
平成31年（2019年）2月

例言 草津市教育委員会　文化財保護課発行
１：本目録は、平成26年7月に作成した「草津市遺跡目録」の改訂版である。

２：本目録掲載遺跡は、平成31年1月現在のものである。今後の調査等により、遺跡所在地ならびに範囲等に変更が生ずる場合があるので留意されたい。

番号 名   称 よみがな 所在地 よみがな 遺跡種類 遺跡時代 立地 現状 93条取扱 備考

1 烏丸崎遺跡 からすまざきいせき 下物町 おろしもちょう 集落跡・墓跡 縄文～平安
湖底
平地

湖・湖岸・教育施設・
園地

要
竪穴住居、方形周溝墓、玉作工房、掘立柱建物、石斧、石包丁、縄文土器、
弥生土器、陶質土器、土錘、木偶、断層痕

2 下物遺跡 おろしもいせき 下物町 おろしもちょう 集落跡・墓跡 弥生～鎌倉 平地 水田・畑地・宅地・社地 要 竪穴住居、井戸、方形周溝墓、掘立柱建物、溝、土錘

3 花摘寺廃寺 はなつみでらはいじ 下物町 おろしもちょう 寺院跡 白鳳～平安 平地 社地・水田・宅地 要 石造露盤、塔心礎、礎石、瓦、黒色土器（市史跡）

4 双塚古墳 ふたつかこふん 下物町 おろしもちょう 古墳 古墳 平地 工場 要 （消滅）

5 檜皮堂遺跡 ひわだどういせき 下物町・片岡町 おろしもちょう・かたおかちょう 集落跡 縄文～平安 平地 水田・社地・宅地 要 竪穴住居、古墳、土器棺、掘立柱建物、河川、瓦、田下駄

6 津田江湖底遺跡 つだえこていいせき 下寺町 しもでらちょう 散布地 縄文～古墳 湖底 湖 要 噴砂跡

7 津田江遺跡 つだえいせき 下寺町 しもでらちょう 散布地 縄文・弥生 湖岸 湖岸・宅地・水田 要 打製石斧、磨製石斧

8 皆出遺跡 かいでいせき 下寺町 しもでらちょう 散布地 弥生～平安 平地 水田 要 弥生土器、土師器、須恵器

9 観音堂廃寺 かんのんどうはいじ 下寺町 しもでらちょう 寺院跡 白鳳～室町 平地 水田・社地 要 掘立柱建物、区画溝、瓦

10 片岡遺跡 かたおかいせき 片岡町 かたおかちょう 集落跡 縄文～鎌倉 平地 水田・畑地・宅地 要 溝、土坑、柱穴、噴砂跡、縄文土器、弥生土器、石斧、古銭

11 片岡東光寺跡 かたおかとうこうじあと 片岡町 かたおかちょう 寺院跡 江戸 平地 宅地 要 伝慶長5年釋昌通開基

12 片岡廃寺 かたおかはいじ 片岡町 かたおかちょう 寺院跡 白鳳 平地 宅地 要 瓦

13 印岐志呂神社古墳群 いぎしろじんじゃこふんぐん 片岡町 かたおかちょう 古墳群 古墳 平地 社地 要 円墳3基、方墳1基

14 印岐志呂城跡 いぎしろじょうあと 片岡町 かたおかちょう 城跡 室町 平地 社地 要 石塁、土塁

15 一夜伏塚遺跡 ひとよふすづかいせき 片岡町 かたおかちょう 塚 中世 平地 水田 要 （当初規模）東西3.1ｍ、南北4.5ｍ、高さ0.5ｍ、黒色土器、磁器

16 観音寺廃寺 かんのんじはいじ 芦浦町 あしうらちょう 寺院跡 白鳳 平地 寺地 要 礎石、建物跡、瓦、伝聖徳太子開基

17 芦浦観音寺跡 あしうらかんのんじあと 芦浦町 あしうらちょう 寺院跡・館跡 安土桃山・江戸 平地 寺地・水田 要 堀、土塁、塀、礎石、建物跡（国指定史跡）

18 安国寺跡 あんこくじあと 芦浦町 あしうらちょう 寺院跡 室町～江戸 平地 寺地・社地・宅地 要 足利尊氏建立、応仁.文明の乱で焼失、経塚（草津市指定文化財、考古資料）

19 上東遺跡 かみひがしいせき 芦浦町 あしうらちょう 集落跡・墓跡 縄文～鎌倉 平地 水田・畑地 要 竪穴住居、方形周溝墓、掘立柱建物

20 長束遺跡 なつかいせき 長束町 なつかちょう 散布地 白鳳～鎌倉 平地 水田・墓地 要 瓦、土師器、須恵器、長束廃寺の可能性

21 中堂遺跡 なかどういせき 長束町 なつかちょう 集落跡 平安～安土桃山 平地 水田・竹林 要 掘立柱建物、柵列、溝、銅銭、鉄刀

22 長束館跡 なつかやかたあと 長束町 なつかちょう 館跡 安土桃山 平地 水田・竹林 要 土塁、掘立柱建物

23 横江遺跡 よこえいせき 長束町・守山市 なつかちょう・もりやまし 集落跡・墓跡 古墳～鎌倉 平地 水田・畑地・宅地 要 掘立柱建物、黒色土器、瓦質土器、灰釉陶器

24 南溝畑遺跡 みなみみぞはたいせき 長束町 なつかちょう 集落跡 奈良・平安 平地 水田・宅地 要 掘立柱建物、溝、宋銭

25 北太田遺跡 きたおおたいせき 長束町・上寺町 なつかちょう・かみでらちょう 墓跡 縄文・弥生 平地 水田 要 方形周溝墓、溝、弥生土器、磨製石剣、石鏃、木製品

26 志那湖底遺跡 しなこていいせき 志那町・志那中町 しなちょう・しななかちょう 集落跡 縄文～中世 湖底 湖 要 銅鐸1口、磨製石剣、縄文土器、土器棺、水路

27 内畑遺跡 うちばたいせき 志那町 しなちょう 集落跡 古墳～室町 平地 水田・畑地・宅地 要 掘立柱建物、井戸、土坑、土錘

28 吉田遺跡 よしだいせき 志那町 しなちょう 集落跡 古墳～中世 平地 水田・畑地･宅地 要 掘立柱建物、井戸、土師器、須恵器

29 大黒寺跡 だいこくじあと 志那町 しなちょう 寺院跡 平安 平地 宅地・畑地 要 内容不詳

30 十天堂跡 じゅってんどうあと 志那町 しなちょう 寺院跡 平安～室町 平地 宅地 要 伝元亀年間焼亡

31 橘堂廃寺 たちばなどうはいじ 志那町 しなちょう 寺院跡 室町 平地 寺地・宅地・墓地 要 一石五輪塔、宝篋印塔、木造三面千手観音像安置

32 石子遺跡 いしこいせき 志那町 しなちょう 集落跡 奈良・平安 平地 水田・畑地・宅地・寺地 要 掘立柱建物、土師器、須恵器

33 志那中遺跡 しななかいせき 志那中町 しななかちょう 集落跡 弥生～中世 平地 水田・畑地・宅地 要 掘立柱建物、井戸、溝、石剣、土錘

34 大般若寺跡 だいはんにゃじあと 志那中町 しななかちょう 寺院跡 白鳳 平地 水田・宅地 要 伝天武天皇勅願、定恵建立、瓦

35 浄運寺廃寺 じょううんじはいじ 志那中町 しななかちょう 寺院跡 平安 平地 寺地 要 伝貞観2年建立、宝塔、板碑

36 真光寺跡 しんこうじあと 志那中町 しななかちょう 寺院跡 鎌倉～江戸 平地 寺地・宅地 要 総社神社の別当寺、仏像、什器

37 西出遺跡 にしでいせき 北大萱町 きたおおがやちょう 集落跡 平安・鎌倉 平地 水田・宅地 要 掘立柱建物、土師器、須恵器

38 宝光寺跡 ほうこうじあと 北大萱町 きたおおがやちょう 寺院跡 白鳳～室町 平地 宅地・寺地・社地・水田 要 伝天武天皇勅願、定恵開基、瓦積基壇、噴砂、瓦、染付

39 浄厳尼寺跡 じょうごんにじあと 北大萱町 きたおおがやちょう 寺院跡 南北朝 平地 宅地 要 大般若経伝存

40 北大萱遺跡 きたおおがやいせき 北大萱町 きたおおがやちょう 集落跡 古墳～鎌倉 平地 水田 要 掘立柱建物、井戸、溝、木簡

41 穴村遺跡 あなむらいせき 穴村町 あなむらちょう 集落跡 古墳～中世 平地 水田・宅地 要 掘立柱建物、溝、井戸、黒色土器

42 宝田遺跡 たからだいせき 新堂町 しんどうちょう 集落跡 縄文～室町 平地 水田・工場 要 掘立柱建物、土坑、溝、石棒

43 大悲寺跡 だいひじあと 新堂町 しんどうちょう 寺院跡 白鳳～中世 平地 寺地・宅地 要 伝宝光寺四至別院、掘立柱建物、土坑、溝

44 新堂前遺跡 しんどうまえいせき 駒井沢町 こまいざわちょう 集落跡 古墳～鎌倉 平地 水田・宅地 要 掘立柱建物、土坑、溝、剣形木製品

45 霊仙寺遺跡 りょうせんじいせき 駒井沢町・栗東市 こまいざわちょう・りっとうし 集落跡・墓跡 縄文～平安 平地 水田・宅地 要 沼沢地、方形周溝墓、掘立柱建物（栗東市）

46 坊ノ城遺跡 ぼうのしろいせき 集町 あつまりちょう 散布地 古墳～平安 平地 水田・宅地 要 土師器、須恵器

47 駒井城跡 こまいじょうあと 集町 あつまりちょう 城跡 中世 平地 宅地・水田 要 内容不詳

48 七条浦遺跡 しちじょううらいせき 下笠町 しもがさちょう 散布地 弥生 平地 湖岸 要 磨製石剣

49 西浦遺跡 にしうらいせき 下笠町 しもがさちょう 散布地 弥生・古墳 平地 水田・畑地 要 土師器、須恵器

50 下笠城跡 しもがさじょうあと 下笠町 しもがさちょう 城跡 中世 平地 水田・宅地 要 柱穴、溝、井戸、土坑、壕

51 下之笠堂跡 しものかさどうあと 下笠町 しもがさちょう 寺院跡 白鳳 平地 水田・宅地・寺地 要 伝宝光寺四至別院、大宝元年笠朝臣等創立

52 馬場遺跡 ばんばいせき 下笠町 しもがさちょう 集落跡
弥生～鎌倉・
江戸

平地 水田・畑地・社地 要
掘立柱建物、半地下式住居、井戸、溝、土坑、池、石鍋、輸入磁器、
黒色土器、瓦器

53 上之笠堂跡 かみのかさどうあと 上笠一丁目 かみがさいっちょうめ 寺院跡 白鳳 平地 宅地 要 笠堂医王寺跡（伝宝光寺四至別院）、瓦

54 正覚寺跡 しょうがくじあと 上笠一丁目 かみがさいっちょうめ 寺院跡 室町 平地 寺地 要 伝永正14年僧了建立

55 上笠遺跡 かみがさいせき
上笠一丁目・上笠町・
集町

かみがさいっちょうめ・かみがさちょ
う・あつまりちょう

集落跡 古墳～近世 平地 水田・宅地 要 掘立柱建物、井戸、溝、土坑、壕、輸入磁器

56 宮前遺跡 みやまえいせき
川原一～三丁目・川原
町・平井三丁目・平井町

かわらいち～さんちょうめ・かわら
ちょう・ひらいさんちょうめ・ひらい
ちょう

集落跡・墓跡 弥生～中世 平地
水田・宅地・社地・
県施設

要
掘立柱建物、溝、土坑、井戸、耕地、沼沢地、旧河道、弥生土器、黒色土器、
玉造関連遺物、石器
木製高坏

57 野村東光寺跡 のむらとうこうじあと 野村七丁目 のむらななちょうめ 寺院跡 平安 平地 寺地 要 伝延暦23年最澄開基

58 中沢遺跡 なかざわいせき
渋川二丁目・
西渋川二丁目

しぶかわにちょうめ・
にししぶかわにちょうめ

集落跡・古墳 縄文～平安 平地 水田・宅地・工場・校地 要
掘立柱建物、井戸、溝、河道、堰、古墳、木製農具、舟形木製品、
鳥型木製品、和琴

59 門ヶ町遺跡 もんがまちいせき 西渋川一丁目 にししぶかわいっちょうめ
集落跡・墓跡・
古墳

弥生～鎌倉 平地 宅地・水田・校地 要
方形周溝墓、古墳、掘立柱建物、玉造工房、環状石斧、石槍、石針、
玉造関連遺物、滑石製品

60 大路井城跡 おちのいじょうあと 大路一丁目 おおじいっちょうめ 城跡 時期不詳 平地 社地・宅地 要 城郭関係地名「殿町」等あり、石製品

61 北山田湖底遺跡 きたやまだこていいせき 北山田町 きたやまだちょう 散布地 縄文～江戸 湖底 湖 要 縄文土器、土師器、須恵器、土錘、近世陶磁器

62 長安寺廃寺 ちょうあんじはいじ 北山田町 きたやまだちょう 寺院跡 室町 平地 寺地・宅地 要 石塔

63 里南遺跡 さとみなみいせき 山田町 やまだちょう 散布地 鎌倉・室町 平地 水田 要 土師器、須恵器

64 大宮若松神社古墳
おおみやわかまつじんじゃ
こふん

南山田町 みなみやまだちょう 古墳 古墳 平地 社地 要 円墳（方墳？）径40ｍ、高4ｍ、横穴式石室

65 山田城跡 やまだじょうあと 北山田町・南山田町
きたやまだちょう・
みなみやまだちょう

城跡・集落跡 古墳・鎌倉・室町 平地 宅地・水田・教育施設 要
伝佐々木六角氏築城、織田三七信孝居城、山田氏居城、堀、塀、土塁、
橋脚杭、黒色土器、土師質土器、信楽焼

66 南山田古墳群 みなみやまだこふんぐん 南山田町 みなみやまだちょう 古墳群 古墳 平地 社地・水田 要 円墳4基、横穴式石室

67 山田港跡 やまだこうあと 南山田町 みなみやまだちょう 港跡 鎌倉・室町 平地 水田・宅地 要 内容不詳

68 五条古墳群 ごじょうこふんぐん 北山田町 きたやまだちょう 古墳群 古墳 平地 社地 要 円墳4基

69 金峰山寺跡 きんぷさんじあと 木川町 きのかわちょう 寺院跡 平安 平地 寺地 要 内容不詳

70 中兵庫遺跡 なかひょうごいせき 木川町 きのかわちょう
集落跡・墓跡・
古墳

弥生～近世 平地
水田･宅地・道路・
福祉施設

要 溝、方形周溝墓、井戸、木製農耕具

71 矢橋湖底遺跡 やばせこていいせき 矢橋町 やばせちょう 散布地 縄文・鎌倉・室町 湖底 湖 要 縄文土器、土師器、須恵器、宋銭

72 北萱遺跡 きたがやいせき 御倉町 みくらちょう 散布地 縄文～鎌倉 湖岸 水田・河川 要 縄文土器、土師器、須恵器、石鏃、玦状耳飾、古銭、鉄製鎌、板塔婆

73 御倉遺跡 みくらいせき 御倉町 みくらちょう
集落跡・墓跡・
古墳

縄文～中世 平地 水田・社地・河川 要
竪穴住居、方形周溝墓、掘立柱建物、土坑、溝、縄文土器、墨書土器、
鉄器、子持勾玉、滑石、獣骨

74 襖遺跡 ふすまいせき 御倉町 みくらちょう 集落跡・墓跡 縄文～近世 平地 水田・河川 要
竪穴住居、方形周溝墓、古墳、井戸、掘立柱建物、橋脚遺構、水田、池、
河道、噴砂、縄文土器、弥生土器、竪櫛、磨製石鏃、滑石製紡錘車

75 墓ノ町遺跡 はかのまちいせき 南山田町 みなみやまだちょう 集落跡 古墳～室町 平地 水田・工場 要 掘立柱建物、井戸、溝、銭貨

草　　津　　市　　遺　　跡　　目　　録



番号 名   称 よみがな 所在地 よみがな 遺跡種類 遺跡時代 立地 現状 93条取扱 備考

76 矢橋港跡 やばせこうあと 矢橋町 やばせちょう 港跡 江戸 湖岸 公園・水田 要 石積突堤、常夜灯、古銭、キセル

77 矢橋城跡 やばせじょうあと 矢橋町 やばせちょう 城跡 中世 平地 寺地・宅地 要 伝矢橋氏の居城

78 石津寺廃寺 せきしんじはいじ 矢橋町 やばせちょう 寺院跡 室町～近世 平地 寺地・宅地 要 伝正平16年足利義詮建立（国指定建造物）

79 大善寺跡 だいぜんじあと 矢橋町 やばせちょう 寺院跡 鎌倉 平地 宅地・墓地 要 延暦年間、矢橋氏の菩提寺として建立

80 鞭崎神社古墳群 むちざきじんじゃこふんぐん 矢橋町 やばせちょう 古墳群 古墳 平地 社地 要 円墳3基、横穴式石室

81 狭間遺跡 はざまいせき 矢橋町 やばせちょう 集落跡・古墳群 古墳～平安 平地 水田・宅地・医療施設 要 柱穴、井戸、池、溝、古墳3基、土坑、埴輪、木製農具

82 中ノ沢遺跡 なかのさわいせき 矢橋町 やばせちょう 散布地 弥生～平安 平地 畑地・雑種地 要 須恵器、陶質土器、石製品

83 草津城跡 くさつじょうあと 草津三丁目 くさつさんちょうめ 城跡 中世 平地 宅地 要 城郭関係地名「的場」「上間田」等あり

84 土立遺跡 どだちいせき 東草津一丁目 ひがしくさついっちょうめ 集落跡 弥生～鎌倉 平地 宅地・水田 要 溝、土坑、柱穴、磨製石鏃、石剣

85 下戸刈遺跡 しもとがりいせき 東草津一丁目・二丁目
ひがしくさついっちょうめ・
にちょうめ

散布地 古墳・平安 平地 水田・宅地・河川 要 土師器、須恵器

86 谷遺跡 たにいせき 西矢倉二丁目 にしやぐらにちょうめ 集落跡 縄文～平安 平地 水田・河川・宅地 要
竪穴住居、古墳、滑石工房、掘立柱建物、井戸、土坑墓、縄文土器、石錘、
滑石製品、玉造関連遺物、斎串、輸入磁器

87 中畑遺跡 なかはたいせき
矢倉一丁目・西矢倉
二丁目・草津町

やぐらいっちょうめ・にしやぐら
にちょうめ・くさつちょう

集落跡 弥生～近世 丘陵 水田・宅地・河川 要
竪穴住居、古墳、掘立柱建物、井戸、上水遺構、弥生土器、環状石斧、
石鏃、鉄鏃、子持勾玉、滑石製品、ガラス坩堝、犂、銅印

88 大塚遺跡 おおつかいせき 西矢倉三丁目 にしやぐらにちょうめ 集落跡 古墳・室町 丘陵 宅地・社地 要 掘立柱建物、井戸、溝、古墳

89 矢倉古墳群 やぐらこふんぐん 西矢倉三丁目・野路町
にしやぐらにちょうめ・
のじちょう

古墳群 古墳 丘陵 水田・社地・宅地 要 円墳2基、方墳1基

90 南平遺跡 みなみひらいせき 矢倉一丁目 やぐらいっちょうめ 集落跡 古墳～江戸 丘陵 宅地・水田 要 竪穴住居、掘立柱建物、井戸、土坑、墨書土器、鍛冶滓

91 坊主東遺跡 ぼうずひがしいせき 矢倉二丁目 やぐらにちょうめ 集落跡 古墳～近世 丘陵 水田・宅地 要 掘立柱建物、井戸、溝、道路状遺構

92 矢倉口遺跡 やぐらぐちいせき
東矢倉一丁目
～三丁目

ひがしやぐらいっちょうめ
～さんちょうめ

集落跡 古墳～鎌倉 丘陵 水田・宅地・道路 要 竪穴住居、掘立柱建物群、井戸、溝、古銭、木沓、坩堝、鉄坩、鋳型

93 岡田追分遺跡 おかだおいわけいせき 追分町 おいわけちょう 集落跡 奈良・平安・江戸 丘陵 宅地・水田 要 掘立柱建物、大溝、鋳型

94 追分北古墳 おいわけきたこふん 追分町 おいわけちょう 古墳 古墳 丘陵 宅地 要 円墳（径12ｍ、高さ1.5ｍ以上）、木棺直葬

95 ヘソ塚遺跡 へそづかいせき 追分町 おいわけちょう 塚 近世 丘陵 公園 要 方形塚（長辺11ｍ、短辺7ｍ、高1.8ｍ）、寛永通宝、染付

96 追分古墳 おいわけこふん 追分町 おいわけちょう 古墳 古墳 丘陵 宅地・社地・山林 要
円墳径38ｍ、高さ2.5ｍ、周壕5～7ｍ、粘土郭、鉄鏃、銅鏃、円筒埴輪
（市史跡）

97 大将軍遺跡 だいしょうぐんいせき 追分町 おいわけちょう 集落跡・古墳 縄文～近世 丘陵 宅地・水田 要
古墳、掘立柱建物、井戸、墨書土器、絵馬、木簡、木沓、古銭、埴輪、
滑石製品、石錘

98 道然保遺跡 どうぜんぼいせき 追分町 おいわけちょう 散布地 平安・鎌倉 丘陵 山林・宅地 要 土師器、須恵器、黒色土器

99 柳遺跡 やなぎいせき 青地町 あおじちょう 集落跡 弥生～鎌倉 平地 水田・河川・宅地 要
竪穴住居、焼失住居、多角形住居、方形周溝墓、甕棺、掘立柱建物、井戸、河
川、弥生土器、滑石製品、琴状木製品

100 石塚遺跡 いしづかいせき 青地町 あおじちょう 集落跡 古墳～室町 丘陵 宅地・水田 要 柱穴、河川、鍛冶滓、中世陶器

101 無量寿寺跡 むりょうじゅじあと 青地町 あおじちょう 寺院跡 飛鳥 丘陵 寺地 要 伝641年（舒明天皇12年）僧恵隠創建

102 無量寿寺古墳群 むりょうじゅじこふんぐん 青地町 あおじちょう 古墳群 古墳 丘陵 寺地・墓地・竹林 要 円墳2基、横穴式石室

103 西方寺廃寺 さいほうじはいじ 青地町 あおじちょう 寺院跡 平安・鎌倉 丘陵 寺地 要 伝延喜12年玄照創建

104 上田遺跡 かみだいせき 青地町 あおじちょう 散布地 平安・鎌倉 平地 水田・宅地 要 須恵器、土師器、中世陶器

105 青地城跡 あおじじょうあと 青地町 あおじちょう 城跡 鎌倉・室町 丘陵 校地 要 堀、土塁、青地氏居城

106 部田古墳群 へたこふんぐん 青地町 あおじちょう 古墳群 古墳 丘陵 社地・山林 要 円墳7基、横穴式石室

107 小槻神社境内遺跡
おづきじんじゃけいだい
いせき

青地町 あおじちょう 散布地 室町 丘陵 社地 要 土師器

108 沢口遺跡 さわぐちいせき 岡本町 おかもとちょう 散布地 弥生～室町 平地 水田 要 土師器、須恵器、中世陶器

109 北谷古墳群 きただにこふんぐん 山寺町 やまでらちょう 古墳群 古墳 丘陵 工場・山林 要
前方後円墳？1基、円墳13基（消滅）、粘土槨、横穴式石室、方格規矩鏡、
円筒埴輪、武具、鍬形石

110 上ノ山堂古墳群 かみのやまどうこふんぐん 山寺町 やまでらちょう 古墳群 古墳 丘陵 山林 要 円墳3基

111 覚音寺跡 がくおんじあと 山寺町 やまでらちょう 寺院跡 平安～室町 丘陵 寺地・宅地・山林 要
伝弘仁6年願安大師創建、金勝寺別院、掘立柱建物、池、銅製仏具、
墨書土器

112 山寺城跡 やまでらじょうあと 山寺町 やまでらちょう 城跡 中世 丘陵 山林 要 土塁、堀状遺構

113 城目遺跡 じょうめいせき 馬場町 ばんばちょう 散布地 中世 丘陵 水田・山林・宅地 要 須恵器、土師器、中世陶器

114 穴虫遺跡 あなむしいせき 馬場町 ばんばちょう 散布地 中世 平地 水田 要 土師器、須恵器、中世陶器

115 小網谷遺跡 こあみだにいせき 馬場町 ばんばちょう 散布地 中世 丘陵 山林 要 土師器、須恵器

116 奥村館跡 おくむらやかたあと 馬場町 ばんばちょう 館跡 中世 丘陵 山林 要 土塁、郭、中世陶器

117 片原遺跡 かたはらいせき 野路町 のじちょう 集落跡 古墳～平安 丘陵 水田・宅地 要 竪穴住居、土師器、須恵器

118 野路岡田遺跡 のじおかだいせき
南草津一丁目
～五丁目

みなみくさついっちょうめ
～ごちょうめ

集落跡 縄文～鎌倉 丘陵 水田・宅地 要
貯蔵穴、竪穴住居、古墳、掘立柱建物、築地塀、井戸、焼土坑、土坑墓、
縄文土器、石鏃、石錘、埴輪、笄、腰刀、木簡、瓦器、瓦、輸入陶磁器

119 南田山古墳群 なんだやまこふんぐん 野路町 のじちょう 古墳群 古墳 丘陵 社地・宅地・水田 要 円墳3基、片袖式横穴式石室、須恵器、鉄刀

120 南笠古墳群 みなみがさこふんぐん 南笠町 みなみがさちょう 古墳群 古墳 丘陵 水田・畑地・社地 要 前方後円墳2基、円墳3基、円筒埴輪、形象埴輪（市史跡）

121 榊差遺跡 さかきざしいせき 野路町 のじちょう 集落跡 古墳～平安 丘陵 水田・畑地 要 土師器、須恵器、灰釉陶器

122 榊差古墳群 さかきざしこふんぐん 野路町 のじちょう 古墳群 古墳 丘陵 水田・畑地 要 円墳3基、円筒埴輪

123 黒土遺跡 くろつちいせき 南笠町 みなみがさちょう 集落跡 古墳～平安 丘陵 水田・畑地 要 土師器、須恵器、黒色土器、灰釉陶器

124 横土井遺跡 よこどいいせき 野路八丁目 のじはっちょうめ 集落跡 縄文・奈良・平安 丘陵 畑地・宅地 要 掘立柱建物、柵列、溝、土坑、陥穴

125 横土井古墳 よこどいこふん 野路八丁目 のじはっちょうめ 古墳 古墳 丘陵 道路 不要 方墳（消滅）、須恵質支柱式家形陶棺

126 広野遺跡 ひろのいせき 野路四丁目 のじよんちょうめ 集落跡 古墳～鎌倉 丘陵 水田・宅地 要 掘立柱建物、溝

127
瀬田丘陵生産遺跡群
野路小野山製鉄遺跡

せたきゅうりょうせいさんいせきぐん
のじおのやませいてついせき

野路八丁目・九丁目、
野路東五丁目・六丁目

のじはっちょうめ・きゅうちょうめ
のじひがしごちょうめ・ろくちょうめ

製鉄遺跡 白鳳・奈良 丘陵
道路・宅地・畑地・
果樹園

要
製鉄炉、鍛冶炉、木炭窯、掘立柱建物、柵列、管理棟、井戸、鉄鉱石、鉄滓、
木炭

128 湧済谷遺跡 ゆさいだにいせき 野路東五丁目 のじひがしごちょうめ 散布地 奈良 丘陵 畑地 要 土師器、須恵器、鍛冶滓、打製石鏃

129 観音堂遺跡 かんのんどういせき 野路東七丁目 のじひがしななちょうめ 生産遺跡 白鳳・奈良 丘陵 工場用地 要 須恵器窯3基、木炭窯1基、打製石鏃

130 三ッ塚古墳群 みつづかこふんぐん 野路東二丁目 のじひがしにちょうめ 古墳群 古墳 丘陵 工場 不要 伝古墳百余基（消滅）

131 木瓜原遺跡 ぼけわらいせき 野路東一丁目 のじひがしいっちょうめ 生産遺跡 白鳳・奈良 丘陵 教育施設 要 製鉄炉、木炭窯、須恵器窯、灰原、鍛冶遺構、工房、梵鐘鋳造遺構、鉄滓

132 西海道遺跡 にしかいどういせき 南笠町 みなみがさちょう 集落跡 弥生～鎌倉 丘陵 水田・畑地・宅地 要 竪穴住居、古墳、掘立柱建物、溝、瓦窯、鋳造炉、土坑、瓦

133 笠寺廃寺 かさでらはいじ 南笠町 みなみがさちょう 寺院跡 白鳳・奈良 丘陵 宅地・水田・寺地 要 掘立柱建物、礎石、瓦

134 笠山遺跡 かさやまいせき 笠山二丁目 かさやまにちょうめ 生産遺跡 古墳～奈良 丘陵 畑地・宅地・道路 要 須恵器窯、土師器、須恵器、鉄滓

135 獅々舞谷遺跡 ししまいだにいせき 笠山七丁目 かさやまななちょうめ 散布地 不明 丘陵 教育施設 要 須恵器、鉄滓

136 新池遺跡 しんいけいせき 笠山五丁目 かさやまごちょうめ 生産遺跡 不明 丘陵 宅地 不要 窯体一部（消滅）

137 南山田遺跡 みなみやまだいせき 南山田町 みなみやまだちょう 集落跡・古墳 古墳～近世 平地 宅地・水田・畑地 要 掘立柱建物、井戸、土坑、溝、古墳、埴輪、古銭、陶磁器

138 草津宿場町遺跡 くさつしゅくばまちいせき 草津一丁目～四丁目 くさついっちょうめ～よんちょうめ 交通遺跡 近世～近代 平地 宅地 要 厠、倉、上水道遺構、瓦、陶磁器、古銭

139 芦浦遺跡 あしうらいせき 芦浦町 あしうらちょう 集落跡・古墳 縄文～中世 平地 水田・畑地・宅地 要
掘立柱建物、井戸、溝、河川、古墳、弥生土器、埴輪、黒色土器、青磁、
染付、瓦

140 志那城遺跡 しなじょういせき 志那町 しなちょう 城跡 中世 平地 宅地 要 内容不詳

141 （欠番） 要

142 上笠館遺跡 かみがさやかたいせき 上笠二丁目 かみがさにちょうめ 館跡 中世 平地 宅地 要 内容不詳

143 矢倉城遺跡 やぐらじょういせき 矢倉二丁目 やぐらにちょうめ 城跡 中世 丘陵 社地 要 内容不詳

144 追分城遺跡 おいわけじょういせき 追分町 おいわけちょう 城跡 中世 丘陵 竹林・社地・宅地 要 内容不詳

145 岡本城遺跡 おかもとじょういせき 岡本町 おかもとちょう 城跡 中世 丘陵 宅地・山林 要 内容不詳

146 隠小谷遺跡 かくれこだにいせき 笠山七丁目・大津市 かさやまななちょうめ・おおつし 散布地 不明 丘陵 山林 要 内容不詳

147 駒井沢城遺跡 こまいざわじょういせき 駒井沢町 こまいざわちょう 城跡 中世 平地 宅地・水田 要 内容不詳

148 大定木遺跡 おおじょうぎいせき 青地町 あおじちょう 集落跡・古墳 古墳～中世 平地 水田・宅地 要 古墳４基、溝、土師器、須恵器

149 村前窯跡 むらまえかまあと 馬場町 ばんばちょう 生産遺跡 江戸～明治 丘陵 宅地 要 焙烙、窯道具、陶器

150 野村北遺跡 のむらきたいせき
上笠一丁目・
野村五丁目

かみがさいっちょうめ・
のむらごちょうめ

集落跡 古墳～中世 平地 水田・宅地 要 掘立柱建物、河道、土師器、須恵器、黒色土器

151 宮西遺跡 みやにしいせき
山田町・北山田町・
南山田町

やまだちょう・きたやまだちょう・
みなみやまだちょう

集落跡 古墳～中世 平地 水田・宅地 要 土師器、須恵器、陶器

152 辻海道遺跡 つじかいどういせき 西矢倉三丁目・野路町 にしやぐらさんちょうめ・のじちょう 集落跡 平安 丘陵 水田・社地・宅地 要 掘立柱建物

153 檜塚遺跡 ひのきづかいせき 西矢倉三丁目・野路町 にしやぐらさんちょうめ・のじちょう 集落跡 古墳～中世 丘陵 水田・畑地 要 溝、土坑、弥生土器、土師器

154 南東浦遺跡 みなみひがしうらいせき 矢橋町 やばせちょう 集落跡 古墳～中世 平地 水田・畑地 要 柱穴・土坑・溝跡


