町

35 山開古墳 古 墳 森本町山開 段丘・下位面 須恵器 石製品（子持勾玉） 古墳中期 全壊 府(1976)

円墳 周濠のみ 推定径22.5ｍ 京都考古(19)

周濠内に祭祀遺構

36 中ノ段古墳 古 墳 寺戸町中ノ段 段丘・下位面 土師器 須恵器 埴輪（円・朝顔・家） 古墳後期 全壊 市(6)

円墳 周濠のみ 規模不明

37 東土川西遺跡 集落跡 森本町戌亥、佃 氾濫原 縄文土器 弥生土器 土師器 石製品（ 縄文晩期 ﾆｭｰｽ(18)

弥生後期～古墳前期 旧河道 しがらみ状遺構 鉄剣形石剣・柱状片刃石斧） 木製品 ～古墳前 紀要(1)

弥生 溝 （杵・櫂・丸木舟） ヒョウタン 期

38 戌亥遺跡 集落跡 森本町戌亥、竹図子、 氾濫原 土師器 須恵器 瓦器 木製品（漆器椀 平安 市史（上）

下町田 室町 掘立柱建物 柱穴 石組井戸 火葬墓 集石 ） 金属製品（銭貨・鉄器） ～室町 市(27)

遺構 土壙 溝

39 山畑古墳群 古 墳 鶏冠井町山畑、大極殿 段丘下位面 古墳群 古墳中 全壊 市(4･8)

-1 山畑１号墳 方墳 周溝のみ 一辺20.0ｍ前後か 須恵器 埴輪（円） ～後期 府(1973)

-2 山畑２号墳 方墳 周溝のみ 規模不明 須恵器

-3 山畑３号墳 方墳 周溝のみ 一辺約10ｍ 須恵器

-4 山畑４号墳 方墳 （前方後円墳）か 周溝のみ 須恵器 埴輪（円・形象）

-5 山畑５号墳 方墳 一辺約８ｍ 土器棺隣接 須恵器

-6 山畑６号墳 方墳 規模不明 須恵器

-7 山畑７号墳 方墳 規模不明

40 乙訓郡衙跡 官衙跡 鶏冠井町山畑、上植野 段丘・下位面 土師器 須恵器 土製品（土馬） 金属 奈良時代 市(8･10･13)

町南開 奈良 掘立柱建物 石敷溝 炭焼窯 製品（金銅製鍔） 前・後期 ニュース(6)



№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

41 南開遺跡 古 墳 上植野町南開、御塔道 段丘・下位面 方墳 土師器 古墳中期 市(3)

、上川原、鶏冠井町山 １号墳：14.5×12.5ｍ 土壙墓２基

畑、大極殿、楓畑、南 ２号墳：13.7×12.0ｍ 土壙墓１基 壷棺

山、秡所

42 中福知遺跡 官衙跡 上植野町中福知、西大 緩扇状地 土師器 須恵器 緑釉陶器 瓦器 中世陶 平安前期 府(1974･1975

集落跡 田、持丸、妙峠、桑原 掘立柱建物 井戸 土壙 旧河道 器 墨書土器 木製品（下駄・曲物他） ～鎌倉中 )

、樋爪、北淀井、南淀 金属製品（銭貨） 軒瓦（岸部瓦窯産 期 市(13･17･27･

井、落堀、車返、大 、西賀茂瓦窯産） 凝灰岩切石 31）

門、伴田 市史（上）

京都考古(5･

18･31)

府セ(43)

43 吉備寺遺跡 集落跡 上植野町吉備寺、堂ノ 緩扇状地 弥生土器 土師器 須恵器 瓦器 中世陶 弥生前期 市(3･24)

前、段ノ町、津僧 弥生前期 柱穴 土壙 磁器 石製品（勾玉・管玉・石鏃・石 ～鎌倉・

弥生中期 竪穴住居跡 土壙 錘） 金属製品（鉄斧、鉄鏃） 室町

弥生後期 竪穴住居跡 土壙

古墳前期 方形周溝墓 竪穴住居 土壙 溝

古墳後期 掘立柱建物 柱穴

鎌倉・室町 凹地状遺構

44 吉備寺廃寺 寺院跡 上植野町吉備寺、堂ノ 緩扇状地 瓦・土器の散布 土師器 瓦器 奈良

前､段ノ町､西京､角前 ～平安

45 鴨田遺跡 集落跡 上植野町鴨田、烏田、 緩扇状地 弥生土器 土師器 須恵器 韓式土器 石 弥生前期 市(14･17･21･

十ヶ坪、菱田、桑原、 弥生前期 合わせ口壷棺 製品（管玉・石鏃） ガラス小玉 木製 ・弥生後 22･25･31･39･

落堀、五位田、伴田、 古墳前期 土器溜り 方墳 竪穴住居 品（鍬・鋤・大足・槌・篭） 期～古墳 40)

神楽田、庄ノ内、南淀 古墳中期 竪穴住居 旧河道 木製品（盤・木箱・手斧の柄・下駄・ 後期

井、堀ノ内、定使田 火鑽臼・作業台・鏃・男根形・琴柱形

・剣形・刀形・刀子形） 炭化米

46 乾垣内遺跡 墳 墓 寺戸町乾垣内 丘陵 埴輪（盾・鰭付円） 古墳前期 全壊 乙文(35)

埴輪円筒棺 市史（上）



№ 遺 跡 名 種 類 所 在 地 遺 跡 の 概 要 主 要 遺 物 時 代 現状 文 献

47 御屋敷遺跡 集落跡 鶏冠井町御屋敷、薮路 段丘・下位面 土師器 須恵器 瓦器 陶器（緑釉・灰 平安 府(1975)

平安 掘立柱建物 井戸 溝 釉） ～室町 市(18)

室町 掘立柱建物 井戸

48 西小路遺跡 集落跡 上植野町西小路､北小 段丘中・下位面 土師器 須恵器 瓦器 金属製品（銭貨 平安 市(17･21)

路､南小路､円山､地後､ 鎌倉～室町 井戸 土壙 溝 ） ～室町

野上山、薮ノ下 （上植野城比定地）

49 北ノ口遺跡 散布地 物集女町北ノ口 丘陵 土器の散布 古墳？ 土師器 須恵器（装飾付器台） 埴輪 古墳後期 全壊 館報(3)

円）

50 西ノ岡遺跡 集落跡 物集女町吉田、田原 氾濫原 縄文土器 弥生土器 土師器 瓦器 石製 縄文・弥 未

縄文晩期 土壙 品（石鏃） 生・平安

弥生～古墳 溝 ～鎌倉

時期不明 地震跡

51 芝山遺跡 散布地 物集女町長野 丘陵 土器の散布 古墳？ 須恵器 古墳後期 全壊 未

52 南条遺跡 散布地 物集女町南条 丘陵～段丘・下位面 土師器 須恵器 奈良 未

（姶良Ｔｎ＜ＡＴ＞層準有り） ～平安

53 物集女車塚 散布地 物集女町南条、豆尾、 段丘・下位面 軒平瓦 平・丸瓦 ・ 縄文土器 弥生土 縄文中・ 市(12･16･23)

周辺遺跡 墓 跡 出口、永田、燈篭前 平安～室町 土壙墓 柱穴 溝 器 土師器 須恵器 緑釉陶器 金属製品 晩期・弥

寺戸町八反田 （銭貨） 土壙墓：土師器 白磁 木棺 生後期・

棺材 金属製品（鏡・鎌・鏃・釘） 古墳前期

～平安

54 野田遺跡 集落跡 森本町野田、上町田、 氾濫原 弥生土器 土師器 金属製品（銭貨） 弥生・古 未

上森本、久々相 弥生～古墳前期 土壙 溝 墳・平安

・鎌倉

55 中野遺跡 集落跡 寺戸町中野、古城 丘陵 竪穴住居 土壙 縄文土器 石製品（石鏃） 縄文晩期 市(18)

56 大極殿古墳 古 墳 鶏冠井町大極殿 段丘・ 下位面 前方後円墳？ 周濠 円筒埴輪（円・盾） 古墳中期 全壊 市(18)
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57 内裏下層遺跡 集落跡 鶏冠井町東井戸、御屋 段丘・下位面 弥生土器 土師器 須恵器 石製品（石 弥生中期 府(1968･1973

敷、北井戸、堀ノ内、 弥生後期 竪穴住居 土壙 庖丁） 埴輪 ～古墳前 ･1975)

秡所、大極殿 古墳前期 土壙 期・古墳 市(18)

後期

58 沢ノ西遺跡 集落跡 鶏冠井町沢ノ西、草田 緩扇状地 弥生土器 炭化米 弥生中期 市(19)

稲葉 弥生中期後半～後期 土壙 溝 後半～後

期

59 鶏冠井清水遺跡 集落跡 鶏冠井町清水、南七反 氾濫原 縄文土器 弥生土器 土師器 石製品（ 縄文晩期 市(7･22)

田、極楽寺、南金村 弥生中期 竪穴住居 土壙 溝 石鋸・碧玉原石・石鏃・石庖丁・太型 ～古墳後 府(1982)

上植野町尻引 弥生後期 溝 蛤刃石斧） 木製品（槽） 期 府セ概(22)

古墳前期 水田 情(25)

古墳後期 土壙

60 芝ヶ本遺跡 集落跡 上植野町芝ヶ本、久我 氾濫原 土師器 須恵器 石製品（碧玉製石釧 古墳前期 京都考古(44)

田、猪子田、太田 古墳前期 柱穴 土壙 溝 砥石） ～後期

古墳前期～後期 旧河道 護岸施設

古墳後期 土壙

61 南垣内遺跡 集落跡 寺戸町南垣内、辰巳、 段丘・下位面 土師器 須恵器 瓦器 中世陶磁器 室町前期 市(7)

殿長、西野辺、中野 鎌倉～室町 掘立柱建物 井戸 土壙 溝 ～江戸 市史（上）

62 南山遺跡 散布地 向日町南山 段丘・中位面・斜面 石製品（石棒・剥片［ｻﾇｶｲﾄ・ﾁｬｰﾄ］ 縄文中期 市(29)

） か

63 渋川遺跡 集落跡 寺戸町渋川、二枚田、 氾濫原 縄文土器 縄文晩期 市(13･18)

東田中瀬、西田中瀬、 縄文 土壙 ・弥生中

森本町上森本 弥生中期 旧河道 期

64 丸塚山古墳 古 墳 物集女町 段丘・下位面 古墳 完存

宮内庁管理「淳和天皇火葬塚」

65 笹屋遺跡 集落跡 寺戸町 段丘・下位面・氾濫原 土師器 須恵器 瓦 古墳～

長岡

66 辰巳遺跡 集落跡 寺戸町 奈良時代 掘立柱建物 溝 井戸 耕作遺構 土師器 須恵器 奈良
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67 久々相遺跡 集落 寺戸町久々相 奈良～平安時代 掘立柱建物 井戸 溝工品埋納 土師器 須恵器 木製品（横櫛） 奈良～平

・官衙 遺構 安

奈良以降 地震跡

68 伝高畠陵古墳 古 墳 寺戸町 段丘・高位面 古墳 円墳：径65ｍ 高７ｍ 葺石 古墳前？ 完存

宮内庁管理「桓武天皇 皇后高畠陵」

69 近世「向日町」 集落跡 寺戸町西ノ段・中ノ段 段丘・中位面 磁器 陶器 瓦 金属製品 室町 市史（下）

遺跡 東ノ段、向日町北山・ 室町～現代 井戸 土壙 溝 ～江戸 向日町成立40

南山、鶏冠井町楓畑・ 0年

山畑

70 高田遺跡 集落跡 森本町高田 氾濫原 縄文土器 弥生土器 石刀 縄文 市(32)

縄文 土壙 弥生 道路遺構 ～弥生

71 鶏冠井興隆寺 寺院跡 鶏冠井町大極殿、楓畑 段丘・下位面 磁器 陶器 土師質土器 瓦質土器 瓦類 室町末期 市(36)

江戸～明治 井戸 土壙 溝 金属製品（銭貨） ～明治 市史（下）

（鶏冠井城比定地）

72 鶏冠井壇林跡 寺院跡 鶏冠井町御屋敷、東井 段丘・下位面 磁器 陶器 土師質土器 瓦類 文字資料 室町末期 市(28･31)

戸 江戸 柵列 土壙 溝 (墨書陶器) ～明治 市史（上）

73 御塔道古墳 古 墳 上植野町御塔道 段丘・中位面 葺石 普通円筒埴輪 古墳中期 全壊 市(1)

74 円山遺跡 古 墳 上植野町円山 段丘・中位面 古式土師器 須恵器 古墳前 半壊

古墳 方墳 ～後

75 南小路古墳 古 墳 上植野町南小路 段丘・下位面 普通円筒埴輪 朝顔形埴輪 須恵器 土 古墳後期 全壊

古墳周溝 推定径約20ｍ 周溝内から埴輪、須恵 師器

器等 主体部不明（木棺直葬か）

76 西小路古墳 古 墳 上植野町西小路 段丘・中位面 普通円筒埴輪 形象埴輪（朝顔形・蓋 古墳後期 全壊

古墳周溝 前方部西側周溝？ 周溝内から埴輪、 形・家形） 須恵器

須恵器 主体部不明


