
の平 北山湯川 集落跡 縄文

遺跡番号 遺跡名 ふりがな 所在地 遺跡の種類 遺跡の時代
1 大河原 おおがわら 北山 散布地 弥生
2 城ノ平 じょうのだいら 北山蓼科 散布地・生産遺跡 旧石器・縄文
3 十文字平 じゅうもんじだいら 北山緑山 散布地 旧石器
4 蓼科 たてしな 北山蓼科 集落跡 縄文
5 渋川Ⅰ しぶかわいち 北山蓼科 散布地 旧石器
6 渋川Ⅱ しぶかわに 北山蓼科 散布地 旧石器
7 琵琶石岩陰 びわいしいわかげ 北山白樺湖 集落跡 旧石器・縄文
8 南岸 なんがん 北山白樺湖 散布地 旧石器・平安
9 御座岩岩陰 ございわいわかげ 北山白樺湖 散布地 旧石器・縄文･弥生・平安・中世
10 御小屋之久保 おこやのくぼ 北山白樺湖 散布地 旧石器・縄文・平安
11 山の神 やまのかみ 北山柏原 集落跡 平安
12 奈良宇崎 ならうざき 北山柏原 集落跡 縄文・平安
13 栃窪岩陰 とちくぼいわかげ 北山柏原 散布地 旧石器・縄文・弥生・平安・近世
14 上の棚 うえのたな 北山柏原 集落跡 縄文
15 キツネ原 きつねっぱら 北山柏原 集落跡 縄文
16 矢の口 やのくち 北山湯川 集落跡 縄文・平安
17 上之段 うえのだん 北山湯川 集落跡 縄文・弥生・平安
18 高風呂 たかぶろ 北山湯川 集落跡 縄文
19 窪田 くぼた 北山湯川 集落跡 縄文
20 枡形 ますがた 北山湯川 集落跡・城館跡 縄文・平安・中世
21 上の平 うえのだいらうえのだ ら 北山湯川 集落跡 縄文
22 湯川経塚 ゆがわきょうづか 北山湯川 経塚 中世
23 イモリ沢 いもりざわ 北山湯川 集落跡 縄文
24 上ゲ溝 あげみぞ 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
25 横山 よこやま 米沢塩沢 集落跡 縄文
26 上の平 うえのだいら 米沢塩沢 散布地・集落跡 旧石器・縄文・中世
27 丸山 まるやま 米沢塩沢 集落跡 縄文
28 よせの台 よせのだい 米沢塩沢 集落跡 縄文
29 芝ノ木 しばのき 米沢塩沢・北大塩 集落跡 旧跡・縄文・弥生・中世
30 一ノ瀬 いちのせ 米沢塩沢・北大塩 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安・近世
31 鳥の窪 とりのくぼ 米沢北大塩 集落跡 縄文・中世
32 大六殿上 だいろくでんうえ 米沢北大塩 集落跡 平安
33 大六殿 だいろくでん 米沢北大塩 集落跡 縄文・平安・近現代
34 駒形 こまがた 米沢北大塩 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安
35 大清水 おおしみず 米沢北大塩 散布地 縄文
36 上の山 うえのやま 米沢北大塩 集落跡 縄文
37 向林 むかいばやし 米沢北大塩 集落跡 縄文
38 三軒屋 さんげんや 米沢北大塩 集落跡 縄文
39 大桜 おおざくら 米沢北大塩 集落跡 縄文・弥生・平安
40 八幡坂 はちまんざか 米沢北大塩 集落跡 縄文・中世
41 中ノ平 なかのだいら 米沢鋳物師屋 集落跡 縄文
42 丸山 まるやま 米沢北大塩 集落跡 縄文



下菅沢 中大塩 集落跡 縄文

43 蛇石 へびいし 米沢鋳物師屋 集落跡 縄文
44 棚畑 たなばたけ 米沢埴原田 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安・近世
45 痩尾根 やせおね 湖東白井出 集落跡 縄文
46 床滑 とこなめ 北山糸萱 生産遺跡 縄文
47 下尾根 しもおね 湖東笹原 集落跡 縄文
48 桂井戸 かつらいど 湖東笹原 集落跡 縄文
49 尾根 おね 湖東須栗平 集落跡 縄文
50 長峯 ながみね 北山芹ヶ沢・糸萱 散布地・集落跡 旧石器・縄文
51 聖石 ひじりいし 北山芹ヶ沢 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安
52 滝之脇 たきのわき 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
53 神ノ木 かみのき 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
54 上ッ原 うわっぱら 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
55 下ッ原 しもっぱら 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
56 下島 しもじま 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文・弥生
57 松原 まつばら 湖東山口 集落跡 縄文
58 山口 やまぐち 湖東山口 集落跡 縄文
59 新井下 あらいした 湖東新井 集落跡 縄文・平安
60 中ッ原 なかっぱら 湖東山口 集落跡 縄文
61 花蒔 はなまき 湖東花蒔 集落跡 縄文
62 辻屋 つじや 湖東中村 集落跡 縄文
63 中村 なかむら 湖東中村 集落跡 縄文
64 下菅沢 しもすげさわしもすげさわ 中大塩 集落跡 縄文
65 高尾戸 たかおど 中大塩 集落跡 平安
66 上半田 かみはんだ 豊平福沢 集落跡 弥生・平安
67 子の神 ねのかみ 豊平福沢 集落跡 縄文
68 中原 なかっぱら 豊平福沢・下菅沢 集落跡 縄文・近代
69 宮の上 みやのうえ 豊平福沢 集落跡 縄文・弥生
70 八幡社前 はちまんしゃまえ 豊平山寺 集落跡 平安
71 山寺 やまでら 豊平山寺 集落跡 平安・中世
72 経塚 きょうづか 豊平南大塩 集落跡 縄文・中世
73 権現林 ごんげんばやし 豊平南大塩 集落跡 縄文・平安
74 日向上 ひなたうえ 豊平塩之目 集落跡 縄文・平安・中世
75 塩之目尻 しおのめじり 豊平塩之目 集落跡 縄文・平安
76 中ツルネ なかつるね 豊平塩之目 集落跡 縄文・弥生・平安
77 梨ノ木 なしのき 豊平下古田 集落跡・生産遺跡 縄文・平安・中世
78 師岡平 もろおかだいら 豊平上古田 集落跡・生産遺跡 縄文・中世・近世以降
79 向原 むかいっぱら 豊平南大塩 散布地・集落跡 旧石器・縄文・中世
80 立石 たていし 豊平南大塩 集落跡 縄文・平安
81 城 じょう 豊平南大塩 集落跡 縄文・平安
82 水尻 みずじり 豊平南大塩 集落跡 縄文
83 中ッ原Ａ なかっぱらえー 豊平南大塩 集落跡 縄文・平安
84 神立林 かんだちばやし 豊平南大塩 集落跡 縄文・平安
85 与助尾根 よすけおね 豊平広見 集落跡 縄文・平安



本椹 集落跡 縄文 弥生 古墳 平安 中世

86 与助尾根南 よすけおねみなみ 豊平広見 集落跡・生産遺跡 縄文・平安
87 尖石 とがりいし 豊平広見 集落跡 縄文
88 竜神平 りゅうじんだいら 豊平広見 集落跡 縄文・平安
89 新水掛Ａ しんみずかけえー 豊平上場沢 集落跡 縄文
90 鴨田 かもだ 豊平上場沢 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安
91 稗田頭Ａ ひえだがしらえー 泉野下槻木 散布地・集落跡 旧石器・縄文・弥生・平安
92 中原 なかっぱら 泉野下槻木 集落跡 縄文
93 細沢 ほそざわ 泉野上槻木 集落跡 縄文
94 棚畑 たなばた ちの城山 集落跡 縄文・弥生・平安
95 西入矢穴１号古墳 にしいりやあないちごうこふん ちの本町 古墳 古墳
96 中矢穴１号古墳 なかやあないちごうこふん ちの本町 古墳 古墳
97 矢穴２号古墳 やあなにごうこふん ちの本町 古墳 古墳
98 矢穴 やあな ちの本町 集落跡 縄文・平安
99 釜石古墳 かまいしこふん ちの塚原 古墳 古墳
100 十二坊古墳 じゅうにぼうこふん ちの上原 古墳 古墳
101 永明寺 えいめいじ ちの上原 集落跡 縄文・平安・中世
102 上原城跡 うえはらじょうせき ちの上原 城館跡 中世
103 鉄古塚（鉄甲塚）古墳 てっこづかこふん ちの上原 古墳 古墳
104 地蔵堂 じぞうどう ちの上原 集落跡 縄文
105 藤塚古墳 ふじづかこふん ちの上原 古墳 古墳
106 一本椹古墳 いっぽんざわらこふん ちの塚原 古墳 古墳
107 一本椹 いっぽんざわらぽんざわら ちの塚原ちの塚原 集落跡 縄文・弥生・古墳・平安・中世
108 永明中学校グラウンド えいめいちゅうがっこうぐらうんど ちの塚原 集落跡 弥生・平安・近世
109 光明寺 こうみょうじ ちの上原 集落跡 縄文・平安
110 家下 いえした ちの横内 集落跡 縄文・弥生・古墳・奈良・平安･中世・近世
111 一ノ坪古墳 いちのつぼこふん ちの横内 古墳 古墳
112 下蟹河原 しもがにがわら ちの横内 集落跡 弥生・古墳・平安・中世
113 姥塚古墳 うばづかこふん ちの茅野町 古墳 古墳
114 大塚古墳 おおつかこふん ちの仲町 古墳 古墳
115 原地 はらち ちの塚原 集落跡 縄文・平安
116 塚の越古墳 つかのこしこふん ちの本町 古墳 古墳
117 王経塚古墳 おおきょうづかこふん ちの本町 古墳 古墳・平安
118 神長官裏古墳 じんちょうかんうらこふん 宮川高部 古墳 古墳・平安
119 疱瘡神塚古墳 ほうそうがみづかこふん 宮川高部 古墳 古墳・平安
120 乞食塚古墳 こじきづかこふん 宮川高部 古墳 古墳・奈良以降
121 神袋塚古墳 かんぶくろづかこづん 宮川高部 古墳 古墳
122 塚屋古墳 つかやこふん 宮川高部 古墳 古墳
123 高部 たかべ 宮川高部 集落跡 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世･近世
124 蛇塚古墳 へびづかこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
125 前宮古墳 まえみやこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
126 石塚古墳 いしづかこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
127 樋沢古墳 ひざわこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
128 芳久保古墳 よしくぼこふん 宮川小町屋 古墳 古墳



川久保古墳 川荒神 古墳 古墳

129 前宮 まえみや 宮川小町屋 集落跡 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世
130 常坊主１号古墳 じょうぼうずいちごうこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
131 山ノ神古墳 やまのかみこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
132 干沢城跡 ひざわじょうせき 宮川安国寺・小町屋 集落跡 縄文・平安・中世
133 御越古墳群 おっこしこふんぐん 宮川安国寺 古墳 古墳
134 小飼通 こがいどおり 宮川安国寺 集落跡 縄文・弥生・古墳・平安・中世
135 籠り塚古墳 こもりづかこふん 宮川安国寺 古墳 古墳
136 塚屋古墳 つかやこふん 宮川安国寺 古墳 古墳
137 百々通古墳 どうどうどおりこふん 宮川安国寺 古墳 古墳
138 裏の山 うらのやま 宮川西茅野 集落跡 縄文
139 小飼通古墳 こがいどおりこふん 宮川安国寺 古墳 古墳
140 山の神（横山） やまのかみ（よこやま） 宮川西山 集落跡 縄文・平安
141 晴ケ峯 はれがみね 宮川安国寺 集落跡 縄文
142 四ツ塚古墳群 よつづかこふんぐん 宮川茅野 古墳 古墳
143 御社宮司 みしゃぐうじ 宮川茅野 集落跡 縄文・弥生・古墳・平安・中世・近世
144 金鍔塚古墳 きんつばづかこふん 宮川茅野 古墳 古墳
145 長峰 ながみね 宮川両久保 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安
146 狐久保 きつねくぼ 宮川茅野 集落跡 縄文
147 林の峯 はやしのみね 宮川両久保 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安・中世
148 雨降塚古墳 あめふりづかこふん 宮川坂室 古墳 古墳
149 長峯（比丘尼原） ながみね（びくにっぱら） 宮川向ヶ丘・東向ヶ丘 集落跡 縄文
150 川久保古墳 かわくぼこふんかわくぼ ふん 玉川荒神 古墳 古墳
151 下河原 しもがわら 玉川荒神 集落跡 縄文・弥生
152 石小屋１号古墳 いしごやいちごうこふん 玉川荒神 古墳 古墳
153 京塚原 きょうづかはら 玉川荒神 集落跡 縄文
154 下ノ原 しものはら 玉川荒神 集落跡・生産遺跡 縄文・平安
155 中御前 なかごぜん 玉川荒神 集落跡 縄文
156 上の原 うえのはら 玉川粟沢 集落跡 縄文
157 和田日向 わだひなた 玉川粟沢 集落跡 縄文
158 茅野和田 ちのわだ 玉川小泉 集落跡 縄文・古墳・平安
159 久保川 くぼかわ 玉川神之原 集落跡 縄文
160 小堂見 こどうみ 玉川神之原 集落跡 縄文・平安・中世
161 上御前 かみごぜん 玉川神之原 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安・中世
162 藤塚 ふじづか 玉川小堂見 集落跡 縄文
163 一本木 いっぽんぎ 玉川山田 集落跡 縄文
164 尾根田 おねだ 玉川山田 集落跡 縄文
165 中沢 なかっさわ 玉川山田 集落跡 縄文
166 上の平 うえのだいら 豊平御作田 集落跡 縄文・平安・中世
167 日鴨寺 ひがもじ 泉野中道 集落跡 縄文
168 上見 あげみ 泉野下槻木 散布地・集落跡・生産遺跡 旧石器・縄文
169 鹿垣 ししがき 泉野小屋場 集落跡 縄文
170 馬捨場 うますてば 泉野小屋場 散布地・集落跡・生産遺跡 旧石器・縄文・中世
171 山之神 やまのかみ 泉野小屋場 集落跡 縄文



の原 金沢御狩野 集落跡 縄文

172 丸生戸 まろうど 泉野小屋場 集落跡 縄文
173 城山城跡 じょうやまじょうせき 泉野小屋場 集落跡 中世
174 菖蒲沢Ⅲ しょうぶざわさん 泉野小屋場 集落跡 縄文・平安
175 菖蒲沢Ⅱ しょうぶざわに 泉野小屋場 集落跡 縄文
176 栃窪北 とちくぼきた 北山柏原 散布地 旧石器
177 夕立 ゆうだち 泉野上槻木 散布地・集落跡 旧石器・縄文
178 屋敷添 やしきぞい 玉川菊沢 集落跡 縄文
179 古御堂 ふるみどう 玉川北久保 集落跡 縄文・平安
180 神垣外 かみがいと 宮川田沢 集落跡 縄文・平安・中世
181 大悦 だいえつ 宮川丸山 集落跡 縄文・平安
182 大悦南 だいえつみなみ 宮川丸山 集落跡 縄文・平安
183 勝山 かちやま 宮川坂室 集落跡 縄文・古墳・平安
184 ケツヨリ けつより 金沢木舟 集落跡 縄文・平安
185 芝平 しばだいら 金沢大池 集落跡 縄文
186 御湯の山 おゆのやま 金沢金沢下 集落跡 平安
187 向坂 むこうざか 金沢金沢上 集落跡 縄文
188 天狗山 てんぐやま 金沢金沢上 集落跡 縄文・弥生・平安
189 芥沢 ごみっさわ 金沢大沢 集落跡 縄文・平安
190 金沢台 かなざわだい 金沢金沢台 集落跡 縄文
191 裏の山 うらのやま 金沢 集落跡 縄文・平安
192 中平 なかだいら 金沢 集落跡 縄文・平安
193 上の原 うえのはらうえのはら 金沢御狩野 集落跡 縄文
194 判の木山西 はんのきやまにし 金沢御狩野 集落跡・生産遺跡 縄文・平安
195 判の木山東 はんのきやまひがし 金沢御狩野 集落跡 縄文・平安
196 金山沢北 かなやまざわきた 金沢御狩野 集落跡 縄文・平安
197 頭殿沢上 とうどのさわうえ 金沢御狩野 集落跡 縄文・平安
198 御狩野 みかりの 金沢御狩野 集落跡 縄文・平安
199 頭殿沢 とうどのさわ 金沢御狩野 集落跡・生産遺跡 縄文・平安
200 辰野館前 たつのかんまえ 豊平 散布地 旧石器
201 御射鹿池下 みしゃかいけした 豊平 散布地 旧石器
202 糸萱 いとがや 北山糸萱 集落跡 縄文
203 朝倉城跡 あさくらじょうせき 北山湯川 城館跡 中世
204 菖蒲沢Ａ しょうぶざわえー 湖東堀 集落跡 縄文・平安・近代
205 菖蒲沢Ｂ しょうぶざわびー 湖東堀 集落跡 縄文
206 竜神平下 りゅうじんだいらした 豊平広見 集落跡 縄文
207 新水掛Ｂ しんみずかけびー 豊平上場沢 集落跡 縄文
208 金堀場 かなほりば 豊平上場沢 集落跡 縄文
209 稗田頭Ｂ ひえだがしらびー 泉野下槻木 散布地・集落跡・生産遺跡 旧石器・縄文
210 威力不動尊東 いりきふどうそんひがし 豊平上古田 集落跡・生産遺跡 縄文・近代
211 古田城跡 ふったじょうせき 豊平下古田 散布地・集落跡・生産遺跡 旧石器・縄文・中世
212 尼御前 あまごぜん 米沢埴原田 集落跡 縄文
213 田部石 たんべいし 米沢埴原田 集落跡 縄文
214 埴原田城跡 はいばらだじょうせき 米沢埴原田 集落跡 中世



広井出 湖東金山 散布地 集落跡 旧石器 縄文

215 埴原田 はいばらだ 米沢埴原田 集落跡 縄文
216 李久保 すもくぼ 米沢埴原田 集落跡 縄文
217 鬼場城跡 おにばじょうせき 米沢埴原田 集落跡 中世
218 土佐屋敷 とさやしき ちの本町 集落跡 縄文・奈良・平安・中世・近世
219 御座石神社 ございしじんじゃ ちの本町 集落跡 縄文・中世・近世
220 齢松山城跡 れいしょうざんじょうせき ちの本町 集落跡 中世
221 西入 にしいり ちの本町 集落跡 縄文
222 阿弥陀堂 あみだどう ちの塚原 集落跡 縄文・弥生・平安・中世・近世
223 構井 かまい ちの茅野町・上原 集落跡 縄文・弥生・古墳・平安・中世
224 上原城下町 うえはらじょうかまち ちの上原 集落跡 縄文・弥生・古墳・奈良・平安・中世・近世
225 神長官邸 じんちょうかんてい 宮川高部 城館跡 古墳・中世
226 磯並 いそなみ 宮川高部 集落跡 中世・近世
227 狐塚 きつねづか 宮川高部 集落跡 平安
228 粟沢城跡 あわざわじょうせき 玉川粟沢 城館跡 中世
229 シラザレ城跡 しらざれじょうせき 金沢木舟 城館跡 中世
230 はごや はごや 金沢青柳 集落跡 縄文
231 阿久尻 あきゅうじり 金沢木舟 集落跡・生産遺跡 縄文・平安・中世
232 下原山・茂佐久保 しもはらやま・もさくぼ 金沢木舟 集落跡・生産遺跡 縄文
233 矢倉田 やぐらだ 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
234 山之神沢 やまのかみさわ 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
235 北山菖蒲沢Ａ きたやましょうぶざわえー 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文・平安
236 広井出 ひろいでひろ で 湖東金山 散布地・集落跡 旧石器・縄文
237 北山菖蒲沢Ｂ きたやましょうぶざわびー 北山芹ヶ沢 散布地・集落跡 旧石器・縄文・平安
238 珍部坂Ａ ちんべざかえー 湖東堀 集落跡 縄文
239 箒原 ほうきぱら 湖東下菅沢 集落跡 縄文
240 珍部坂Ｂ ちんべざかびー 湖東堀 集落跡 不明
241 牛ノ児 うしのこ 米沢塩沢 集落跡 縄文・平安
242 間久保 はざまくぼ 米沢鋳物師屋 集落跡 不明
243 姫御前 ひめごぜん 米沢埴原田 集落跡 不明
244 桂入 かつらいり 米沢埴原田 集落跡 不明
245 山田畑 やまだばたけ 玉川小堂見 集落跡 不明
246 中島 なかじま 玉川粟沢 集落跡 不明
247 検校平古墳 けんぎょうだいらこふん ちの本町 古墳 古墳
248 中矢穴２号古墳 なかやあなにごうこふん ちの本町 古墳 古墳
249 西入矢穴２号古墳 にしいりやあなにごうこふん ちの本町 古墳 古墳
250 西入矢穴３号古墳 にしいりやあなさんごうこふん ちの本町 古墳 古墳
251 矢穴１号古墳 やあないちごうこふん ちの本町 古墳 古墳
252 矢穴３号古墳 やあなさんごうこふん ちの本町 古墳 古墳
253 笹尾根 ささおね 泉野小屋場 集落跡 不明
254 石塔坂 せきとうざか 豊平南大塩 集落跡 不明
255 上ノ棚 うえのたな 北山芹ヶ沢 集落跡 不明
256 中ヤヅカ古墳 なかやづかこふん ちの本町 古墳 古墳
257 西林古墳 にしばやしこふん ちの本町 古墳 古墳



横谷岩陰 よ や わかげ 北山糸萱 散布地 集落跡 旧石器 弥生

258 沢口古墳 さわぐちこふん ちの塚原 古墳 古墳
259 八ヶ岳農場 やつがたけのうじょう 玉川農場 散布地 旧石器･縄文
260 藤右衛門前 ふじえもんまえ 豊平上古田 集落跡 縄文
261 薬師堂上古墳 やくしどううえこふん ちの上原 古墳 古墳
262 武将の古墳 ぶしょうのこふん ちの上原 古墳 古墳
263 上原矢穴１号古墳 うえはらやあないちごうこふん ちの上原 古墳 古墳
264 上原矢穴２号古墳 うえはらやあなにごうこふん ちの上原 古墳 古墳
265 上原矢穴３号古墳 うえはらやあなさんごうこふん ちの上原 古墳 古墳
266 上原矢穴４号古墳 うえはらやあなよんごうこふん ちの上原 古墳 古墳
267 犬射原古墳 いぬいばらこふん ちの仲町 古墳 古墳
268 石小屋２号古墳 いしごやにごうこふん 玉川荒神 古墳 古墳
269 上ノ山古墳 うえのやまこふん 古墳 古墳
270 田沢沢古墳 たざわざわこふん 古墳 古墳
271 大門寺古墳 だいもんじこふん 古墳 古墳
272 常坊主２号古墳 じょうぼうずにごうこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
273 山ノ神２号古墳 やまのかみにごうこふん 宮川小町屋 古墳 古墳
274 狐塚１号古墳 きつねづかいちごうこふん 宮川高部 古墳 古墳
275 狐塚２号古墳 きつねづかにごうこふん 宮川高部 古墳 古墳
276 下原山 しもはらやま 金沢御狩野 集落跡 縄文・平安
277 広畑 ひろはた 玉川粟沢 散布地・集落跡 旧石器・縄文
278 御天城跡 ごてんじょうせき 宮川 城館跡 中世
279 横谷岩陰 よこやいわかげ 北山糸萱 散布地・集落跡 旧石器・弥生
280 御猪岩 おいのいわ 泉野上槻木 散布地・集落跡 旧石器・弥生
281 塚ノ越古墳 つかのこしこふん ちの横内 古墳 古墳
282 石田家屋敷 いしだけやしき ちの本町 古墳 古墳
283 田裏 たうら ちの塚原 集落跡 平安
284 日向前 ひなたまえ 豊平塩之目 集落跡 縄文
285 板垣平 いたがきだいら ちの上原 城館跡 中世
286 干沢城下町 ひざわじょうかまち 宮川安国寺・小町屋 集落跡 中世
287 平十郎久保 へいじゅうろうくぼ 米沢埴原田 集落跡 縄文
288 小久保 こくぼ 米沢埴原田 集落跡 縄文・平安
289 越道上 こえどうえ 泉野下槻木 集落跡 縄文・中世
290 塚 つか 泉野下槻木 その他の墓 近世
291 梵天原 ぼんてんばら 泉野上槻木 集落跡・生産遺跡 縄文
292 久保畑 くぼばた 金沢木舟 集落跡 縄文・平安
293 渋川原 しぶかわっぱら 湖東笹原 集落跡 縄文
294 細沢 ほそざわ 湖東笹原 集落跡 縄文
295 長野汐下 ながのせぎした 湖東白井出 集落跡 縄文
296 外丸戸 そとまるど 湖東白井出 集落跡 縄文
297 入之嶺西 いりのみねにし 北山車山 散布地 縄文
298 入之嶺東 いりのみねひがし 北山車山 散布地 縄文
299 ツキノ木 つきのき 玉川神之原 集落跡 平安・中世
300 頭無 かしらなし 玉川菊沢 集落跡 縄文・古墳・平安・中世



笹原 第 豊平 生産遺跡 縄文

301 薮原船久保三角塚 やぶはらふなくぼさんかくづか 玉川神之原 散布地 縄文
302 中ッ原Ｂ なかっぱらびー 豊平南大塩 集落跡 縄文・中世・近世
303 出頭 いでがしら 宮川安国寺 集落跡 縄文
304 稗田頭Ｃ ひえだがしらしー 泉野下槻木 集落跡 縄文・平安
305 入之嶺 いりのみね 北山車山 散布地・集落跡 旧石器・縄文
306 対山館 たいざんかん 北山白樺湖 散布地 旧石器
307 池ノ平 いけのだいら 北山白樺湖 散布地 旧石器･縄文･中世
308 大歳神社 おおとしじんじゃ ちの茅野町 集落跡 縄文・弥生・古墳・中世・近世
309 菖蒲沢 しょうぶざわ 米沢北大塩 集落跡 縄文
310 大田苅 だいたがり 米沢北大塩 集落跡 縄文・平安
311 出ノ脇 いでのわき 米沢北大塩 集落跡 縄文
312 買地 かいち 米沢北大塩 集落跡 縄文
313 久保御堂 くぼおどう 豊平上古田 集落跡・生産遺跡 縄文・平安・中世
314 鹿尾根 ししおね 泉野中道 集落跡・生産遺跡 縄文
315 中尾 なかお 豊平南大塩 集落跡 縄文・中世
316 和尚屋敷 おしょうやしき ちの上原 集落跡 弥生・古墳・中世
317 トクアミ とくあみ 豊平下古田 集落跡・生産遺跡 縄文・平安・中世・近世
318 姫宮 ひめみや 宮川小町屋 集落跡 中世・近世
319 荒玉社周辺 あらたましゃしゅうへん 宮川安国寺・小町屋 集落跡 中世
320 スナアラ古墳 すなあらこふん ちの本町 古墳 古墳
321 笹原上第１ ささはらうえだいいち 豊平 生産遺跡 縄文
322 笹原上第２ ささはらうえだいささはらうえだ にに 豊平 生産遺跡 縄文
323 中村 なかむら 宮川西茅野 集落跡 縄文・平安・中世
324 外垣外 そとがいと 宮川西茅野 集落跡 縄文・平安
325 蟹畑 かにばた 宮川西茅野 集落跡 縄文･弥生･平安・中世
326 式部汐 しきぶせき 玉川神之原 集落跡 縄文
327 別田沢 べったざわ 北山芹ヶ沢 集落跡 縄文
328 町道下 まちみちした 湖東須栗平 集落跡 縄文
329 頭無１号古墳 かしらなしいちごうこふん 宮川高部 古墳 古墳
330 頭無２号古墳 かしらなしにごうこふん 宮川高部 古墳 古墳
331 大久保 おおくぼ 豊平御作田 集落跡 縄文・近世
332 下新田 しもしんでん 宮川田沢 散布地 縄文
333 尖石南 とがりいしみなみ 豊平広見 散布地 縄文
334 渋川Ⅲ しぶかわさん 北山蓼科 散布地 旧石器
335 入の日影 いりのひかげ 宮川坂室・田沢 集落跡 縄文
336 高部家下 たかべいえした 宮川高部 散布地 中世・近世
337 柏木 かしわぎ 金沢大沢 集落跡・生産遺跡 縄文・中世
338 クネ内 くねうち 玉川荒神 集落跡 縄文
339 南堀東 みなみほりひがし 豊平 散布地 縄文
340 河原 かわら 豊平御作田 散布地 縄文
341 家裏 いえうら 玉川穴山 集落跡 縄文
342 金鶏金山 きんけいきんざん 金沢 生産遺跡 中世
343 駒形城 こまがたじょう 宮川西茅野 城館跡 中世



344 冷山 つめたやま 北山 散布地 旧石器
345 斧研 よきとぎ 玉川菊沢 集落跡 縄文
346 構井･阿弥陀堂1号古墳 かまい・あみだどういちごうこふん ちの茅野町 古墳 古墳
347 林上 はやしうえ 玉川中沢 集落跡・生産遺跡 縄文
348 永明寺山古墳 えいめいじやまこふん ちの上原 古墳 古墳
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