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●索引（あいうえお順）

あ 安倉南遺跡（宝塚市）21 粟賀遺跡（朝来市）40,52

明日丸山古墳（洲本市）4 尼崎城跡（尼崎市）22,24
英賀保駅周辺遺跡（姫路市）
59,63,66,68

淡路国分寺址・国分尼寺址（洲本
市）4

明石城跡（明石市）23
明石城下町町屋跡（明石市）
72,80

明月古墳群（丹波市）5 荒田神社裏遺跡（西脇市）25 尼ヶ宮古墳群（豊岡市）88

朝日ヶ丘・山芦屋遺跡（芦屋市）11
明石城武家屋敷跡（明石市）
25,27,56,57,81,99

浅谷下山古墳群（新温泉町）90

庵の谷遺跡（香美町）12 有鼻遺跡（三田市）28,39,72 畔田遺跡（淡路市）97

有岡城・伊丹郷町遺跡（伊丹市）
12,23,27,32,36,41,56,57,75,77

安積山遺跡（宍粟市）39 曙町遺跡（神戸市）104、107

兵庫県埋蔵文化財情報誌『ひょうごの遺跡』解説掲載遺跡一覧及び索引

※（公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部、兵庫県立考古博物館、兵庫県教育委員会埋蔵文化財
調査事務所が発行した兵庫県埋蔵文化財情報誌『ひょうごの遺跡』に解説等が掲載されている遺跡について、検索
を容易にするために、一覧表及び索引にしています。（神戸・兵庫の郷土史Ｗｅｂ研究館）

『ひょうごの遺跡』は、兵庫県内の埋蔵

文化財調査の最新情報を掲載した情報誌

として、１９８４年（昭和５９）に創刊

され、２０１９年１０月（令和元）に１

００号を迎えました。

（兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務所、

県立考古博物館埋蔵文化財調査部、兵庫県ま

ちづくり技術センター）



い 岩屋遺跡（伊丹市）51 出石城跡（豊岡市）86

板井・寺ヶ谷遺跡（丹波篠山市）5 井手田遺跡（南あわじ市）62,76 生野代官所跡関連遺跡（朝来市）87

入佐川遺跡（豊岡市）12,14 市ノ郷廃寺（姫路市）69,71 石道才谷・堂ノ後遺跡（川西市）88

市之郷遺跡（姫路市）
21,25,64,68,69,71,72,77,79,81,
89

飯田遺跡（姫路市）71,72,92
猪渕谷坑道群間歩ヶ谷支群（猪名川
町）88

猪名庄遺跡（尼崎市）27 池田古墳（朝来市）71,78 池尻２号墳（加古川市）89

市辺遺跡（丹波市）33,37,52 井垣城跡（養父市）71 鵤北遺跡（太子町）90

窟屋１号墳（三木市）42,54,73 飯田長越遺跡（姫路市）72 稲塚窯跡（丹波市）94

石守廃寺（加古川市）46,69
井ノ上森垣内ノ坪遺跡（丹波篠山
市）77

和泉谷・津原古墳群（新温泉町）96

池ノ下遺跡（姫路市）98 池尻東山遺跡（小野市）105 市場南山１号墳（小野市）105

う 内高山西古墳群（朝来市）59 有年原・クルミ遺跡（赤穂市）74

内場山遺跡（丹波篠山市）16 内高山東古墳群（朝来市）63 馬木遺跡（洲本市）76

打出岸造り遺跡（芦屋市）20 上エ山古墳群（朝来市）64 宇野構遺跡（宍粟市）85,86

梅田古墳群（朝来市）25 宇和田遺跡（淡路市）64,77 宇山遺跡（洲本市）101

打出小槌遺跡（芦屋市）27
有年牟礼・井田遺跡（赤穂市）
72,76,78,80,82,104

え 円応寺古墳群（佐用町）7 会下山遺跡（芦屋市）11,79

お 小名田遺跡（神戸市）16 表山遺跡（神戸市）72

小神廃寺（たつの市）2,10 大陣原窯跡群（相生市）17,36 沖代遺跡（太子町）74

王塚台古墳（神戸市）3 小名田窯跡群（神戸市）17 大渕館跡（丹波篠山市）75

大森谷遺跡（洲本市）4,72 表山遺跡（神戸市）24 屋形構跡（市川町）75

御城山窯址（洲本市）4 おぎわら遺跡（淡路市）29 大伏北山遺跡（西脇市）76

邑智駅家跡（姫路市）9,17 置塩城跡（姫路市）42,86 大町遺跡（加古川市）77

尾崎遺跡（たつの市）10 大月北山遺跡（朝来市）52 大池の南遺跡（三田市）78

処女塚古墳（神戸市）11
大中遺跡（播磨町）
53,55,72,102

小坂谷古墳群（新温泉町）87

大池７号墳（三木市）12 大垣内遺跡（西脇市）57 大円道向遺跡（淡路市）94

小戸遺跡（川西市）12 大歳遺跡（淡路市）64,77 大木谷古墳群（豊岡市）95,97

太市中古墳群（姫路市）16,17 大池の南遺跡（三田市）71 音谷１号墳（朝来市）97



か
加都遺跡（朝来市）
28,29,32,44,52

上比地森ノ上遺跡（宍粟市）
59,74,77

上板井古墳群（丹波市）5 上板井経塚（丹波篠山市）35,57 神野北山遺跡（加古川市）71,77

加佐山城跡（三木市）12 柿坪遺跡（朝来市）37,52,69 片島遺跡（たつの市）72

カヤガ谷遺跡（豊岡市） 桂ヶ谷遺跡（丹波篠山市）40 上三河遺跡（佐用町）73

亀田遺跡（太子町）15,34,72 桂ヶ谷奥古墳（丹波篠山市）40 鐘原遺跡（南あわじ市）82

川除・藤ノ木遺跡（三田市）
16,61,72

梶原遺跡・梅ヶ作遺跡（朝来市）
40

上佐野１号墳（豊岡市）84

上脇遺跡（神戸市）
16,21,24,25

灰高古墳群（篠山市）43 感状山城跡（相生市）86

かわらけ山窯跡（南あわじ市）16 香住ヱノ田遺跡（豊岡市）44 叶堂城跡（南あわじ市）86

加茂遺跡（川西市）20 神出鴨谷２号窯（神戸市）46 観音寺跡（猪名川町）88

勝手野古墳群（小野市）20,57,106 神出鴨谷１号窯（神戸市）46 鍛冶田遺跡（太子町）92,94

勝雄経塚（神戸市）21,54 神出梟谷１号窯（神戸市）46 片山遺跡（加古川市）99

上之脇遺跡（丹波市）25 貝谷遺跡（三木市）57
上戸田遺跡（西脇市）
101,104,106,107

神出窯跡群（神戸市）
26,29,46,81

神野大林古窯跡（加古川市）
58,77

柏原旧城下町（丹波市）103

き 祇園遺跡（神戸市）26
北田原・南田原条理遺構（猪名川
町）81

狐塚古墳（たつの市）2 北口町遺跡（西宮市）31 北山遺跡（洲本市）81

北青木遺跡（神戸市）11 行者塚古墳（加古川市）60,89 喜多垣遺跡（朝来市）84

貴船神社遺跡（淡路市）20,57 木戸原遺跡（南あわじ市）60 喜多・城山城跡（西脇市）93

く
日下部遺跡（神戸市）
21,25,91,92

九蔵遺跡（南あわじ市）59,62

雲部車塚古墳（丹波篠山市）6,59 郡家遺跡（神戸市）22 久保ノ向遺跡（洲本市）64

久留美窯跡群（三木市）12,17,26 楠・荒田町遺跡（神戸市）50,69 杭田遺跡（淡路市）97

け

こ 耕地谷古墳群（豊岡市）48,77
河高・溝ノ越遺跡（加東市）
76,81

小坂古墳群（丹波市）5 耕地谷城跡（豊岡市）48,77 神谷戒現行遺跡（宍粟市）76

小犬丸遺跡（たつの市）
9,10,28,31,32

コーカシ窯跡（南あわじ市）49 小中追谷口遺跡（丹波篠山市）77

五反田遺跡（豊岡市）29 河高上ノ池遺跡（加東市）60 五斗長垣内遺跡（淡路市）79

小犬丸・中谷遺跡（たつの市）32 五色塚古墳（神戸市）60
小垣谷古墳群（豊岡市）
93,96,97

小茅野後山遺跡（宍粟市）39 小河江窯跡（豊岡市）66 郷着遺跡（姫路市）99

さ 三条九ノ坪遺跡（芦屋市）31 三田陣屋跡（三田市）73

沢ノ浦坪２号墳（丹波市）5 三条岡山遺跡（芦屋市）32 坂本城跡（姫路市）75

桜ケ丘遺跡（神戸市）11
坂元遺跡（加古川市）
36,51,55,58,63,73

坂本・土井畑遺跡（多可町）82

三田城跡（三田市）20,67,73 篠山城跡（丹波篠山市）41
定谷遺跡（豊岡市）
85,87,91,92

サルガク遺跡（市川町）21 沢野遺跡（丹波市）52
才村遺跡（姫路市）
100,101,102

沢の鶴大石蔵（神戸市）25 篠山城旧三の丸跡（丹波篠山市）56



し 新宮古墳（丹波篠山市）6 白沢放山遺跡（加古川市）16

塩が谷古墳（丹波市）1 神大病院構内遺跡（神戸市）12 志方窯跡群（加古川市）17

白鷺山墳墓群（たつの市）2 慈眼寺山城跡（三木市）12 白沢窯跡群（加古川市）17

新方遺跡（神戸市）3,27,39 白沢５号窯跡（加古川市）15 塩壺遺跡（淡路市）21,30,83

下加茂岡遺跡（洲本市）4 塩壺西遺跡（淡路市）16,30,72 状覚山古墳群（加西市）21,25

下内膳遺跡（洲本市）4,12,65 下大谷第１号墳（神戸市）16 塩淵３号墳（姫路市）25

四王子谷古墳群（丹波市）5 下西山遺跡（三田市）16 宿原寺ノ下遺跡（三木市）29,57

柴遺跡（朝来市）40,73 芝花弥生墓群（朝来市）69 白池遺跡（洲本市）81

下加茂遺跡（洲本市）
48,66,73,77

茂利・宮ノ西遺跡（多可町）77 重近・北山遺跡（佐用町）88

芝花古墳群（朝来市）52,69 芝添遺跡（姫路市）78 城山遺跡（太子町）95,102

汁谷窯跡（南あわじ市）55 七反田遺跡（淡路市）64,77
新名神№１３地点遺跡（猪名川町）
78

柴崎遺跡（篠山市）80

す
住吉宮町遺跡（神戸市）
18,25,32,34

周世入相遺跡（赤穂市）72

砂入遺跡（豊岡市）14,61,83 ずえが谷遺跡（丹波篠山市）43 隅田遺跡（洲本市）81

住吉川右岸遺跡（丹波篠山市）107

せ 関ノ口遺跡（姫路市）102 清間遺跡（洲本市）84

そ 外野波豆・外野柳遺跡（香美町）36 曽我井・野入遺跡（多可町）64

曽根遺跡（南あわじ市）29 曽我井・堂ノ元遺跡（多可町）64 曽我井・沢田遺跡（多可町）68

宗佐遺跡（加古川市）
96,98,100

た 竹原中山遺跡（たつの市）36
田井Ａ遺跡（淡路市）
76,82,84,85

鈩田遺跡（南あわじ市）1 滝谷Ｕ遺跡（佐用町）39
多田銀銅山猪淵谷坑道群第１号間歩
（猪名川町）80

竜子三ツ塚古墳（たつの市）2 竹田城跡（朝来市）41 竹ノ鼻遺跡（洲本市）81

玉津田中遺跡（神戸市）
3,13,26,35,57,60,72,101,102,1
05

田ノ口遺跡（丹波市）55,81 田能高田遺跡（尼崎市）83

タイ山古墳群（たつの市）10 田井野遺跡（三木市）57
対田清水谷古墳群（新温泉町）
87,90

田能遺跡（尼崎市）12 多利前田遺跡（丹波市）57,74 竹の前遺跡（姫路市）95

高畑町遺跡（西宮市）22,24 大開遺跡（神戸市）62 竹貫古墳群（豊岡市）98

高坂西遺跡（丹波市）32
大門畑瀬遺跡（西脇市）
66,71,76,78

竹貫中世墓（豊岡市）98

高松町遺跡（西宮市）36,83 高松３号墳（西脇市）76
玉津田中遺跡№.164地点（神戸市）
105

玉津田中遺跡№.175地点（神戸市）
105

ち 長見寺廃寺（豊岡市）47 長坂寺遺跡（明石市）78

茶すり山古墳（朝来市）
45,46,76,79,104

竹万宮ノ前遺跡（上郡町）73,89 塚口山廻遺跡（尼崎市）91



つ 塚ノ山１号墳（篠山市）29,73
津万遺跡群（西脇市）
63,66,70,71,74,76,78

塚森古墳（相生市）10 筒江浦石遺跡（朝来市）52 津万井近世窯跡（西脇市）71

佃遺跡（淡路市）12,30,57,83 塚口城跡（尼崎市）55,59

て 寺内廃寺（丹波篠山市）6 天王山１号窯跡（加古川市）59

天王山古墳群（明石市・加古川市）
3,64,81

寺田遺跡（芦屋市）28 寺山古墳群（朝来市）77

寺中遺跡（洲本市）4 寺池古墳（香美町）48 天神条里（加東市）104

と 殿町構居跡（佐用町）32 堂垣内遺跡（神戸市）74

年ノ神遺跡（三木市）16,39 土井・田ノ口遺跡（丹波市）52 豊地城跡（小野市）75,78

年ノ神６号墳（三木市）
19,54,89

鳥居城跡（豊岡市）71,81 堂本上長塀遺跡（たつの市）78

豆腐町遺跡（姫路市）
32,33,61,63,65,81,88,90

東南遺跡（太子町）73 鳥飼中瀬遺跡（洲本市）81

な 那波野古墳（相生市）10 中西台地遺跡（加古川市）36

七日市遺跡（丹波市）
1,5,8,13,16,24,25,28,32,52,
55

中垣内廃寺（たつの市）10 奈カリ与遺跡（三田市）39

中井古墳群（たつの市）2,9 那波野丸山窯跡（相生市）10 永谷Ｂ・Ｃ遺跡（佐用町）39

中垣内群集墳（たつの市）2 長坂遺跡（神戸市）12,16 中佐治古墳群（丹波市）52,73

長尾・沖田遺跡（佐用町）7 波毛遺跡（洲本市）12 ナベ遺跡（養父市）67

長尾廃寺（佐用町）7 業平遺跡（芦屋市）23 長越遺跡（姫路市)77

中村群集墳（神戸市）103,106 中筋遺跡（姫路市）104 中村遺跡（養父市）105

に 禰布ヶ森西遺跡（豊岡市）35 西岡屋遺跡（篠山市）80

西宮山古墳（たつの市）2 西下野製鉄遺跡（佐用町）39 西宮神社社頭遺跡（西宮市）81

西木ノ部遺跡（丹波篠山市）
6,61,72

西山Ｂ古墳群（養父市）40 西畦野遺跡（川西市）85

西脇古墳群（姫路市）9 禰布ヶ森遺跡（豊岡市）44,78
西畦野下ノ段・井戸遺跡（川西市）
87

西脇廃寺（姫路市）9 西脇丸山２号墳（姫路市）55,81 西垣古墳群（豊岡市）88,91

西求女塚古墳（神戸市）
11,34,83

二郎宮ノ前遺跡（神戸市）72 西延末遺跡（姫路市）77

日輪寺遺跡（神戸市）28

ぬ

ね

投松窯跡（加古川市）21

の 野田窯跡（加古川市）69 南畝町遺跡（姫路市）77

野々間遺跡（丹波市）1 延吉遺跡（佐用町）77
登り田遺跡（姫路市）
103,105,106



は 八反田遺跡（佐用町）21 馬場１７号墳（朝来市）60

箱塚古墳群（丹波市）5 林崎三本松窯跡群（明石市）26 原田西遺跡（伊丹市）73,90

播磨国分尼寺跡（姫路市）12 場市遺跡（養父市）50 波賀野遺跡（丹波篠山市）82,91

袴狭遺跡（豊岡市）
14,15,38,44,57,60

箱塚４号墳（丹波篠山市）57 波賀野西遺跡（丹波篠山市）91

端谷城跡（神戸市）86
初瀬谷・柏谷古墳群（新温泉町）
107

ひ
兵庫津遺跡（神戸市）
25,27,32,35,41,57,61,103

広根遺跡（猪名川町）
78,82,85,87

瓢塚古墳（神戸市）3 東中道ノ坪遺跡（丹波篠山市）32 平野遺跡（丹波市）81

東浜谷遺跡（丹波篠山市）6 姫路城（姫路市）41,56,86 平田遺跡（神戸市）82,85

東求女塚古墳（神戸市）11 東沢２・３号墳（加古川市）59 平福御殿屋敷跡（佐用町）84,86

東武庫遺跡（尼崎市）12,13 東沢中遺跡（加古川市）59 兵庫城跡（神戸市）86

火山古墳群（丹波市）21,28,29 東有年沖田遺跡（赤穂市）60 姫路城城下町跡（姫路市）87

日高上石遺跡（豊岡市）21 東沢１号墳（加古川市）67,89 広瀬古墳群（養父市）91

広峰遺跡（豊岡市）103

ふ 藤ノ木遺跡（淡路市）12 藤江別所遺跡（明石市）60

二間塚古墳（丹波市）1 福島平唐山遺跡（三田市）16 藤ノ木遺跡（三田市）61

福田片岡遺跡（たつの市）2,65 福島古墳群（三木市）16 藤井古墳群（豊岡市）93

藤岡山遺跡（丹波篠山市）6 古網干遺跡（姫路市）35 福井池の下遺跡（相生市）99,104

深江北町遺跡（神戸市）
11,13,16

深田遺跡（豊岡市）44
福田小川原遺跡（たつの市）
101,102

舟木遺跡（淡路市）106

へ

ほ 本位田群集墳（佐用町）7 坊ヶ塚遺跡（神戸市）34

宝林寺北遺跡（たつの市）2,16 本庄町遺跡（神戸市）11 宝林北遺跡（姫路市）35

洞中１・３号墳（丹波篠山市）6 堀山古墳群（加西市）16 北条遺跡（姫路市）69

本位田遺跡（佐用町）7 法鑑遺跡（三木市）16 堀井城跡（小野市）75

ま 松野遺跡（神戸市）25
前田遺跡（姫路市）
95,98,100,101

曲田山古墳（洲本市）4 舞子浜遺跡（神戸市）29,36 前島・検上田遺跡（西脇市）99

松田山古墳（太子町）9 まるやま遺跡（淡路市）30 丸山窯跡（赤穂市）60

丸塚遺跡（神戸市）23,27

み 宮内遺跡（豊岡市）36 宮ノ前向井遺跡（丹波篠山市）77

緑ヶ丘窯跡群（相生市）17
珉平焼窯跡（南あわじ市）
49,56,57

南辻遺跡（伊丹市）77

道ノ下遺跡（尼崎市）18 神子曽遺跡（南あわじ市）55 三木田池遺跡（洲本市）84

三原遺跡（丹波市）21 三輪明神窯跡（三田市）56
南構遺跡（豊岡市）
88,90,91,92,96

宮内堀脇遺跡（豊岡市）
21,24,25,35

南塩田遺跡（加東市）63 宮山古墳（姫路市）89

南本町遺跡（伊丹市）23,28,61 南町遺跡（伊丹市）74 宮前鉱山跡（多可町）94

美乃利遺跡（加古川市）29 南通り遺跡（姫路市）77 耳谷草山古墳群（豊岡市）99

御蔵遺跡（神戸市）32 宮ノ谷古墳群（朝来市）77,78



む 室内遺跡（神戸市）27 室津四丁目遺跡（たつの市）78

武庫荘遺跡（尼崎市）23,24 虫尾新田窯跡（三田市）56

め 米里山際遺跡（養父市）68

も 森遺跡（洲本市）4

や 薬師前遺跡（朝来市）29 山崎城跡（養父市）66

山垣遺跡（丹波市）1 山平Ｂ遺跡（佐用町）39 山谷墳墓群（香美町）71,81

養久山墳墓群（たつの市）2 山野里四ツ目遺跡（上郡町）55 ヤケヤノ坪遺跡（丹波篠山市）80

養宜館址（洲本市）4,75 山ノ上遺跡（播磨町）58 山野里宿遺跡（上郡町）81

山崎山古墳群（豊岡市）16 山田地区遺跡群（淡路市）64 山田大山古墳群（丹波市）90

ゆ 夕垣８号墳（養父市）70

由良要塞跡（南あわじ市）65

よ 横坂古墳群（佐用町）7 横入遺跡（淡路市）78,82

吉田遺跡（神戸市）3,39 横田遺跡（姫路市）35 吉田住吉山遺跡（三木市）81

吉田南遺跡（神戸市）3 与呂木遺跡（三木市）39

ら

り 龍円寺跡（篠山市）6

る

れ

ろ

わ 若松町遺跡（神戸市）32
和田村四合谷村ノ口付城跡（三木
市）50

若狭野古墳（相生市）10
若水古墳群Ａ11号墳（朝来市）
43,73

若王子遺跡（尼崎市）61,89

和田神社遺跡（三木市）25 若水城跡（朝来市）43

（１～107号）



●掲載号別一覧
※ゴシック文字の遺跡は、１ページ以上の解説が掲載されています。

号 旧石器・縄文・弥生時代 古墳時代 歴史時代（古代）

1
七日市遺跡（丹波市）、野々間遺跡
（丹波市）、鈩田遺跡（南あわじ
市）

塩が谷古墳（丹波市）、二間塚古墳
（丹波市）

山垣遺跡（丹波市）

2 白鷺山墳墓群（たつの市）

中井古墳群（たつの市）、西宮山古
墳（たつの市）、狐塚古墳（たつの
市）、中垣内群集墳（たつの市）、
養久山墳墓群（たつの市）、竜子三
ツ塚古墳（たつの市）

小神廃寺（たつの市）、福田片岡遺
跡（たつの市）、宝林寺北遺跡（た
つの市）

3
玉津田中遺跡（神戸市）、吉田遺跡
（神戸市）、新方遺跡（神戸市）

王塚台古墳（神戸市）、瓢塚古墳
（神戸市）、天王山古墳群（明石
市）

吉田南遺跡（神戸市）

4

寺中遺跡（洲本市）、下加茂岡遺跡
（洲本市）、下内膳遺跡（洲本
市）、大森谷遺跡（洲本市）、森遺
跡（洲本市）

曲田山古墳（洲本市）、明日丸山古
墳（洲本市）

御城山窯址（洲本市）、養宜館址
（洲本市）、淡路国分寺址・国分尼
寺址（洲本市）

5
板井・寺ヶ谷遺跡（篠山市）、七日
市遺跡（丹波市）

沢ノ浦坪２号墳（丹波市）、上板井
古墳群（丹波市）、明月古墳群（丹
波市）、四王子谷古墳群（丹波
市）、箱塚古墳群（丹波市）、小坂
古墳群（丹波市）

板井・寺ヶ谷遺跡（丹波篠山市）

6 藤岡山遺跡（丹波篠山市）
新宮古墳（丹波篠山市）、雲部車塚
古墳（丹波篠山市）、洞中１・３号
墳（丹波篠山市）

西木ノ部遺跡（丹波篠山市）、東浜
谷遺跡（丹波篠山市）、寺内廃寺
（篠山市）、龍円寺跡（篠山市）

7
長尾・沖田遺跡（佐用町）、本位田
遺跡（佐用町）

円応寺古墳群（佐用町）、横坂古墳
群（佐用町）、本位田群集墳（佐用
町）

長尾廃寺（佐用町）

8 七日市遺跡（丹波市）

9
西脇古墳群（姫路市）、中井古墳群
（たつの市）、松田山古墳（太子
町）

邑智駅家跡（姫路市）、西脇廃寺
（姫路市）、小犬丸遺跡（たつの
市）

10 尾崎遺跡（たつの市）
タイ山古墳群（たつの市）、塚森古
墳（相生市）、那波野古墳（相生
市）、若狭野古墳（相生市）

小犬丸遺跡（たつの市）、中垣内廃
寺（たつの市）、小神廃寺（たつの
市）、那波野丸山窯跡（相生市）

11

深江北町遺跡（神戸市）、本庄町遺
跡（神戸市）、朝日ヶ丘・山芦屋遺
跡（芦屋市）、会下山遺跡（芦屋
市）、桜ケ丘遺跡（神戸市）、北青
木遺跡（神戸市）

処女塚古墳（神戸市）、西求女塚古
墳（神戸市）、東求女塚古墳（神戸
市）

12

長坂遺跡（神戸市）、庵の谷遺跡
（香美町）、東武庫遺跡（尼崎
市）、田能遺跡（尼崎市）、波毛遺
跡（洲本市）、佃遺跡（淡路市）、
下内膳遺跡（洲本市）

入佐川遺跡（豊岡市）、大池７号墳
（三木市）、小戸遺跡（川西市）

有岡城・伊丹郷町遺跡（伊丹市）、
播磨国分尼寺跡（姫路市）、入佐川
遺跡（豊岡市）、久留美窯跡群（三
木市）、神大病院構内遺跡（神戸
市）、藤ノ木遺跡（淡路市）、加佐
山城跡（三木市）、慈眼寺山城跡
（三木市）

13
東武庫遺跡（尼崎市）、七日市遺跡
（丹波市）、玉津田中遺跡（神戸
市）、深江北町遺跡（神戸市）

14 カヤガ谷遺跡（豊岡市） 入佐川遺跡（豊岡市）
砂入遺跡（豊岡市）、袴狭遺跡（豊
岡市）

15 亀田遺跡（太子町） 袴狭遺跡（豊岡市） 白沢５号窯跡（加古川市）



号 旧石器・縄文・弥生時代 古墳時代 歴史時代（古代）

16

七日市遺跡（丹波市）、長坂遺跡
（神戸市）、塩壺西遺跡（淡路
市）、年ノ神遺跡（三木市）、福島
平唐山遺跡（三田市）、深江北町遺
跡（神戸市）、川除・藤ノ木遺跡
（三田市）、内場山遺跡（丹波篠山
市）

山崎山古墳群（豊岡市）、太市中古
墳群（姫路市）、年ノ神古墳群（三
木市）、福島古墳群（三木市）、堀
山古墳群（加西市）、上脇遺跡（神
戸市）、下大谷第１号墳（神戸市）

下西山遺跡（三田市）、法鑑遺跡
（三木市）、白沢放山遺跡（加古川
市）、小名田遺跡（神戸市）、宝林
寺北遺跡（たつの市）、かわらけ山
窯跡（南あわじ市）

17 太市中古墳群（姫路市）

緑ヶ丘窯跡群（相生市）、大陣原窯
跡群（相生市）、志方窯跡群（加古
川市）、白沢窯跡群（加古川市）、
久留美（柳谷）窯跡群（三木市）、
小名田窯跡群（神戸市）、邑美駅家
推定地（明石市）

18 住吉宮町遺跡（神戸市） 道ノ下遺跡（尼崎市）

19 年ノ神６号墳（三木市）

20
打出岸造り遺跡（芦屋市）、加茂遺
跡（川西市）

池尻東山遺跡（小野市）105 三田城跡（三田市）

21 塩壺遺跡（淡路市）
火山古墳群（丹波市）、三原遺跡
（丹波市）、日下部遺跡（神戸市）

勝雄経塚（神戸市）、宮内堀脇遺跡
（豊岡市）、上脇遺跡（神戸市）、
投松窯跡（加古川市）、日高上石遺
跡（豊岡市）、安倉南遺跡（宝塚
市）、サルガク遺跡（市川町）、八
反田遺跡（佐用町）、状覚山古墳群
（加西市）、市之郷遺跡（姫路市）

22 高畑町遺跡（西宮市） 郡家遺跡（神戸市） 尼崎城跡（尼崎市）

23
武庫荘遺跡（尼崎市）、丸塚遺跡
（神戸市）、業平遺跡（芦屋市）

有岡城・伊丹郷町遺跡（伊丹市）、
明石城跡（明石市）、南本町遺跡
（伊丹市）

24
七日市遺跡（丹波市）、表山遺跡
（神戸市）、武庫荘遺跡（尼崎市）

高畑町遺跡（西宮市）
宮内堀脇遺跡（豊岡市）、尼崎城跡
（尼崎市）、上脇遺跡（神戸市）

25
七日市遺跡（丹波市）、上之脇遺跡
（丹波市）、和田神社遺跡（三木
市）、荒田神社裏遺跡（西脇市）

梅田古墳群（朝来市）、市之郷遺跡
（姫路市）、塩淵３号墳（姫路
市）、状覚山古墳群（加西市）、松
野遺跡（神戸市）

住吉宮町遺跡（神戸市）、上脇遺跡
（神戸市）、沢の鶴大石蔵（神戸
市）、兵庫津遺跡（神戸市）、宮内
掘脇遺跡（豊岡市）、日下部遺跡
（神戸市）、明石城武家屋敷跡（明
石市）

26 玉津田中遺跡（神戸市）
神出窯跡群（神戸市）、久留美窯跡
群（三木市）、林崎三本松窯跡群
（明石市）、祇園遺跡（神戸市）

27
新方遺跡（神戸市）、丸塚遺跡（神
戸市）、打出小槌遺跡（芦屋市）

有年牟礼・井田遺跡（赤穂市）
72,76,78,80,82,104

兵庫津遺跡（神戸市）、猪名庄遺跡
（尼崎市）、明石城武家屋敷跡（明
石市）、有岡城・伊丹郷町（伊丹
市）、室内遺跡（神戸市）

28
日輪寺遺跡（神戸市）、有鼻遺跡
（三田市）、七日市遺跡（丹波市）

寺田遺跡（芦屋市）、火山古墳群
（丹波市）、南本町遺跡（神戸市）

加都遺跡（朝来市）、小犬丸遺跡
（たつの市）

29

美乃利遺跡（加古川市）、曽根遺跡
（南あわじ市）、宿原寺ノ下遺跡
（三木市）、おぎわら遺跡（淡路
市）

塚ノ山１号墳（丹波篠山市）、加都
遺跡（朝来市）、舞子浜遺跡（神戸
市）、五反田遺跡（豊岡市）

薬師前遺跡（朝来市）、火山城跡
（丹波市）、神出窯跡群（神戸市）

30
佃遺跡（淡路市）、塩壺西遺跡（淡
路市）、塩壺遺跡（淡路市）、まる
やま遺跡（淡路市）



号 旧石器・縄文・弥生時代 古墳時代 歴史時代（古代）

31 北口町遺跡（西宮市）
三条九ノ坪遺跡（芦屋市）、小犬丸
遺跡（たつの市）

32
高坂西遺跡（丹波市）、七日市遺跡
（丹波市）、若松町遺跡（神戸
市）、御蔵遺跡（神戸市）

高坂古墳群（丹波市）、三条岡山遺
跡（芦屋市）、加都遺跡（朝来
市）、住吉宮町遺跡（神戸市）

小犬丸遺跡（たつの市）、小犬丸・
中谷遺跡（たつの市）、兵庫津遺跡
（神戸市）、東中道ノ坪遺跡（丹波
篠山市）、豆腐町遺跡（姫路市）、
殿町構居跡（佐用町）、有岡城・伊
丹郷町遺跡（伊丹市）

33 市辺遺跡（丹波市） 豆腐町遺跡（姫路市）

34
亀田遺跡（太子町）、坊ヶ塚遺跡
（神戸市）

住吉宮町遺跡（神戸市）、西求女塚
古墳（神戸市）

35

禰布ヶ森西遺跡（豊岡市）、宝林北
遺跡（姫路市）、兵庫津遺跡（神戸
市）、横田遺跡（姫路市）、古網干
遺跡（姫路市）、上板井経塚（篠山
市）、玉津田中遺跡（神戸市）、宮
内堀脇遺跡（豊岡市）

36

高松町遺跡（西宮市）、外野波豆・
外野柳遺跡（香美町）、坂元遺跡
（加古川市）、竹原中山遺跡（たつ
の市）

舞子浜遺跡（神戸市）、有岡城・伊
丹郷町遺跡（伊丹市）、中西台地遺
跡（加古川市）、大陣原窯跡（たつ
の市）、宮内遺跡（豊岡市）

37 柿坪遺跡（朝来市） 市辺遺跡（丹波市）

38 袴狭遺跡（豊岡市）

39

吉田遺跡（神戸市）、新方遺跡（神
戸市）、与呂木遺跡（三木市）、奈
カリ与遺跡（三田市）、有鼻遺跡
（三田市）、年の神遺跡（三木市）

小茅野後山遺跡（宍粟市）、永谷
Ｂ・Ｃ遺跡（佐用町）、西下野製鉄
遺跡（佐用町）、山平Ｂ遺跡（佐用
町）、滝谷Ｕ遺跡（佐用町）、安積
山遺跡（宍粟市）

40 桂ヶ谷遺跡（丹波篠山市）
西山Ｂ古墳群（養父市）、桂ヶ谷奥
古墳（丹波篠山市）

柴遺跡（朝来市）、粟賀遺跡（朝来
市）、梶原遺跡・梅ヶ作遺跡（朝来
市）

41

竹田城跡（朝来市）、姫路城（姫路
市）、有岡城・伊丹郷町遺跡（伊丹
市）、篠山城跡（篠山市）、兵庫津
遺跡（神戸市）

42 窟屋１号墳（三木市） 置塩城跡（姫路市）

43
若水古墳群Ａ11号墳（朝来市）、灰
高古墳群（丹波篠山市）、ずえが谷
遺跡（丹波篠山市）

若水城跡（朝来市）

44

袴狭遺跡（豊岡市）、加都遺跡（朝
来市）、禰布ヶ森遺跡（豊岡市）、
深田遺跡（豊岡市）、香住ヱノ田遺
跡（豊岡市）

45 茶すり山古墳（朝来市）

46 茶すり山古墳（朝来市）
神出古窯址群（神戸市）、神出鴨谷
２号窯（神戸市）、神出鴨谷１号窯
（神戸市）、神出梟谷１号窯（神戸

47 長見寺廃寺（豊岡市）

48 下加茂遺跡（洲本市）
耕地谷古墳群（豊岡市）、寺池古墳
（香美町）

耕地谷城跡（豊岡市）

49
珉平焼窯跡（南あわじ市）、コーカ
シ窯跡（南あわじ市）



号 旧石器・縄文・弥生時代 古墳時代 歴史時代（古代）

50
楠・荒田町遺跡（神戸市）、和田村
四合谷村ノ口付城跡（三木市）、場
市遺跡（養父市）

51
岩屋遺跡（伊丹市）、坂元遺跡（加
古川市）

52
粟賀遺跡（朝来市）、市辺遺跡（丹
波市）、七日市遺跡（丹波市）

加都遺跡（朝来市）、柿坪遺跡（朝
来市）、粟賀遺跡（朝来市）、中佐
治古墳群（丹波市）、筒江浦石遺跡
（朝来市）、大月北山遺跡（朝来
市）、芝花古墳群（朝来市）

沢野遺跡（丹波市）、土井・田ノ口
遺跡（丹波市）

53 大中遺跡（播磨町）

54 窟屋１号墳（三木市）
年ノ神６号墳（三木市）、勝雄経塚
（神戸市）

55
坂元遺跡（加古川市）、七日市遺跡
（丹波市）、大中遺跡（播磨町）、
神子曽遺跡（南あわじ市）

西脇丸山２号墳（姫路市）
田ノ口遺跡（丹波市）、山野里四ツ
目遺跡（上郡町）、汁谷窯跡（南あ
わじ市）、塚口城跡（尼崎市）

56

篠山城旧三の丸跡（丹波篠山市）、
珉平焼窯跡（南あわじ市）、明石城
武家屋敷跡（明石市）、姫路城（姫
路市）、伊丹郷町遺跡（伊丹市）、
虫尾新田窯跡（三田市）、三輪明神
窯跡（三田市）

57

貝谷遺跡（三木市）、大垣内遺跡
（西脇市）、貴船神社遺跡（淡路
市）、玉津田中遺跡（神戸市）、佃
遺跡（南あわじ市）

勝手野古墳群（小野市）、箱塚４号
墳（篠山市）、田井野遺跡（三木
市）

袴狭遺跡群（豊岡市）、多利前田遺
跡（丹波市）、宿原寺ノ下遺跡（三
木市）、上板井経塚（篠山市）、兵
庫津遺跡（神戸市）、珉平焼窯跡
（南あわじ市）、有岡城・伊丹郷町
遺跡（伊丹市）、明石城武家屋敷跡
（明石市）

58 山ノ上遺跡（播磨町）
坂元遺跡（加古川市）、神野大林古
窯跡（加古川市）

59 九蔵遺跡（南あわじ市）

内高山西古墳群（朝来市）、雲部車
塚古墳（篠山市）、上比地森ノ上遺
跡（宍粟市）、天王山１号窯跡（加
古川市）、東沢２・３号墳（加古川
市）、東沢中遺跡（加古川市）

英賀保駅周辺遺跡（姫路市）、塚口
城跡（尼崎市）

60

河高上ノ池遺跡（加東市）、馬場１
７号墳（朝来市）、五色塚古墳（神
戸市）、行者塚古墳（加古川市）、
丸山窯跡（赤穂市）、東有年沖田遺
跡（赤穂市）、藤江別所遺跡（明石
市）、木戸原遺跡（南あわじ市）

袴狭遺跡（豊岡市）、玉津田中遺跡
（神戸市）

61 若王子遺跡（尼崎市）

西木之部遺跡（丹波篠山市）、南本
町遺跡（伊丹市）、豆腐町遺跡（姫
路市）、藤ノ木遺跡（三田市）、吉
田南遺跡（神戸市）、福田片岡遺跡
（たつの市）、川除・藤ノ木遺跡
（三田市）、砂入遺跡（豊岡市）、
兵庫津遺跡（神戸市）

62
井手田遺跡（南あわじ市）、九蔵遺
跡（南あわじ市）、大開遺跡（神戸
市）

63
英賀保駅周辺遺跡第４地点（姫路
市）、南塩田遺跡（加東市）、津万
遺跡（西脇市）

坂元遺跡（加古川市）、内高山東古
墳群（朝来市）

豆腐町遺跡（姫路市）



号 旧石器・縄文・弥生時代 古墳時代 歴史時代（古代）

64 市之郷遺跡（姫路市）
天王山古墳群（加古川市）、上エ山
古墳群（朝来市）

曽我井・堂ノ元遺跡（多可町）、曽
我井・野入遺跡（多可町）、山田地
区遺跡群（淡路市）、久保ノ向遺跡
（洲本市）、大歳遺跡（淡路市）、
宇和田遺跡（淡路市）、七反田遺跡
（淡路市）

65
豆腐町遺跡（姫路市）、下内膳遺跡
（洲本市）、福田片岡遺跡（たつの
市）、由良要塞跡（南あわじ市）

66
津万遺跡群（西脇市）、大門畑瀬遺
跡（西脇市）、下加茂遺跡（洲本
市）

英賀保駅周辺遺跡第４地点（姫路
市）、山崎城跡（養父市）、小河江
窯跡（豊岡市）

67
東沢１号墳（加古川市）、ナベ遺跡
（養父市）

三田城跡（三田市）

68
英賀保駅周辺遺跡第４地点（姫路
市）

米里山際遺跡（養父市）
市ノ郷遺跡（姫路市）、曽我井・沢
田遺跡（多可町）

69
市ノ郷遺跡（姫路市）、芝花弥生墓
群（朝来市）

芝花古墳群（朝来市）、柿坪遺跡
（朝来市）

市ノ郷廃寺（姫路市）、北条遺跡
（姫路市）、野田窯跡（加古川
市）、楠・荒田町遺跡（神戸市）、
石守廃寺（加古川市）

70 夕垣８号墳（養父市） 津万遺跡（西脇市）

71
津万遺跡群（西脇市）、大門畑瀬遺
跡（西脇市）、飯田遺跡（姫路市）

池田古墳（朝来市）、神野北山遺跡
（加古川市）、山谷墳墓群（香美
町）

大池の南遺跡（三田市）、津万井近
世窯跡（西脇市）、市ノ郷廃寺（姫
路市）、市ノ郷遺跡（姫路市）、井
垣城跡（養父市）、鳥居城跡（豊岡
市）

72

飯田長越遺跡（姫路市）、有年牟
礼・井田遺跡（赤穂市）、周世入相
遺跡（赤穂市）、片島遺跡（たつの
市）、亀田遺跡（太子町）、飯田遺
跡（姫路市）、塩壺西遺跡（淡路
氏）、西木之部遺跡（篠山市）、大
中遺跡（播磨町）、大森谷遺跡（洲
本市）、有鼻遺跡（三田市）、川
除・藤ノ木遺跡（三田市）、玉津田
中遺跡（神戸市）、表山遺跡（神戸
市）

市之郷遺跡（姫路市）、二郎宮ノ前
遺跡（神戸市）

明石城下町町屋跡（明石市）

73
東南遺跡（太子町）、上三河遺跡
（佐用町）、下加茂遺跡（洲本
市）、原田西遺跡（伊丹市）

坂元遺跡（加古川市）、窟屋１号墳
（三木市）、竹万宮ノ前遺跡（上郡
町）、若水古墳（朝来市）、塚ノ山
１号墳（丹波篠山市）、中佐治古墳
群（丹波市）

柴遺跡（朝来市）、三田城跡（三田
市）、三田陣屋跡（三田市）

74
津万遺跡群津万地区（西脇市）、上
比地森ノ上遺跡（宍粟市）

有年原・クルミ遺跡（赤穂市）、沖
代遺跡（太子町）、南町遺跡（伊丹
市）

堂垣内遺跡（神戸市）、多利前田遺
跡（丹波市）

75

豊地城跡（小野市）、大渕館跡（篠
山市）、有岡城跡（伊丹市）、養宜
館跡（洲本市）、屋形構跡（市川
町）、堀井城跡（小野市）、坂本城
跡（姫路市）

76

津万遺跡群西嶋地区（西脇市）、河
高・溝ノ越遺跡（加東市）、神谷戒
現行遺跡（宍粟市）、馬木遺跡（洲
本市）、有年牟礼・井田遺跡（赤穂
市）、井手田遺跡（南あわじ市）

高松３号墳（西脇市）、大門畑瀬遺
跡（西脇市）、茶すり山古墳（朝来
市）

大伏北山遺跡（西脇市）、田井Ａ遺
跡（淡路市）
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77

延吉遺跡（佐用町）、市之郷遺跡
（姫路市）、下加茂遺跡（洲本
市）、南畝町遺跡（姫路市）、西延
末遺跡（姫路市）、上比地森ノ上遺
跡（宍粟市）、長越遺跡（姫路
市）、南通り遺跡（姫路市）、大歳
遺跡（淡路市）、宇和田遺跡（淡路
市）、七反田遺跡（淡路市）

神野大林窯跡群（加古川市）、神野
北山遺跡（加古川市）、寺山古墳群
（朝来市）、宮ノ谷古墳群（朝来
市）、井ノ上森垣内ノ坪遺跡（篠山
市）、宮ノ前向井遺跡（丹波篠山
市）、小中追谷口遺跡（丹波篠山
市）、耕地谷古墳群（豊岡市）

南辻遺跡（伊丹市）、有岡城・伊丹
郷町遺跡（伊丹市）、大町遺跡（加
古川市）、茂利・宮ノ西遺跡（多可
町）、耕地谷城跡（豊岡市）

78

津万遺跡群（西脇市）、芝添遺跡
（姫路市）、堂本上長塀遺跡（たつ
の市）、横入遺跡（淡路市）、有年
牟礼・井田遺跡（赤穂市）

宮ノ谷古墳群（朝来市）、池田古墳
（朝来市）

禰布ヶ森遺跡（豊岡市）、広根遺跡
Ｈ地区（猪名川町）、新名神№１３
地点遺跡（猪名川町）、大池の南遺
跡（三田市）、大門畑瀬遺跡（西脇
市）、豊地城跡（小野市）、室津四
丁目遺跡（たつの市）、長坂寺遺跡
（明石市）

79
五斗長垣内遺跡（淡路市）、会下山
遺跡（芦屋市）、市之郷遺跡（姫路
市）

茶すり山古墳（朝来市）

80

有年牟礼・井田遺跡（赤穂市）、ヤ
ケヤノ坪遺跡（丹波篠山市）、西岡
屋遺跡（丹波篠山市）、柴崎遺跡
（丹波篠山市）

明石城下町町屋跡（明石市）、多田
銀銅山猪淵谷坑道群第１号間歩（猪
名川町）

81 市之郷遺跡（姫路市）

河高・溝ノ越遺跡（加東市）、西脇
丸山２号墳（姫路市）、天王山古墳
群（加古川市）、山谷墳墓群（香美
町）

神出窯跡群（神戸市）、吉田住吉山
遺跡（三木市）、山野里宿遺跡（上
郡町）、明石城武家屋敷跡（明石
市）、豆腐町遺跡（姫路市）、西宮
神社社頭遺跡（西宮市）、北田原・
南田原条理遺構（猪名川町）、田ノ
口遺跡（丹波市）、平野遺跡（丹波
市）、鳥飼中瀬遺跡（洲本市）、北
山遺跡（洲本市）、白池遺跡（洲本
市）、隅田遺跡（洲本市）、竹ノ鼻
遺跡（洲本市）、鳥居城跡（豊岡
市）

82

平田遺跡（神戸市）、鐘原遺跡（南
あわじ市）、横入遺跡（淡路市）、
田井Ａ遺跡（淡路市）、有年牟礼・
井田遺跡（赤穂市）、波賀野遺跡
（篠山市）

広根遺跡（猪名川町）、坂本・土井
畑遺跡（多可町）

83
塩壺遺跡（淡路市）、佃遺跡（淡路
市）、高松町遺跡（西宮市）、田能
高田遺跡（尼崎市）

西求女塚古墳（神戸市） 砂入遺跡（豊岡市）

84
三木田池遺跡（洲本市）、清間遺跡
（洲本市）

上佐野１号墳（豊岡市）
平福御殿屋敷跡（佐用町）、田井Ａ
遺跡（淡路市）、喜多垣遺跡（朝来
市）

85

定谷遺跡（豊岡市）、田井Ａ遺跡
（淡路市）、平田遺跡（神戸市）、
宇野構遺跡（宍粟市）、西畦野遺跡
（川西市）、広根遺跡（猪名川町）

86

置塩城跡（姫路市）、感状山城跡
（相生市）、兵庫城跡（神戸市）、
宇野構遺跡（宍粟市）、端谷城跡
（神戸市）、姫路城（姫路市）、叶
堂城跡（南あわじ市）、出石城跡
（豊岡市）、平福御殿屋敷跡（佐用
町）
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87
対田清水谷古墳群（新温泉町）、小
坂谷古墳群（新温泉町）

西畦野下ノ段・井戸遺跡（川西
市）、姫路城城下町跡（姫路市）、
広根遺跡（猪名川町）、定谷遺跡
（豊岡市）、生野代官所跡関連遺跡
（朝来市）

88
尼ヶ宮古墳群（豊岡市）、西垣古墳
群（豊岡市）

南構遺跡（豊岡市）、豆腐町遺跡
（姫路市）、重近・北山遺跡（佐用
町）、石道才谷・堂ノ後遺跡（川西
市）、猪渕谷坑道群間歩ヶ谷支群
（猪名川町）、観音寺跡（猪名川
町）

89
市之郷遺跡（姫路市）、竹万宮ノ前
遺跡（上郡町）

東沢１号墳（加古川市）、池尻２号
墳（加古川市）、若王子遺跡（尼崎
市）、宮山古墳（姫路市）、年ノ神
６号墳（三木市）行者塚古墳（加古
川市）

90 原田西遺跡（伊丹市）
浅谷下山古墳群（新温泉町）、対田
清水谷古墳群（新温泉町）、山田大
山古墳群（丹波市）

南構遺跡（豊岡市）、豆腐町遺跡
（姫路市）、鵤北遺跡（太子町）

91
南構遺跡（豊岡市）、西垣古墳群
（豊岡市）、広瀬古墳群（養父
市）、塚口山廻遺跡（尼崎市）

定谷遺跡（豊岡市）、波賀野遺跡
（篠山市）、波賀野西遺跡（丹波篠
山市）、日下部遺跡（神戸市）

92
鍛冶田遺跡（太子町）、定谷遺跡
（豊岡市）

南構遺跡（豊岡市）、飯田遺跡（姫
路市）

日下部遺跡（神戸市）

93 藤井古墳群（豊岡市） 藤井古墳群（豊岡市）
喜多・城山城跡（西脇市）、小垣谷
墳墓群（豊岡市）

94
大円道向遺跡（淡路市）、鍛冶田遺
跡（太子町）

宮前鉱山跡（多可町）、稲塚窯跡
（丹波市）、

95
竹の前遺跡（姫路市）、城山遺跡
（太子町）

城山遺跡（太子町）、大木谷古墳群
（豊岡市）

前田遺跡（姫路市）、竹の前遺跡
（姫路市）、城山遺跡（太子町）

96 宗佐遺跡（加古川市）
和泉谷・津原古墳群（新温泉町）、
小垣谷古墳群（豊岡市）、南構遺跡
（豊岡市）

宗佐遺跡（加古川市）

97
杭田遺跡（淡路市）、畔田遺跡（淡
路市）

音谷１号墳（朝来市）、小垣谷古墳
群（豊岡市）

音谷１号墳（朝来市）、小垣谷遺跡
（豊岡市）

98 池ノ下遺跡（姫路市）
前田遺跡（姫路市）、宗佐遺跡（加
古川市）、池ノ下遺跡（姫路市）、
竹貫古墳群（豊岡市）

池ノ下遺跡（姫路市）、竹貫中世墓
（豊岡市）

99
前島・検上田遺跡（西脇市）、福井
池の下遺跡（相生市）、片山遺跡
（加古川市）

耳谷草山古墳群（豊岡市）、郷着遺
跡（姫路市）、福井池の下遺跡（相
生市）

明石城武家屋敷跡（明石市）、片山
遺跡（加古川市）

100
宗佐遺跡（加古川市）、才村遺跡
（姫路市）

宗佐遺跡（加古川市）、前田遺跡
（姫路市）、才村遺跡（姫路市）

101
玉津田中遺跡（神戸市）、才村遺跡
（姫路市）

前田遺跡（姫路市）、才村遺跡（姫
路市）、上戸田遺跡（西脇市）、福
田小川原遺跡（たつの市）

宇山遺跡（洲本市）、福田小川原遺
跡（たつの市）

102
城山遺跡（太子町）、関ノ口遺跡
（姫路市）、玉津田中遺跡（神戸
市）、大中遺跡（播磨町）

城山遺跡（太子町）、関ノ口遺跡
（姫路市）、才村遺跡（姫路市）

城山遺跡（太子町）、福田小川原遺
跡（たつの市）、関ノ口遺跡（姫路
市）、才村遺跡（姫路市）



号 旧石器・縄文・弥生時代 古墳時代 歴史時代（古代）

103 中村群集墳（神戸市） 中村群集墳（神戸市）
登り田遺跡（姫路市）、広峰遺跡
（豊岡市）、兵庫津遺跡（神戸
市）、柏原旧城下町（丹波市）

104
上戸田遺跡（西脇市）、福井池の下
遺跡（相生市）、有年牟礼・井田遺
跡（赤穂市）

中筋遺跡（姫路市）、天神条里（加
東市）、曙町遺跡（神戸市）、有年
牟礼・井田遺跡（赤穂市）、茶すり
山古墳（朝来市）

上戸田遺跡（西脇市）、福井池の下
遺跡（相生市）、天神条里（加東
市）、

105
中村遺跡（養父市）、玉津田中遺跡
No.164地点（神戸市）、玉津田中
遺跡No.175地点（神戸市）、

池尻東山遺跡（小野市）、市場南山
１号墳（小野市）、中村遺跡（養父
市）、玉津田中遺跡No.164地点
（神戸市）、玉津田中遺跡No.175
地点（神戸市）、

池尻東山遺跡（小野市）、中村遺跡
（養父市）、玉津田中遺跡No.164
地点（神戸市）、玉津田中遺跡
No.175地点（神戸市）、登り田遺
跡（姫路市）

106
中村群集墳（神戸市）、上戸田遺跡
（西脇市）、舟木遺跡（淡路市）

中村群集墳（神戸市）、上戸田遺跡
（西脇市）、勝手野古墳群（小野
市）

登り田遺跡（姫路市）、上戸田遺跡
（西脇市）、登り田遺跡（姫路市）

107
曙町遺跡（神戸市）、初瀬谷・柏谷
古墳群（新温泉町）、上戸田遺跡
（西脇市）

住吉川右岸遺跡（丹波篠山市）、曙
町遺跡（神戸市）、初瀬谷・柏谷古
墳群（新温泉町）

住吉川右岸遺跡（丹波篠山市）、上
戸田遺跡（西脇市）

ひょうごの主な旧石器遺跡 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt13sek.pdf

ひょうごの主な縄文遺跡 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt14jom.pdf

ひょうごの主な弥生遺跡 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt15yay.pdf
ひょうごの主な古墳 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt16kof.pdf
ひょうごの主な歴史遺跡 http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt17rek.pdf

【参考資料】
（公財）兵庫県まちづくり技術センター埋蔵文化財調査部、兵庫県立考古博物館、兵庫県教育委員会埋蔵文化財調査事務
所が発行した兵庫県埋蔵文化財情報誌『ひょうごの遺跡』

【ＵＲＬ】 http://kdskenkyu.saloon.jp/kdsdata.htm
                http://kdskenkyu.saloon.jp/pdf/dt25isk.pdf

【参考ＵＲＬ】


