




１．本書は、昭和 59 年、平成６年、平成 22 年刊行の『加古川市遺跡分布地図』をもとに作成し、その後の

　発掘調査成果などを踏まえて遺跡範囲の加筆及び修正を行った遺跡地図の第４版です。

２．本書に掲載した遺跡及び国、県、市指定文化財並びに国登録文化財には、種類ごとに一連の番号を付し

　ています。地図に記載した番号は、巻末の各一覧表と共通します。

３．本書に掲載した地図は、令和２年度加古川市作成の加古川市域図を使用しています。各地図の縮尺は、

　全域図（索引図）が 70000 分の１、狭域図（No.1 ～ 70）がすべて 6000 分の１です。

４．本書に掲載した遺跡は、文化財保護法における「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当します。周知の埋蔵

　文化財包蔵地内で地面の掘削を伴う土木工事・建設工事などを行う場合は、文化財保護法第 93 条に基づ

　いて、工事着手の 60 日前までに「埋蔵文化財発掘届出」２部を提出する必要があります。また、国及び

　地方公共団体等が同様の開発事業を行う場合も、文化財保護法第 94 条に基づいて、工事着手の 30 日前ま

　でに「埋蔵文化財発掘通知」２部を提出する必要があります。

５．本書に掲載した遺跡範囲は、令和４年３月時点で把握されている範囲であり、今後の発掘調査によって

　範囲の拡大などの変更が生じます。そのため、埋蔵文化財包蔵地範囲の詳細については、開発予定地の範

　囲を明示した地図及び住所（あるいは地番）を準備のうえ、下記連絡先のファクシミリ又は窓口で照会し

　てください。

６．周知の埋蔵文化財包蔵地外での工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、下記連絡先及び兵庫県教育委員

　会文化財課へ連絡してください。

　加古川市教育委員会　文化財調査研究センター

　（加古川市教育委員会事務局 教育指導部 文化財調査研究センター）

　〒 675-0101　兵庫県加古川市平岡町新在家 1224 番地の７（中央図書館２階）

　TEL　079-423-4088

　FAX　079-423-8975

例 言

　（調査のための発掘に関する届出、指示及び命令）

第九十二条　土地に埋蔵されている文化財（以下「埋蔵文化財」という。）について、その調査のため土地

　を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする

　日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この

　限りでない。

２　埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要

　な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

　（土木工事等のための発掘に関する届出及び指示）

第九十三条　土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土

　地として周知されている土地（以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。）を発掘しようとする場合には、

　前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み

　替えるものとする。

２　埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出

　に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な

　事項を指示することができる。

　（国の機関等が行う発掘に関する特例）

第九十四条　国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの（以

　下この条及び第九十七条において「国の機関等」と総称する。）が、前条第一項に規定する目的で周知の

　埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関

　等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たつて、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければな

　らない。

２　文化庁長官は、前項の通知を受けた場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、

　当該国の機関等に対し、当該事業計画の策定及びその実施について協議を求めるべき旨の通知をすること

　ができる。

３　前項の通知を受けた国の機関等は、当該事業計画の策定及びその実施について、文化庁長官に協議しな

　ければならない。

４　文化庁長官は、前二項の場合を除き、第一項の通知があつた場合において、当該通知に係る事業計画の

　実施に関し、埋蔵文化財の保護上必要な勧告をすることができる。

５　前各項の場合において、当該国の機関等が各省各庁の長（国有財産法（昭和二十三年法律第七十三号）

　第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。）であるときは、これらの規定に規定する通知、

　協議又は勧告は、文部科学大臣を通じて行うものとする。
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２１遺跡一覧表

遺 跡
番 号

地 図
番 号 遺 跡 名 所 在 地 種 類 時 代 備 考

1 62·67·68 山之上遺跡 平岡町山之上 散布地 旧石器
2 39 神野城山遺跡 神野町西条城山 散布地 旧石器
3 29 新櫃池遺跡 西神吉町西村、新櫃池 散布地 旧石器
4 45 日岡山遺跡 加古川町大野 散布地 旧石器
5 39 宮山遺跡 八幡町中西条宮山 集落跡 縄文～平安
6 29 宮前大池遺跡 西神吉町宮前大池 散布地 縄文
7 35 岸遺跡 西神吉町岸 集落跡 縄文・弥生
8 36 東神吉遺跡 東神吉町西井ノ口 集落跡 弥生・古墳
9 36 砂部遺跡 東神吉町砂部 集落跡 縄文～奈良

10 51 溝之口遺跡 加古川町溝之口、美乃利 集落跡 弥生～平安
11 37 平山遺跡 平荘町池尻、平山 集落跡 弥生 中期
12 47 望塚 ( 盆塚） 八幡町上西条、雁戸井 その他の遺跡 弥生 中期 銅鐸出土地
13 29・36 中西台地遺跡 西神吉町中西 集落跡・城館跡 弥生～室町
14 36 中西低地遺跡 西神吉町中西 集落跡 弥生・古墳
15 29・36 神吉遺跡 東神吉町神吉 集落跡 弥生 後期
16 55 今福遺跡 尾上町今福 集落跡 弥生 後期
17 56 長砂遺跡 野口町長砂、円長寺 集落跡 弥生 後期
18 54 樋之口遺跡 尾上町樋之口 集落跡 弥生 後期
19 40 大日山遺跡 八幡町下村 その他の墓 弥生 後期 土器棺墓
20 39 播磨堂遺跡 八幡町上西条 その他の墓 弥生 後期 土器棺墓
21 29 神吉山遺跡 東神吉町神吉 その他の墓 弥生 後期 墳丘墓
22 45 東車塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
23 56 聖陵山古墳 野口町長砂、円長寺 古墳 古墳
24 45 狐塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
25 45 勅使塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
26 45 ひれ墓古墳 加古川町大野 古墳 古墳
27 45 西車塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
28 45 南大塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
29 45 西大塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
30 45 北大塚古墳 神野町日岡苑 古墳 古墳
31 39・46 行者塚古墳 山手二丁目 古墳 古墳
32 39・46 尼塚古墳 山手二丁目 古墳 古墳
33 39 人塚古墳 山手二丁目 古墳 古墳
34 39 宮山大塚古墳 八幡町上西条 古墳 古墳
35 32 長慶寺山 1 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
36 32 長慶寺山 2 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
37 32 長慶寺山 3 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
38 32 長慶寺山 4 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
39 32 長慶寺山 5 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
40 32 長慶寺山 6 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
41 32 長慶寺山 7 号墳 上荘町薬栗 古墳 古墳
42 31 里古墳 平荘町里 古墳 古墳
43 31 西山大塚古墳 平荘町西山 古墳 古墳
44 37 池尻 2 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
45 37 カンス塚古墳 平荘町池尻 古墳 古墳
46 41 野村 1 号墳 八幡町野村 古墳 古墳
47 41 野村 2 号墳 八幡町野村 古墳 古墳
48 41 野村 3 号墳 八幡町野村 古墳 古墳
49 39 池ノ尻古墳 八幡町上西条 古墳 古墳
50 39 成福寺 1 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳

遺 跡
番 号

地 図
番 号 遺 跡 名 所 在 地 種 類 時 代 備 考

51 39 成福寺 2 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
52 39 西田池 1 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
53 39 西田池 2 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
54 39 西田池 3 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
55 39 宮山 1 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
56 39 宮山 2 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
57 39 宮山 3 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
58 39 宮山 4 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
59 39 宮山 5 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
60 39 宮山 6 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
61 39 城山 1 号墳 八幡町中西条 古墳 古墳
62 39 西条 1 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
63 39 西条 2 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
64 39 西条 3 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
65 39 西条 4 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
66 39 西条 6 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
67 39 西条 7 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
68 39 西条 9 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
69 39 西条 10 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
70 39 西条 12 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
71 39 西条 13 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
72 39 西条 14 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
73 39 西条 21 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
74 39 西条 21-2 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
75 39 西条 23 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
76 39 西条 24·26·27·28·30 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
77 39 西条 25 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
78 39 西条 29 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
79 39 西条 31 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
80 39 西条 32 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
81 39 西条 34 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
82 39 西条 35 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
83 39 西条 36 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
84 39 西条 37 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
85 39 西条 38 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
86 39 西条 39 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
87 39 西条 40 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
88 39 西条 51 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
89 39 西条 52 号墓 西条山手二丁目 その他の墓 弥生 墳丘墓
90 39 西条 53 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
91 39 西条 58 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
92 39 西条 59 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
93 39 西条 61 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
94 39 西条 61-2 号墳 西条山手二丁目 古墳 古墳
95 38 二塚 1 号墳 神野町二塚 古墳 古墳
96 38 二塚 2 号墳 神野町二塚 古墳 古墳
97 38 若神社古墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
98 38 日岡山 1 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
99 45 日岡山 2 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳

100 45 日岡山 3 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳



４３

遺 跡
番 号

地 図
番 号 遺 跡 名 所 在 地 種 類 時 代 備 考

101 45 日岡山 4 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
102 45 日岡山 5 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
103 45 日岡山 6 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
104 45 日岡山 7 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
105 45 日岡山 8 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
106 45 日岡山 9 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
107 45 日岡山 10 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
108 45 日岡山 11 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
109 45 日岡山 12 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
110 45 日岡山 13 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
111 45 日岡山 14 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
112 45 日岡山 15 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
113 45 日岡山 16 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
114 45 日岡山 17 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
115 45 日岡山 18 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
116 45 日岡山 19 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
117 45 日岡山 20 号墳 神野町西ノ山 古墳 古墳
118 45 石守 1 号墳 神野町石守 古墳 古墳
119 52 水足 1 号墳 野口町水足 古墳 古墳
120 25 寺谷古墳 平荘町寺谷 古墳 古墳
121 24 上原古墳 平荘町上原 古墳 古墳
122 31 印南山 1 号墳 上荘町谷口 古墳 古墳
123 31 印南山 2 号墳 上荘町谷口 古墳 古墳
124 31 東山古墳 上荘町東山 古墳 古墳
125 31 小畑 1 号墳 平荘町東小畑 古墳 古墳
126 30 飯盛山 1 号墳 平荘町飯盛山 古墳 古墳
127 30 飯盛山 2 号墳 平荘町飯盛山 古墳 古墳
128 30 飯盛山 3 号墳 平荘町飯盛山 古墳 古墳
129 30 飯盛山 4 号墳 平荘町飯盛山 古墳 古墳
130 30 飯盛山 5 号墳 平荘町飯盛山 古墳 古墳
131 30 飯盛山 6 号墳 平荘町飯盛山 古墳 古墳
132 38 地蔵寺 1 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
133 38 地蔵寺 2 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
134 38 地蔵寺 3 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
135 38 地蔵寺 4 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
136 38 地蔵寺 5 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
137 37 平山 1 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
138 37 平山 2 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
139 37 平山 3 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
140 37 池尻 3 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
141 37 池尻 4 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
142 30 池尻 5 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
143 30 池尻 6 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
144 30 池尻 7 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
145 30 池尻 8 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
146 30 池尻 9 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
147 30 池尻 10 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
148 30 池尻 11 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
149 30 池尻 12 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
150 30 池尻 13 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
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151 30 池尻 14 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
152 37 升田山 15 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
153 37 池尻 16 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
154 30 池尻 17 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
155 37 池尻 19 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
156 37 池尻 20 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
157 30 池尻 21 号墳 東神吉町天下原 古墳 古墳
158 30 池尻 22 号墳 東神吉町天下原 古墳 古墳
159 30 池尻 23 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
160 30 池尻 24 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
161 30 池尻 25 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
162 30 池尻 26 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
163 30 池尻 27 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
164 30 池尻 28 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
165 30 池尻 30 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
166 30 池尻 31 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
167 37 池尻 32 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
168 37 池尻 33 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
169 37 池尻 34 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
170 37 池尻 35 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
171 37 池尻 36 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
172 37 池尻 37 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
173 37 池尻 38 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
174 37 池尻 39 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
175 37 池尻 40 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
176 37 池尻 41 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
177 37 池尻 42 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
178 37 池尻 43 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
179 37 池尻 44 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
180 37 池尻 45 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
181 37 池尻 46 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
182 37 池尻 47 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
183 30 池尻 48 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
184 30 池尻 49 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
185 30 池尻 50 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
186 30 池尻 51 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
187 30 池尻 52 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
188 30 池尻 53 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
189 30 池尻 54 号墳 平荘町又平新田 古墳 古墳
190 37 升田山 1 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
191 37 升田山 2 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
192 37 升田山 3 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
193 37 升田山 4 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
194 37 升田山 5 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
195 37 升田山 6 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
196 37 升田山 7 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
197 37 升田山 8 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
198 37 升田山 9 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
199 37 升田山 10 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
200 37 天下原古墳 東神吉町天下原 古墳 古墳
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201 29 神吉山 1 号墳 東神吉町神吉 古墳 古墳
202 29 神吉山 2 号墳 東神吉町神吉 古墳 古墳
203 29 神吉山 3 号墳 東神吉町神吉 古墳 古墳
204 29 神吉山 4 号墳 東神吉町神吉 古墳 古墳
205 30 神吉山 5 号墓 東神吉町神吉 その他の墓 弥生 墳丘墓
206 23 小畑古墳 ( 広尾二塚古墳 ) 平荘町小畑 古墳 古墳
207 29 宮山 1 号墳 西神吉町宮前 古墳 古墳
208 29 宮山 2 号墳 西神吉町宮前 古墳 古墳
209 29 宮山 3 号墳 西神吉町宮前 古墳 古墳
210 29 宮前古墳 西神吉町宮前 古墳 古墳
211 28 辻古墳 西神吉町辻 古墳 古墳
212 55 尾上遺跡 尾上町 集落跡 弥生・古墳
213 55·56·60·61 浜の宮遺跡 尾上町 集落跡 弥生・古墳
214 48 野新村古窯跡 1 号窯 八幡町野新村 生産遺跡 奈良
215 48 野新村古窯跡 2 号窯 八幡町野新村 生産遺跡 奈良
216 48 野新村古窯跡 3 号窯 八幡町野新村 生産遺跡 奈良
217 10 奥新田古窯跡 1 号窯 平荘町奥新田 生産遺跡 古墳
218 44·45·51 美乃利遺跡 加古川町美乃利、大野 集落跡 弥生～鎌倉
219 37 升田遺跡 東神吉町升田 集落跡 奈良
220 56 古大内遺跡 野口町古大内 集落跡・官衙跡 奈良 駅家跡
221 36 神吉南遺跡 東神吉町神吉 集落跡 弥生～奈良
222 36・37 天下原遺跡 東神吉町天下原 集落跡 弥生～奈良
223 57 野口廃寺 野口町野口 社寺跡 奈良
224 51 溝之口廃寺 加古川町美乃利 社寺跡 奈良
225 45 石守廃寺 神野町石守 社寺跡 奈良
226 39 西条廃寺 神野町西条二丁目 集落跡・社寺跡 弥生・奈良
227 39 古堂廃寺 八幡町上西条 社寺跡 奈良
228 29・36 中西廃寺 西神吉町中西 社寺跡 奈良
229 39 西条蔵骨器群 神野町西条 その他の墓 鎌倉
230 39 西条土壙墓 神野町西条 その他の墓 鎌倉
231 45 日岡山壺棺墓 加古川町大野 その他の墓 弥生 土器棺墓
232 29 宮前大池埴輪窯跡 西神吉町宮前 生産遺跡 古墳
233 48 野新村古墳 八幡町野新村 古墳 古墳
234 45 日岡遺跡 加古川町大野 集落跡 弥生・古墳
235 48 野新村 1 号墳 八幡町野新村 古墳 古墳
236 10 奥新田東 1 号墳 平荘町奥新田 古墳 古墳
237 10・17 奥新田遺跡 平荘町奥新田 散布地 縄文
238 40 下村古墳 八幡町下村 古墳 古墳
239 25 寺谷窯跡 平荘町寺谷 生産遺跡 古墳
240 26 白沢古窯跡 5 号窯 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
241 56 古大内城跡 野口町古大内 城館跡 室町
242 39 西条城跡 八幡町中西条 城館跡 室町
243 50 石弾城跡 加古川町木村 城館跡 室町
244 33 井ノ口城跡 上荘町井坂 城館跡 室町
245 57 横倉城跡 平岡町新在家 城館跡 室町
246 55・56 安田構居跡 尾上町安田 城館跡 室町
247 50 稲屋構居跡 加古川町稲屋 城館跡 室町
248 45 石守構居跡 神野町石守、中村 城館跡 室町
249 45 手末構居跡 神野町東神野手末 城館跡 室町
250 38 高田構居跡 神野町高田 城館跡 室町

遺 跡
番 号

地 図
番 号 遺 跡 名 所 在 地 種 類 時 代 備 考

251 44 中津構居跡 加古川町中津 城館跡 室町
252 33 国包構居跡 上荘町国包 城館跡 室町
253 40 宗佐構居跡 八幡町宗佐 城館跡 室町
254 41 野村構居跡 八幡町野村 城館跡 室町
255 31 神木構居跡 平荘町神木 城館跡 室町
256 29・36 神吉城跡 東神吉町神吉 城館跡 室町
257 36 砂部構居跡 東神吉町砂部 城館跡 室町
258 61 一色構居跡 平岡町一色、東ノ口 城館跡 室町
259 56 野口城跡 野口町野口 城館跡 室町
260 56 長砂構居跡 野口町長砂 城館跡 室町
261 56 細田構居跡 野口町良野 城館跡 室町
262 55 尾上構居跡 尾上町長田 城館跡 室町
263 45・50 加古川城跡 加古川町本町 城館跡 室町
264 25 天坊山 1 号墳 上荘町小野天坊山 古墳 古墳
265 25 天坊山 2 号墳 上荘町小野天坊山 古墳 古墳
266 26 高塚山 1 号墳 上荘町白沢高塚北山 古墳 古墳
267 26 高塚山 2 号墳 上荘町白沢高塚北山 古墳 古墳
268 33 井ノ口 1 号墳 上荘町井ノ口岡山 古墳 古墳
269 33 井ノ口 2 号墳 上荘町井ノ口岡山 古墳 古墳
270 26 八ッ塚 1 号墳 上荘町井坂八ッ塚山 古墳 古墳
271 26 八ッ塚 2 号墳 上荘町井坂八ッ塚山 古墳 古墳
272 26 八ッ塚 3 号墓 上荘町井坂八ッ塚山 その他の墓 弥生 墳丘墓
273 26 八ッ塚 4 号墳 上荘町井坂八ッ塚山 古墳 古墳
274 26 八ッ塚 5 号墳 上荘町井坂八ッ塚山 古墳 古墳
275 26 多久佐砦跡 上荘町白沢沢戻山 城館跡 室町
276 42・43 平津構居跡 米田町平津高畑 城館跡 室町
277 30 池尻 18 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
278 10 奥新田西古墳 平荘町奥新田 古墳 古墳
279 38 地蔵寺 6 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
280 28 辻 2 号墳 西神吉町辻 古墳 古墳
281 28 辻 3 号墳 西神吉町辻 古墳 古墳
282 45 水足 2 号墳 野口町水足 古墳 古墳
283 17 中山 1 号墳 平荘町中山 古墳 古墳
284 17 中山 2 号墳 平荘町中山 古墳 古墳
285 17 中山 3 号墳 平荘町中山 古墳 古墳
286 24 八ッ仏 1 号墳 平荘町小畑八ッ仏 古墳 古墳
287 39 成福寺 3 号墳 八幡町上西条寺ノ垣内 古墳 古墳
288 39 成福寺 4 号墳 八幡町上西条寺ノ垣内 古墳 古墳
289 40 下村遺跡 八幡町下村渡来 集落跡 弥生～平安
290 25 地獄谷 1 号墳 上荘町小野 古墳 古墳
291 25 地獄谷 2 号墳 上荘町小野 古墳 古墳
292 51 北在家遺跡 加古川町北在家 集落跡 弥生・古墳
293 24 上原 2 号墳 上荘町上原 古墳 古墳
294 51 粟津遺跡 加古川町粟津 集落跡 弥生・古墳
295 19 神子谷 1 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
296 19 神子谷 2 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
297 19 神子谷 3 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
298 19 神子谷 4 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
299 30 池尻 55 号墳 平荘町西山 古墳 古墳
300 30 池尻 56 号墳 平荘町西山 古墳 古墳
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301 30 池尻 57 号墳 平荘町西山 古墳 古墳
302 30 池尻 58 号墳 平荘町西山 古墳 古墳
303 30 池尻 59 号墳 平荘町西山 古墳 古墳
304 33 井ノ口遺跡 上荘町井坂 集落跡 奈良
305 51 具平塚古墳 野口町良野 古墳 古墳
306 16 中道子山城跡 志方町岡 城館跡 室町
307 22 観音寺城跡 志方町志方町 城館跡 室町
308 28 西山新池遺跡 志方町西山、西山新池 散布地 旧石器
309 23 畑谷池遺跡 志方町投松 散布地 旧石器・縄文
310 9 上の池遺跡 志方町細工所上の池 散布地 弥生
311 17 権現池遺跡 志方町野尻、大蔵山 散布地 弥生・古墳
312 14 山中遺跡 志方町山中 散布地 縄文
313 21・22 横大路遺跡 志方町横大路 散布地 縄文
314 28 峠の池遺跡 志方町峠 散布地 縄文
315 16・23 広尾東遺跡 志方町広尾東 散布地 旧石器～縄文
316 13 松ノ木谷遺跡 志方町山中荒神谷 集落跡 縄文
317 14 西牧遺跡 志方町西牧 集落跡 縄文・弥生
318 20・21 牛谷池遺跡 志方町原新田 集落跡 縄文～古墳
319 22 上冨木遺跡 志方町上冨木 集落跡 縄文～平安
320 15 山添遺跡 志方町東中山添 集落跡 縄文～平安
321 8 池の内遺跡 志方町行常池の内 集落跡 縄文～平安
322 13 山中新池遺跡 志方町山中 集落跡 縄文～平安
323 8 畑遺跡 志方町畑三学坊 集落跡 縄文～平安
324 21 成井山遺跡 志方町成井 集落跡 縄文～平安
325 21 入住池遺跡 志方町原 集落跡 弥生
326 28 峠東遺跡 志方町横大路峠 集落跡 弥生
327 28 峠の池南遺跡 志方町横大路峠 集落跡 弥生～平安
328 22 志方大塚古墳 志方町西飯坂 古墳 古墳
329 15 宮山 1 号墳 志方町大宗小宗 古墳 古墳
330 15 宮山 2 号墳 志方町大宗小宗 古墳 古墳
331 22 宮山 3 号墳 志方町大宗小宗 古墳 古墳
332 22 宮山 4 号墳 志方町大宗小宗 古墳 古墳
333 37 平山 4 号墳 平荘町池尻 古墳 古墳
334 15 天神山 1 号墳 志方町西飯坂天神山 古墳 古墳
335 15 天神山 2 号墳 志方町西飯坂天神山 古墳 古墳
336 15 天神山 3 号墳 志方町西飯坂天神山 古墳 古墳
337 10 野尻 1 号墳 志方町野尻愛宕山 古墳 古墳
338 10 野尻 2 号墳 志方町野尻愛宕山 古墳 古墳
339 10 野尻 3 号墳 志方町野尻愛宕山 古墳 古墳
340 15 高畑古墳 志方町高畑 古墳 古墳
341 30 山越古墳 志方町投松 古墳 古墳
342 15 西中古墳 ( 面向谷古墳 ) 志方町西中 古墳 古墳
343 15 芋ヶ谷古墳 志方町西飯坂芋ヶ谷 古墳 古墳
344 28 西山大塚古墳 志方町西山 古墳 古墳
345 28 横大路古墳 志方町横大路峠 古墳 古墳
346 22 穴蔵古墳 志方町横山 古墳 古墳
347 22 二子塚古墳 志方町投松岡山 古墳 古墳
348 22 石打山古墳群 志方町投松岡山 古墳 古墳
349 22 寺山古墳 志方町高畑寺山 古墳 古墳
350 15 大藤山 1 号墳 志方町西中 古墳 古墳
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351 14 構の石棺 志方町永室 古墳 古墳
352 8 手跡石 志方町大沢観音堂 古墳 古墳
353 8 札馬新池西遺跡 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
354 22 岡山西方遺跡 志方町岡山 散布地 古墳
355 23 塚山古墳 志方町投松 古墳 古墳
356 3 札馬西の谷 1 遺跡 志方町大沢中谷 生産遺跡 奈良
357 51 平野遺跡 加古川町平野 集落跡 弥生
358 10 虎が谷遺跡 志方町野尻虎が谷口 生産遺跡 奈良
359 4 投松古窯跡北遺跡 志方町大沢投松 生産遺跡 奈良
360 4 投松古窯跡西遺跡 志方町大沢投松 生産遺跡 奈良
361 4 投松古窯跡東遺跡 志方町大沢投松 生産遺跡 奈良
362 3 札馬新池西遺跡 2 志方町大沢新池中谷 生産遺跡 奈良
363 10 奥ノ池古窯跡 志方町野尻 生産遺跡 奈良
364 9 細工所新池北遺跡 志方町細工所字回り谷 生産遺跡 奈良
365 28 かや池遺跡 志方町西山 散布地 奈良
366 22 志方大歳神社遺跡 志方町志方 散布地 旧石器
367 21 成井遺跡 志方町成井 散布地 旧石器
368 22 志方南遺跡 志方町志方 集落跡 弥生
369 4 投松古窯跡 1 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
370 4 投松古窯跡 2 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
371 4 投松古窯跡 3 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
372 9 投松古窯跡 4 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
373 4 投松古窯跡 5 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
374 9 投松古窯跡 6 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
375 9 投松古窯跡 7 号窯 志方町大沢投松大蔵山 生産遺跡 奈良
376 10 野尻古窯跡 1 号窯 志方町野尻間世坂 生産遺跡 奈良
377 8 札馬新池東遺跡 1 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
378 3 札馬新池東遺跡 2 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
379 8 大沢遺跡 志方町大沢安女寺 生産遺跡 奈良
380 9 中津倉古窯跡 1 号窯 志方町細工所中津倉 生産遺跡 奈良・平安
381 8 行常古窯跡群 志方町行常 生産遺跡 奈良
382 3 札馬古窯跡 1 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
383 3 札馬古窯跡 2 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
384 3 札馬古窯跡 3 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
385 3 札馬古窯跡 4 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
386 3 札馬古窯跡 5 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
387 3 札馬古窯跡 6 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
388 3 札馬古窯跡 7 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 平安
389 4 札馬古窯跡 8 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
390 3 札馬古窯跡 9 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
391 3 札馬古窯跡 10 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
392 3 札馬古窯跡 11 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
393 3 札馬古窯跡 12 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
394 3 札馬古窯跡 13 号窯 志方町大沢東山 生産遺跡 奈良
395 3 札馬古窯跡 14 号窯 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
396 3 札馬古窯跡 15 号窯 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
397 3 札馬古窯跡 16 号窯 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
398 3 札馬古窯跡 17 号窯 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
399 3 札馬古窯跡 18 号窯 志方町大沢イチスヘ山 生産遺跡 奈良
400 3 札馬古窯跡 19 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
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401 3 札馬古窯跡 20 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
402 3 札馬古窯跡 21 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
403 3 札馬古窯跡 22 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
404 3 札馬古窯跡 23 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
405 3 札馬古窯跡 24 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 平安
406 3 札馬古窯跡 25 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
407 3 札馬古窯跡 26 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
408 3 札馬古窯跡 27 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
409 3 札馬古窯跡 28 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
410 3 札馬古窯跡 29 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
411 3 札馬古窯跡 30 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
412 3 札馬古窯跡 31 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
413 3 札馬古窯跡 32 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
414 3 札馬古窯跡 33 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
415 3 札馬古窯跡 34 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
416 3 札馬古窯跡 35 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
417 3 札馬古窯跡 36 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
418 3 札馬古窯跡 37 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
419 3 札馬古窯跡 38 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
420 3 札馬古窯跡 39 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
421 3 札馬古窯跡 40 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
422 3 札馬古窯跡 41 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 奈良
423 3 札馬古窯跡 42 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 奈良
424 3 札馬古窯跡 43 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 奈良
425 3 札馬古窯跡 44 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 平安
426 3 札馬古窯跡 45 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 平安
427 3 札馬古窯跡 46 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 平安
428 3 札馬古窯跡 47 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
429 3 札馬古窯跡 48 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 平安
430 3 札馬古窯跡 49 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 平安
431 3 札馬古窯跡 50 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
432 3 札馬古窯跡 51 号窯 志方町大沢北山 生産遺跡 奈良
433 15 東中遺跡 志方町東中 集落跡 縄文・弥生
434 9 細工所遺跡 志方町細工所 集落跡 鎌倉
435 15・22 西飯坂遺跡 志方町西飯坂 集落跡 古墳
436 9 西ノ池古窯跡 3 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
437 9 西ノ池古窯跡 4 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
438 26 白沢古窯跡 3 号窯 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
439 26 白沢古窯跡 4 号窯 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
440 26 山尾古墳 上荘町白沢 古墳 古墳
441 19 カメ焼谷 1 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
442 19 カメ焼谷 2 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
443 19 大谷山 1 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
444 19 大谷山 2 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
445 26 馬背山 1 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
446 26 馬背山 2 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
447 26 馬背山 3 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
448 22 皿池廃寺 志方町皿池 社寺跡 平安
449 26 白沢古窯跡 1 号窯 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
450 26 白沢古窯跡 2 号窯 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
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451 26 白沢西山古墳 上荘町白沢 古墳 古墳
452 18 磐乙ヶ平池遺跡 上荘町磐乙ヶ平池 生産遺跡 奈良
453 15 塚ノ池 2 号墳 志方町西中 古墳 古墳
454 15 塚ノ池 3 号墳 志方町西中 古墳 古墳
455 15 塚ノ池 4 号墳 志方町西中 古墳 古墳
456 15 塚ノ池 5 号墳 志方町西中 古墳 古墳
457 15 塚ノ池 6 号墳 志方町西中 古墳 古墳
458 15 西中新池遺跡 志方町西中新池 集落跡 弥生～奈良
459 22 横山遺跡 志方町上冨木横山 集落跡 縄文
460 14 大藤山祭祀遺跡 志方町大藤山山頂 その他の遺跡 平安
461 9 中津倉古窯跡 2 号窯 志方町細工所中津倉 生産遺跡 奈良・平安
462 9 中津倉古窯跡 3 号窯 志方町細工所中津倉 生産遺跡 奈良・平安
463 15 天神山城跡 志方町西飯坂、天神山 城館跡 室町
464 21 助永砦 志方町氷室 城館跡 室町
465 21 成井砦 志方町成井 城館跡 室町
466 16 細工所陣屋 志方町細工所 その他の遺跡 江戸 近世屋敷跡
467 15 芋ヶ谷 2 号墳 志方町西飯坂芋ヶ谷 古墳 古墳
468 15 天神山 4 号墳 志方町西飯坂天神山 古墳 古墳
469 15 天神山 5 号墳 志方町西飯坂天神山 古墳 古墳
470 22 宮山 6 号墳 志方町西飯坂宮山 古墳 古墳
471 22 宮山 7 号墳 志方町西飯坂宮山 古墳 古墳
472 16 門前古窯跡群 志方町西飯坂畑中 生産遺跡 平安
473 8 蕪谷古窯跡 1 号窯 志方町大沢蕪谷 生産遺跡 奈良
474 8 蕪谷古窯跡 2 号窯 志方町大沢蕪谷 生産遺跡 奈良
475 8 蕪谷古窯跡 3 号窯 志方町大沢蕪谷 生産遺跡 奈良
476 8 蕪谷古窯跡 4 号窯 志方町大沢蕪谷 生産遺跡 奈良
477 8 大沢古窯跡 志方町大沢蕪谷 生産遺跡 奈良
478 37 佐伯寺跡 東神吉町升田 社寺跡 平安
479 31 山角貯蔵庫 平荘町山角 その他の遺跡 江戸
480 45 石守 2 号墳 神野町石守 古墳 古墳
481 45 石守 3 号墳 神野町石守 古墳 古墳
482 24 八ッ仏 2 号墳 平荘町小畑 古墳 古墳
483 24 八ッ仏 3 号墳 平荘町小畑 古墳 古墳
484 31 観音堂遺跡 平荘町里観音堂 散布地 旧石器
485 39 西条遺跡（旧神野遺跡） 神野町西条 集落跡 縄文～平安
486 24 上原 3 号墳 平荘町上原 古墳 古墳
487 25 都台古墳 上荘町小野 古墳 古墳
488 56・57・62 古代山陽道 野口町～平岡町 その他の遺跡 奈良 道路跡63・68

489 26 高塚山 3 号墳 上荘町白沢高塚北山 古墳 古墳
490 39 上村池遺跡 八幡町上西条 集落跡・生産遺跡 奈良・平安
491 22 鏡塚古墳 志方町上冨木 古墳 古墳
492 14 宮谷遺跡 志方町大藤山 その他の遺跡 平安 散布地
493 9 投松古窯跡 8 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
494 4 投松古窯跡 9 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
495 4 投松古窯跡 10 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
496 9 投松古窯跡 11 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
497 9 投松古窯跡 12 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
498 31 西山遺跡 平荘町西山 散布地 旧石器・古墳
499 32 助谷古墓 平荘町小野 その他の墓 奈良
500 9 中津倉古窯跡 1 志方町細工所中津倉 生産遺跡 平安
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501 9 中津倉古窯跡 2 志方町細工所中津倉 生産遺跡 平安
502 9 中津倉古窯跡 3 志方町細工所中津倉 生産遺跡 平安
503 9 投松古窯跡南西遺跡 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
504 24 上原遺跡 平荘町上原新池 集落跡 奈良
505 24 長池遺跡 平荘町上原長池 生産遺跡 奈良
506 31 山角廃寺 平荘町山角 社寺跡 奈良
507 31 神木遺跡 平荘町神木 集落跡・城館跡 奈良・中世
508 45 石守 4 号墳 神野町石守 古墳 古墳
509 45 石守 5 号墳 神野町石守 古墳 古墳
510 9 西の池古窯跡 1 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
511 9 上ノ池北遺跡 志方町細工所 生産遺跡 奈良
512 47 野村古窯跡 1 号窯 八幡町下村 生産遺跡 古墳
513 47 野村古窯跡 2 号窯 八幡町下村 生産遺跡 古墳
514 35 岸城跡 西神吉町岸 城館跡 室町
515 35 岸南遺跡 西神吉町岸 集落跡 弥生
516 16 広尾後池遺跡 志方町広尾後池 集落跡 弥生
517 31 峠上ノ池遺跡 平荘町神木 生産遺跡 奈良
518 37 升田山 11 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
519 37 升田山 12 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
520 28 横大路古墓 志方町横大路 その他の墓 室町
521 23 原兵庫守墓 志方町広尾 その他の墓 室町
522 9 虎ガ谷古窯跡 1 号窯 志方町野尻虎ガ谷 生産遺跡 奈良
523 9 虎ガ谷古窯跡 2 号窯 志方町野尻虎ガ谷 生産遺跡 奈良
524 10 虎ガ谷古窯跡 3 号窯 志方町野尻虎ガ谷 生産遺跡 奈良
525 9 虎ガ谷古窯跡 4 号窯 志方町野尻虎ガ谷 生産遺跡 奈良
526 10 玉田黙翁塾跡 志方町野尻皿池 その他の遺跡 江戸 近世建物跡
527 14 大藤山 2 号墳 志方町氷室 古墳 古墳
528 50 松岡青羅墓 加古川町寺家町 その他の墓 江戸
529 23 投松東古墳群 志方町投松 古墳 古墳
530 15 天神山 6 号墳 志方町西飯坂天神山 古墳 古墳
531 10 奥新田東 2 号墳 平荘町奥新田 古墳 古墳
532 28 大国山遺跡 ( 辻中世墓 ) 西神吉町辻 その他の墓 室町
533 9 カワラケ谷古窯跡 1 号窯 志方町大沢カワラケ谷 生産遺跡 奈良
534 9 カワラケ谷古窯跡 2 号窯 志方町大沢カワラケ谷 生産遺跡 奈良
535 9 カワラケ谷古窯跡 3 号窯 志方町大沢カワラケ谷 生産遺跡 奈良
536 9 カワラケ谷古窯跡 4 号窯 志方町大沢カワラケ谷 生産遺跡 奈良
537 9 カワラケ谷古窯跡 5 号窯 志方町大沢カワラケ谷 生産遺跡 奈良
538 9 カワラケ谷古窯跡 6 号窯 志方町大沢カワラケ谷 生産遺跡 奈良
539 19 神子谷 5 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
540 19 神子谷 6 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
541 19 神子谷 7 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
542 19 神子谷 8 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
543 19 カメ焼谷 3 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
544 19 カメ焼谷 4 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
545 19 カメ焼谷 5 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
546 19 カメ焼谷 6 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
547 19 カメ焼谷 7 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
548 19 カメ焼谷 8 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
549 19 カメ焼谷 9 号墳 上荘町白沢 古墳 古墳
550 47 野村古窯跡 3 号窯 八幡町下村 生産遺跡 奈良
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551 47 野村古窯跡 4 号窯 八幡町下村 生産遺跡 奈良
552 9 西ノ池古窯跡 2 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
553 9 西ノ池古窯跡 5 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
554 30 黒岩山古墳 東神吉町天下原 古墳 古墳
555 62 長畑遺跡 平岡町高畑 集落跡 弥生
556 9 西ノ池古窯跡 6 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
557 9 西ノ池古窯跡 7 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
558 9 西ノ池古窯跡 8 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
559 9 西ノ池古窯跡 9 号窯 志方町細工所 生産遺跡 奈良
560 29・36 西村遺跡 西神吉町西村、中西 集落跡 弥生～奈良
561 8 中谷古窯跡 1 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
562 8 中谷古窯跡 2 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
563 8 中谷古窯跡 3 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
564 8 中谷古窯跡 4 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
565 8 中谷古窯跡 5 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
566 8 中谷古窯跡 6 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
567 8 中谷古窯跡 7 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
568 8 中谷古窯跡 8 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
569 8 中谷古窯跡 9 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
570 8 中谷古窯跡 10 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
571 8 中谷古窯跡 11 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
572 8 中谷古窯跡 12 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
573 8 中谷古窯跡 13 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
574 8 中谷古窯跡 14 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
575 8 中谷古窯跡 15 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
576 8 中谷古窯跡 16 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
577 8 観音堂古窯跡 1 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
578 8 観音堂古窯跡 2 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
579 8 観音堂古窯跡 3 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
580 8 観音堂古窯跡 4 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
581 8 観音堂古窯跡 5 号窯 志方町大沢 生産遺跡 奈良
582 25 地獄谷 3 号墳 上荘町小野 古墳 古墳
583 25 地獄谷 4 号墳 上荘町小野 古墳 古墳
584 ４ 投松古窯跡 13 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
585 4 投松古窯跡 14 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
586 4 投松古窯跡 15 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
587 4 投松古窯跡 16 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
588 4 投松古窯跡 17 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
589 4 投松古窯跡 18 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
590 4 投松古窯跡 19 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
591 4 投松古窯跡 20 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
592 4 投松古窯跡 21 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
593 9 投松古窯跡 22 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
594 9 投松古窯跡 23 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
595 9 投松古窯跡 24 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
596 9 投松古窯跡 25 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
597 9 投松古窯跡 26 号窯 志方町大沢字投松 生産遺跡 奈良
598 9 中津倉古窯跡 4 号窯 志方町細工所中津倉 生産遺跡 平安
599 9 中津倉古窯跡 5 号窯 志方町細工所中津倉 生産遺跡 平安
600 9 中津倉古窯跡 6 号窯 志方町細工所中津倉 生産遺跡 平安
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601 9 中津倉古窯跡 7 号窯 志方町細工所 生産遺跡 平安
602 9 中津倉古窯跡 8 号窯 志方町細工所 生産遺跡 平安
603 9 中津倉古窯跡 9 号窯 志方町細工所 生産遺跡 平安
604 9 中津倉古窯跡 10 号窯 志方町細工所 生産遺跡 平安
605 3 札馬古窯跡 44-1 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 奈良
606 3 札馬古窯跡 44-2 号窯 志方町大沢中谷 生産遺跡 奈良
607 37 升田山 13 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
608 37 升田山 14 号墳 東神吉町升田 古墳 古墳
609 32 井ノ口古墓 上荘町井ノ口 その他の墓 室町
610 29 北谷遺跡 東神吉町神吉 その他の遺跡 弥生～中世
611 45 天神前遺跡 神野町石守 その他の遺跡 奈良・平安
612 26 白沢放山遺跡 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
613 18 大亀谷山古墳 平荘町磐 古墳 古墳
614 55 鶴林寺 加古川町北在家 社寺跡 平安～中世
615 46・47 猫池遺跡 八幡町上西条 散布地 弥生
616 40・41 野村遺跡 八幡町野村 集落跡 弥生
617 51 具平塚遺跡（良野遺跡） 野口町良野 散布地 弥生
618 46 東沢 4 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
619 19 大山谷池遺跡 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
620 19 烏釜山遺跡 上荘町白沢 生産遺跡 奈良
621 56 教信寺 野口町野口 社寺跡 平安～中世
622 50 粟津大年遺跡 加古川町粟津字大年 集落跡 中世
623 40 天王山 1 号窯 八幡町上西条 生産遺跡 中世
624 40 天王山 2 号窯 八幡町上西条 生産遺跡 中世
625 40 天王山 1 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
626 39・40 天王山 2 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
627 39 天王山 3 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
628 46 東沢 2 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
629 47 東沢中遺跡 八幡町上西条 集落跡 弥生
630 47 東沢 1 号墳  八幡町上西条 集落跡・古墳 弥生・古墳
631 46 神野大林古窯跡 1 号窯 神野町神野 生産遺跡 古墳
632 46 神野大林古窯跡 2 号窯 神野町神野 生産遺跡 古墳
633 46 神野大林古窯跡 3 号窯 神野町神野 生産遺跡 古墳
634 51 坂元遺跡 野口町坂元 集落跡 縄文～中世
635 46 神野北山遺跡 神野町神野 生産遺跡 古墳
636 44 大野遺跡 加古川町大野 集落跡 平安～中世
637 56 大塚遺跡 野口町良野、長砂 集落跡 中世
638 40・41 宗佐遺跡 八幡町宗佐 集落跡 弥生～中世
639 40 宗佐南遺跡 八幡町宗佐 集落跡 中世
640 25 平尾山古墳 上荘町小野、薬栗 古墳 古墳
641 40 前谷遺跡 八幡町下村 集落跡 奈良・平安
642 46 東沢 5 号墳 八幡町下西条 古墳 古墳
643 61 石町中世墓 別府町石町 その他の墓 中世
644 40・47 片山遺跡 八幡町下村 集落跡 弥生～中世
645 47 皿辻遺跡 八幡町下村 集落跡 中世
646 45 広沢山遺跡 加古川町大野 集落跡 古墳～平安
647 46 西田池南遺跡 八幡町上西条 集落跡 奈良・平安
648 39・40 天王山 4 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
649 39・40 天王山 5 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
650 46 東沢 3 号墳 八幡町上西条 古墳 古墳
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651 46 神野山中遺跡 神野町石守、福留 集落跡 古墳
652 39 広畑遺跡 八幡町中西条 集落跡 奈良～中世
653 43 西河原遺跡 加古川町西河原 集落跡 奈良・平安
654 45 石守遺跡 神野町石守 集落跡 古墳・奈良
655 45 手末遺跡 神野町神野 集落跡 弥生
656 14 大藤山 3 号墳 志方町永室 古墳 古墳
657 35・42 平津遺跡 米田町平津 集落跡 弥生～平安
658 45 神納塚古墳 加古川町大野 古墳 古墳
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県 1 45 建造物 石造宝塔並びに五輪塔 3 基 常楽寺 加古川町大野 1762
県 2 31 建造物 石造十三重塔 1 基 報恩寺 平荘町山角 466-1
県 3 30 建造物 本岡家住宅 1 棟 加古川市 東神吉町天下原 715-5

県 4 55 建造物

鶴林寺三重塔
　附 寛文 12 年棟札
　　 元禄 10 年棟札
　　 文化 ９ 年棟札

1 棟
鶴林寺 加古川町北在家 424

県 5 55 建造物 石造宝篋印塔 1 基
県 6 16 建造物 石造宝篋印塔 1 基 円福寺 志方町高畑 544
県 7 9 建造物 地徳寛墓地石幢 1 基 細工所町内会 志方町細工所地徳寛墓地

県 8 31 建造物
石造五輪塔
　附 銅製蔵骨器 1 点
　　 陶磁製蔵骨器 1 点

4 基 報恩寺 平荘町山角 466-1

県 9 37 建造物
石造五輪塔
石造宝篋印塔
石造宝塔

1 基
1 基
1 基

池尻町内会 平荘町池尻字益気

県 10 63 建造物 石造宝篋印塔 1 基 土山町内会 平岡町土山 357
県 11 31 建造物 石造宝篋印塔 1 基 養老町内会 平荘町養老 592
県 12 56 建造物 石造宝篋印塔 1 基 良野中町内会 野口町良野 1027
県 13 51 建造物 石造宝篋印塔 1 基 坂元町内会 野口町坂元 508-2
県 14 61 建造物 石造宝篋印塔 1 基 安養寺 平岡町一色 24
県 15 50 建造物 石造十一重塔 1 基 福田寺 加古川町稲屋 607
県 16 56 建造物 石造五輪塔 1 基 教信寺 野口町野口 465
県 17 33 建造物 石造九重塔 1 基 常楽寺 上荘町井ノ口 158
県 18 55 建造物 鶴林寺仁王門 1 棟 鶴林寺 加古川町北在家 424

県 19 絵画 絹本著色当麻曼荼羅図
　附 旧軸木 1 本及び補修記録 1 幅 1 幅 龍泉寺 加古川町平野 123

県 20 絵画 阿弥陀三尊来迎図 1 幅 常楽寺 東神吉町神吉 1413
県 21 絵画 釈迦三尊十六善神像 1 幅 報恩寺 平荘町山角 466-1

県 22 彫刻 行道面
　附 宝髪 2 個 12 面

鶴林寺 加古川町北在家 424県 23 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 1 軀
県 24 彫刻 木造僧形坐像（伝恵便法師像） 1 軀
県 25 彫刻 獅子頭 2 面
県 26 彫刻 沙弥教信頭像 1 軀 教信寺 野口町野口 465
県 27 彫刻 二臂如意輪観音半跏思惟像 1 軀

鶴林寺 加古川町北在家 424

県 28 彫刻 木造聖徳太子立像 1 軀

県 29 工芸品 懸仏
　附 懸仏 ( 如意輪観音 ) 鏡板 1 面 2 面

県 30 工芸品 机 1 脚
県 31 工芸品 懸仏（薬師如来） 1 面

県 32
書籍

·
典籍

報恩寺奉加帳並びに報恩寺文書
３帖、
10 通
１巻

報恩寺 平荘町山角 466-1

県 33 39 史跡 西条廃寺跡 １件 加古川市 西条山手二丁目 28、山手二丁目
1700-63、75、149

番 号 地 図
番 号 区 分 種 別 件 名 数 量 所有者・管理者 所 在 地

国 1 55 国宝 建造物 本堂　附 棟札２枚 1 棟

鶴林寺 加古川町北在家 424

国 2 55 国宝 建造物 太子堂 1 棟
国 3 55 重文 建造物 常行堂 1 棟
国 4 55 重文 建造物 鐘楼　附 旧小屋材１個 1 棟
国 5 55 重文 建造物 護摩堂　附 棟札２枚 1 棟
国 6 55 重文 建造物 行者堂　附 棟札２枚 1 棟
国 7 重文 絵画 絹本著色聖徳太子像 1 幅
国 8 重文 絵画 絹本著色慈恵大師像 1 幅
国 9 重文 絵画 絹本著色弥陀三尊像 1 幅

国 10 重文 絵画 絹本著色聖徳太子絵伝 8 幅

国 11 重文 絵画
板絵著色聖徳太子像（太子堂壁画）
　附 板絵著色仏涅槃図 1 面
　　 板絵著色九品来迎図 1 面

1 面

国 12 重文 彫刻 銅造聖観音立像 1 軀
国 13 重文 彫刻 木造釈迦三尊像 3 軀
国 14 重文 彫刻 木造十一面観音立像 1 軀
国 15 重文 彫刻 木造天蓋 1 個
国 16 重文 彫刻 木造地蔵菩薩半跏像 1 軀 長楽寺 志方町永室 853-1

国 17 重文 彫刻 木造薬師如来及両脇侍像
木造二天王立像

3 軀
2 軀

鶴林寺 加古川町北在家 424国 18 重文 工芸品 鼉太鼓縁
　附 鼓胴・革残欠一括 2 基

国 19 重文 工芸品 木造鶴林寺扁額 1 面
国 20 重文 工芸品 銅鐘 1 口
国 21 重文 工芸品 銅鐘 1 口 尾上神社 尾上町長田 518
国 22 重文 工芸品 木造髹漆厨子 1 基 鶴林寺 加古川町北在家 424

国 23
39
・
46

史跡 史跡 西条古墳群

尼塚古墳

3 基

加古川市 山手二丁目 1700-51

行者塚古墳 加古川市
文部科学省

山手二丁目 959
山手二丁目 958

人塚古墳 加古川市 山手二丁目 1700-100、
103､ 111

国指定文化財一覧表 県指定文化財一覧表

番 号 地 図
番 号 種 別 件 名 数 量 所 有 者・管 理 者 所 在 地

登録 1 61 建造物
大歳家住宅 ( 主屋､ 東什器蔵､ 西什器蔵､
離屋､ 隠居部屋､ 長屋 · 長屋門､ 茶室､ 米
蔵､ 穀物蔵 )

9 件 個人 別府町新野辺 881

登録 2 66 建造物 多木浜洋館
（主屋､ 記念碑､ 石造門､ 煉瓦塀） 4 件 学校法人多木学園 別府町東町 174

登録 3 15 建造物 志方八幡神社社務所（主屋､ 門､ 蔵） 3 件 志方八幡神社 志方町志方町 301-2
登録 4 43 建造物 神田家住宅洋館 1 件 個人 加古川町本町 444-3
登録 5 55 建造物 尾上神社（本殿､ 拝殿､ 幣殿､ 隋身門） 4 件 尾上神社 尾上町長田 518
登録 6 32 記念物 みとろ苑庭園 1 件 財団法人農村文化協会 上荘町見土呂 375-1
登録 7 36 建造物 常楽寺（本堂､ 薬師堂､ 山門､ 鐘楼） 4 件 常楽寺 東神吉町神吉 1413

登録 8 50 建造物
泊神社（本殿､ 末社住吉神社本殿､
末社種子神社本殿､ 末社熊野神社本殿､
幣殿､ 太鼓蔵､ 能舞台､ 神楽殿）

8 件 泊神社 加古川町木村 658

登録 9 32 建造物 旧大西家住宅（みとろ苑）
（表門､ 大広間棟､ 渡廊下及び浴室） 3 件 財団法人農村文化協会 上荘町見土呂 375-1

国登録文化財一覧表



番 号 地 図
番 号 種 別 件 名 数 量 所 有 者・管 理 者 所 在 地

市 38 工芸品 鼓胴 1 口
鶴林寺 加古川町北在家 424市 39 工芸品 牛皮華鬘 10 枚

市 40 書籍 · 典籍 紺地金字金剛般若波羅蜜経 1 巻
市 41 書籍 · 典籍 大般若経 504 帖

報恩寺 平荘町山角 466-1
市 42 書籍 · 典籍 大般若経 1 巻
市 43 書籍 · 典籍 妙法蓮華経 4 巻

鶴林寺 加古川町北在家 424市 44 書籍 · 典籍 大般若経 600 帖
市 45 書籍 · 典籍 鶴林寺文書 12 通

市 46 57 考古資料

三角縁神獣鏡
　附 石釧 2 点
　　 方格渦文鏡 1 面
　　 獣形鏡 1 面

1 面
加古川市教育委員会 平岡町新在家 1224-7

市 47 57 考古資料 三角縁神獣鏡 1 面
市 48 57 考古資料 カンス塚古墳出土品一括 24 点

市 49 31 考古資料
弥陀三尊種子板碑・釈迦三尊種
子板碑

2 基 平之荘神社 平荘町山角 478

市 50 38 考古資料
胎蔵界大日一尊種子及び地蔵立
像板碑

1 基 地蔵寺 平荘町池尻 1

市 51 57 考古資料 長慶寺山古墳出土品一括 34 点 加古川市教育委員会 平岡町新在家 1224-7
市 52 16 考古資料 弥陀三尊種子板碑 1 基 広尾西町内会 志方町広尾 1576
市 53 31 考古資料 線刻地蔵板碑 1 基 西山町内会 平荘町西山 122
市 54 31 考古資料 六尊石仏 1 基 長楽寺 平荘町小畑 150-1
市 55 24 考古資料 八尊石仏（八ツ仏） 1 基 小畑東町内会 平荘町小畑

市 56 36 考古資料 石製露盤及び刹
露盤 1 個 ･

刹 1 個
中西町内会 西神吉町中西 251

市 57 31 考古資料
弥陀三尊種子板碑・弥陀一尊種
子板碑

2 基 西山町内会 平荘町西山 103

市 58 45 考古資料 六地蔵石仏 1 基 西之山町内会 神野町西之山 428
市 59 31 考古資料 四尊石仏 1 基 報恩寺 平荘町山角 466-3
市 60 57 考古資料 天坊山古墳出土品一括 24 点

加古川市教育委員会 平岡町新在家 1224-7
市 61 57 考古資料 画文帯神獣鏡 1 面
市 62 歴史資料 泊神社棟札 2 枚 泊神社 加古川町木村 658
市 63 無形文化財 鶴林寺鬼追い 1 団体 鶴林寺鬼追い保存会 尾上町安田
市 64 民俗資料 祭礼絵巻 1 巻 神吉八幡神社 西神吉町宮前 81
市 65 民俗資料 三十六歌仙図絵馬 32 枚 泊神社 加古川町木村 658

市 66 39 史跡 宮山遺跡 古墳ほか
上西条町内会
中西条町内会

八幡町上西条 1158-2

市 67 45 史跡 北大塚古墳 1 基 西之山町内会 神野町日岡苑 31
市 68 56 史跡 教信寺境内 1 か所 教信寺 野口町野口 384、465
市 69 36 史跡 石井の清水 1 か所 中西町内会 西神吉町中西 251
市 70 33 天然記念物 築山の榎 1 本 国包伊勢講 上荘町国包 179

番 号 地 図
番 号 種 別 件 名 数 量 所 有 者・管 理 者 所 在 地

市 1 43 建造物 陣屋 1 棟 個人 加古川町寺家町 315
市 2 52 建造物 平木橋 1 基 加古川市 野口町水足前ノ池
市 3 32 建造物 石造宝篋印塔 1 基 見土呂町内会 上荘町見土呂 441-2
市 4 45 建造物 石造十三重塔 1 基 常楽寺 加古川町大野 1762
市 5 絵画 薬師十二神将図 1 幅 常楽寺 東神吉町神吉 1413
市 6 絵画 聖徳太子絵伝 3 幅

鶴林寺 加古川町北在家 424
市 7 絵画 釈迦三尊十六善神像 1 幅

市 8 絵画
播州印南郡報恩律寺七堂図
( 参詣曼荼羅図 )
　附 勧進状 3 巻

1 幅 報恩寺 平荘町山角 466-1

市 9 絵画 天台十大師図 10 幅

鶴林寺 加古川町北在家 424

市 10 絵画 釈迦如来座像及び十六羅漢像 16 幅
市 11 絵画 両界曼荼羅図 2 幅
市 12 絵画 仏涅槃図 1 幅
市 13 絵画 妙音弁才天像 1 幅
市 14 絵画 五大尊像 3 幅
市 15 彫刻 木造毘沙門天立像 1 軀 教信寺常住院 野口町野口 465
市 16 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 1 軀 鶴林寺真光院 加古川町北在家 316-1
市 17 彫刻 木造阿弥陀如来立像 1 軀 法音寺 尾上町養田 629
市 18 彫刻 聖徳太子坐像及び二王子立像 3 軀

鶴林寺 加古川町北在家 424市 19 彫刻 四天王立像 4 軀
市 20 彫刻 弁財天立像 1 軀
市 21 彫刻 地蔵菩薩立像 1 軀 永昌寺 神野町西条 828
市 22 彫刻 地蔵菩薩立像 2 軀

鶴林寺 加古川町北在家 424
市 23 彫刻

行基菩薩坐像
　附 勧進帳 1 冊

1 軀

市 24 彫刻 木造聖観音菩薩立像 1 軀 常楽寺 加古川町大野 1762
市 25 彫刻 薬師如来坐像及び両脇侍像 3 軀 佛性寺 志方町原 314
市 26 彫刻 大日如来坐像 1 軀 鶴林寺 加古川町北在家 424
市 27 彫刻 阿弥陀如来立像 1 軀 如意寺 加古川町木村 602
市 28 彫刻 地蔵菩薩立像 1 軀 教信寺 野口町野口 465
市 29 彫刻 追儺面 3 面 鶴林寺 加古川町北在家 424
市 30 彫刻 木造金剛界大日如来坐像 1 軀 報恩寺 平荘町山角 466-1
市 31 工芸品 朱漆塗猫足礼盤 1 脚 鶴林寺 加古川町北在家 424
市 32 工芸品 銅鐘 1 口 円照寺 志方町広尾 1029

市 33 工芸品
法華経版木
　附 版木残欠

78 枚 鶴林寺 加古川町北在家 424

市 34 工芸品 縹糸胸取金茶威二枚胴童具足 1 領 個人 平岡町西谷
市 35 工芸品 鉄錆色漆塗桶側胴具足 1 領 個人 加古川町北在家
市 36 工芸品 平之荘神社神輿 1 輦 平之荘神社 平荘町山角 478
市 37 工芸品 黒漆瓶子 1 対 鶴林寺 加古川町北在家 424

市指定文化財一覧表
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