
松原市埋蔵文化財包蔵地地名表 平成30年(2018)１月19日改訂

No. 遺　跡　名 よ　　　　み 種　　　類 時　　代

1 我堂南遺跡 がどうみなみいせき 集落跡 古墳～中世

2 大和川今池遺跡 やまとがわいまいけいせき
集落跡･社寺跡･古墳･生産遺
跡

旧石器～中世

3 城連寺東遺跡 じょうれんじひがしいせき 集落跡 古墳～中世

4 城連寺遺跡 じょうれんじいせき 集落跡 社寺跡 弥生～近世

5 池内遺跡 いけうちいせき 集落跡･その他の墓･生産遺跡 弥生～近世

6 天美東１丁目遺跡 あまみひがしいっちょうめいせき 集落跡 中世

7 堀遺跡 ほりいせき 集落跡･生産遺跡 古墳～近世

8 天美南遺跡 あまみみなみいせき 集落跡 弥生・古墳

9 高木遺跡 たかぎいせき 集落跡 弥生～近世

10 清水遺跡 しみずいせき 集落跡 古墳～中世

11 布忍遺跡 ぬのせいせき 集落跡･社寺跡 弥生～近世

12 鍵田遺跡 かぎたいせき 集落跡 古墳

13 南新町遺跡 みなみしんまちいせき 集落跡 縄文～中世

14 東新町遺跡 ひがししんまちいせき 集落跡･その他の墓 縄文～中世

15 河合遺跡 かわいいせき 集落跡･官衙跡 弥生～近世

16 高見の里遺跡 たかみのさといせき 集落跡 縄文～近世

17 三宅西遺跡 みやけにしいせき 集落跡･その他の墓･生産遺跡 縄文～中世

18 田池下遺跡 たいけしたいせき 集落跡 古墳～中世

19 三宅西４丁目遺跡 みやけにしよんちょうめいせき 集落跡 弥生

20 三宅遺跡 みやけいせき 集落跡 弥生～近世

21 三宅東遺跡 みやけひがしいせき 集落跡 古墳・奈良・中世

22 蔵重遺跡 くらしげいせき 集落跡 奈良～近世

23 阿保遺跡 あおいせき 集落跡･官衙跡･生産遺跡 弥生～近世

24 上田町遺跡 うえだちょういせき 集落跡･生産遺跡 旧石器～近世

25 新堂遺跡 しんどういせき 集落跡･古墳 旧石器～近世

26 岡遺跡 おかいせき 集落跡･社寺跡･古墳･生産遺跡 旧石器～近世

27 立部遺跡 たつべいせき
集落跡･社寺跡･古墳･その他
の墓･生産遺跡

縄文～近世

28 清堂遺跡 せいどういせき 集落跡 旧石器～中世

29 丹南遺跡 たんなんいせき
集落跡･官衙跡･城館跡･社寺
跡･その他の墓･生産遺跡･そ
の他の遺跡(藩校跡)

縄文～近世

30 西大塚遺跡 にしおおつかいせき 集落跡 中世

31 一津屋町遺跡 ひとつやちょういせき 集落跡･古墳 縄文～近世

32 別所遺跡 べっしょいせき 集落跡･城館跡 古墳･奈良･中世

33 大堀遺跡 おおぼりいせき 集落跡･社寺跡･城館跡 旧石器～近世

34 屋後遺跡 やごいせき 集落跡 古墳～中世

35 小川遺跡 おがわいせき 集落跡 古墳～中世
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36 津堂遺跡 つどういせき 集落跡 古墳～中世

37 若林遺跡 わかばやしいせき 集落跡 縄文～中世

38 樋野ヶ池窯跡 ひのがいけかまあと 生産遺跡 古墳

39 狐塚古墳跡 きつねづかこふんあと 古墳 古墳

40 権現山古墳跡 ごんげんやまこふんあと 古墳 古墳

41 三宅古墳跡 みやけこふんあと 古墳 古墳

42 立部古墳群跡 たつべこふんぐんあと 古墳 古墳

43 大塚山古墳 おおつかやまこふん 古墳・城館跡 古墳・中世

44 山ノ内古墳跡 やまのうちこふんあと 古墳 古墳

45 川ノ上古墳跡 かわのうえこふんあと 古墳 古墳

46 一津屋古墳 ひとつやこふん 古墳・城館跡 古墳・中世

47 長尾街道 ながおかいどう その他の遺跡 (街道) 古墳～近世

48 竹内街道 たけのうちかいどう その他の遺跡 (街道) 古墳～近世

49 難波大道跡 なにわだいどうあと その他の遺跡（古道） 古墳～奈良

50 丹比大溝 たじひおおみぞ その他の遺跡（溝渠） 古墳～近世

51 蔵重西遺跡 くらしげにしいせき 集落跡･官衙跡 奈良～中世

52 下高野街道 しもこうやかいどう その他の遺跡 (街道) 平安～近世

53 中高野街道 なかこうやかいどう その他の遺跡 (街道) 平安～近世

54 天美西遺跡 あまみにしいせき 集落跡 弥生～中世

55 天美北６丁目北遺跡
あまみきたろくちょうめきた
いせき

集落跡 弥生～近世

56 天美北６丁目南遺跡
あまみきたろくちょうめみなみ
いせき

集落跡 弥生～近世

57 若山遺跡 わかやまいせき 生産遺跡 古墳･中世･近世

58 新堂遺跡B地点 しんどういせきびーちてん 集落跡 弥生
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