
遺 跡 一 覧 表

番号 遺 跡 名 所 在 地

１  宮の脇遺跡  吉田町立間一番耕地
２  竹城跡  吉田町立間字竹城
３  白木城跡  吉田町河内字白木城
４  吉岡城跡  吉田町沖村字家ケ谷
５  旗ヶ ( 旗之 ) 城跡  吉田町沖村字川平
６  松ヶ城跡  吉田町沖村字木下
７  もろや城跡  吉田町大崎
８  彦が城跡  吉田町河内字彦城下
９  石城跡  吉田町立間
10  法華津本城跡  吉田町法花津
11  吉岡山城跡  吉田町小深浦吉岡山
12  今城跡  吉田町浜
13  福の森 ( 福森 ) 城跡  吉田町深浦
14  萩森城跡  吉田町白浦
15  天神の平城跡  吉田町白浦
16  城ヶ鼻城跡  吉田町白浦
17  高名ヶ平 ( 高森 ) 城跡  吉田町白浦
18  新城跡  吉田町宮の浦
19  鍋蔵城跡  吉田町法花津

20  犬尾 ( 乾 ) 城跡  吉田町立間尻
 犬尾城山

21  千羽城跡  吉田町沖村鳥首
22  国安川遺跡  吉田町北小路
23  吉田藩主の墓  吉田町立間
24  吉田藩陣屋跡  吉田町御殿内
25  普門寺跡  吉田町寺家
26  時観堂跡  吉田町桜丁
27  御用井戸  吉田町御舟手
28  伊達兵部一族の墓  吉田町寺家
29  安藤継明廟所  吉田町御舟手
30  僧日述の墓  吉田町立間尻
31  法華津一族の墓  吉田町法花津字和田
219  沖村吉田倉ヶ谷遺跡  吉田町沖村
220  沖村円通寺遺跡  吉田町沖村字円通寺
221  沖村清家家墓地  吉田町沖村
227  高森城跡  吉田町立間、白浦

番号 遺 跡 名 所 在 地

192  日吉谷古墓群  津島町高田字日吉谷

193  通り山遺跡 ( 吾平駄馬遺跡 )  津島町岩渕吾平駄馬

194  家次遺跡  津島町北灘家次海岸
195  池の岡遺跡  津島町御内
196  ゴウラ窯跡  津島町御内ゴウラ
197  久保津遺跡  津島町高田久保津
198  影平遺跡  津島町槇川
199  中駄馬遺跡  津島町御内中駄馬
200  天ヶ森城跡  津島町岩松天ｹ森
201  石丸城跡  津島町高田稲中
202  金剛城跡  津島町高田保木
203  釈迦が森城跡  津島町高田稲中
204  高森城跡  津島町近家行谷
205  山崎城跡  津島町岩渕山崎
206  御手洗城跡  津島町山財寺の下
207  鶴ヶ森城跡  津島町上畑地三島
208  下谷の城跡  津島町高田下谷
209  岩松の城跡  津島町岩松御幸
210  久保津の城跡  津島町高田久保津
211  西本谷の城跡  津島町近家西本谷
212  高森城の奥の城跡  津島町近家
213  左近将監元村の城  津島町近家佐近谷
214  鵜ノ浜城跡  津島町北灘鵜之浜
215  犬除遺跡  津島町御内
216  薬師丸城跡  津島町増穂
217  大門遺跡  津島町上畑地
218  熱田城跡  津島町高田
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32  三間町則
33  新田神社遺跡  三間町大藤
34  三間高等学校遺跡  三間町戸雁
35  馬根遺跡  三間町務田

36  三間焼窯跡 ( 土居中窯跡 )  三間町土居中

37  春日古墳  三間町是能
38  アンチモニの穴跡  三間町成家
39  板山地柱穴跡  三間町宮野下
40  千人塚  三間町小沢川
41  一の森古墳  三間町是延
42  金銅遺跡  三間町金銅
43  陰陽石  三間町田川
44  山伏塚  三間町音地
45  中山池遺跡  三間町大藤
46  土居清良廟  三間町土居中
47  一ノ森城跡  三間町是延

48  大森城跡  三間町小沢川、元宗、
 宮野下、北増穂

49  岡本城跡  三間町土居垣内
50  金山城跡  三間町戸雁、成家
51  高森 ( 衣笠 ) 城跡  三間町兼近、音地
52  井関城跡  三間町兼近
53  岩倉城跡  三間町曽根、成家
54  金銅城跡  三間町金銅
55  告森城跡  三間町三間中間
56  波岡城跡  三間町波岡、田川
57  萩森城跡  三間町是能
58  船越城跡  三間町則、大藤
59  雨乞城跡  三間町戸雁、宮野下
60  沢近城跡  三間町是能
61  正徳ヶ森城跡  三間町務田
64  新城跡  三間町迫目
65  阿古目城跡  三間町黒川
66  歯長城跡  三間町則
68  松峰城跡  三間町元宗

69  黒井地城跡  三間町黒井地、
 北増穂

70  竹中城跡  三間町黒井地
71  茶臼の森城跡  三間町是能
72  鳥屋が森城跡  三間町是能
73  宮の下遺跡  三間町宮野下
74  土居中遺跡  三間町土居中
75  森山遺跡  三間町務田
76  窓峠遺跡  三間町務田
77  盲谷遺跡  三間町是能
78  庄屋遺跡  三間町是能
79  霊法遺跡  三間町是能
80  内田西遺跡  三間町曽根
81  仏崎遺跡  三間町曽根
82  丸山遺跡  三間町曽根
83  奥曽根遺跡  三間町曽根
84  熊野遺跡  三間町則
85  ムカイノオク遺跡  三間町則

番号 遺 跡 名 所 在 地

86  ムカイノオク下遺跡  三間町則
87  片山遺跡  三間町則
88  牧場遺跡  三間町則

89  正地遺跡  三間町則
90  ウワグチ遺跡  三間町大藤
91  新田遺跡  三間町大藤
92  御墓遺跡  三間町大藤
93  トウボク遺跡  三間町大藤
94  宇藤ノ川遺跡  三間町黒井地
95  竹中奥遺跡  三間町黒井地
96  太宰遺跡  三間町黒井地
97  源造遺跡  三間町黒井地
98  宗光遺跡  三間町成家
99  朝野遺跡  三間町成家
100  朝谷遺跡  三間町成家
101  三島神社遺跡  三間町宮野下
102  渡辺遺跡  三間町宮野下
103  板山地遺跡  三間町宮野下
104  西谷遺跡  三間町北増穂
105  広がり谷遺跡  三間町北増穂
106  野添池遺跡  三間町元宗
107  勝福寺遺跡  三間町小沢川
108  赤松沖遺跡  三間町元宗
109  松本遺跡  三間町増田
110  妙見神社遺跡  三間町増田
111  生島遺跡  三間町増田
112  東県道下遺跡  三間町土居中
113  岡本遺跡  三間町迫目
114  赤松遺跡  三間町迫目
115  妙覚寺遺跡  三間町迫目
116  中野中集会所裏遺跡  三間町中野中
117  高山遺跡  三間町中野中
118  松岡屋敷跡遺跡  三間町中野中
119  マチヤシキ遺跡  三間町中野中
120  今松遺跡  三間町中野中
121  岩崎遺跡  三間町中野中
122  上金銅遺跡  三間町金銅
123  高山遺跡  三間町金銅
124  下金銅遺跡  三間町金銅
125  いらずの森遺跡  三間町古藤田
126  持合池遺跡  三間町古藤田
127  広谷的場池遺跡  三間町古藤田
128  首塚遺跡  三間町大内
129  今西遺跡  三間町大内
130  井関城東遺跡  三間町兼近
131  橋本遺跡  三間町兼近
132  毛利遺跡  三間町兼近
133  旧山下庄屋屋敷遺跡  三間町兼近
134  藤原遺跡  三間町是延
135  八坂神社遺跡  三間町是延

137  是延の奥遺跡  三間町是延
136  善家遺跡  三間町是延

138  佐々木遺跡  三間町三間中間
139  中尾遺跡  三間町黒川
140  角ヶ谷城跡  三間町務田

226  務田遺跡  三間町務田
231  迫目城跡  三間町迫目

222  戸雁遺跡  三間町戸雁
223  務田アリサ子遺跡  三間町務田

番号 遺 跡 名 所 在 地

141  拝鷹山貝塚  柿原字拝鷹・伊吹町
 字牛ヶ谷、水ハミ

142  伊吹町遺跡  伊吹町イカリ石
143  無月遺跡  三浦東飛地
144  樺崎砲台跡  住吉町
145  宇和島城跡  丸之内

146  城ヶ森 ( ジンガモリ) 城跡  日振島

147  板島 ( 亀次 ) 城跡  和霊町亀次
148  貝の森 ( 岩井森) 城跡  祝森柿の木字森
149  鎌の江 ( 鎌屋 ) 城跡  和霊町字鎌屋第
150  道免 ( 夏秋 ) 城  高串琴の川
151  戸島城跡  戸島本浦
152  中津倉 ( 矢津倉 ) 城跡  高串字家藤
153  森山城跡  奥高串森山
154  柳田城跡  高串字イワク
155  亀が淵 ( 古城 ) 城跡  長堀字古城
156  剣の ( 剣が ) 城跡  宮下
157  おこげの ( 高 ) 城跡  川内
158  福の森城跡  保田字福ﾉ森
159  長松寺城跡  保田柳田
160  安信城跡  保田字玉泉
161  赤烏帽子城跡  保田大末
162  秀松城跡  祝森祝川
163  亀城跡  祝森字城
164  竜尾 ( 有津の尾) 城跡  祝森大道平
165  鎧 ( 入道が ) 城跡  伊吹町東通
166  草野 ( 草野々 ) 城跡  伊吹町北通
167  高麗城跡  柿原 2区
168  奥高串 ( 森居 ) 城跡  奥高串岡の前
169  糠の森 ( 金山 ) 城跡  高串根無川重森
170  程岡城跡  高串徳の森日の又
171  中次城跡  高串申生田
172  鳥が泊 ( 鳥止 ) 城跡  光満別田山
173  夏くら ( 金山 ) 城跡  高串根無川
174  城跡  高串本村
175  龍光院裏の山城跡  丸穂町 3丁目

176  宇和島伊達家墓所 1 ( 秀宗ほか )  野川 ( 竜華山等覚寺 )

177  宇和島伊達家墓所 2 ( 秀宗夫人ほか )
 宇和津町
 ( 金剛山大隆寺 )

178  西園寺宣久の墓  宮下 ( 来応寺 )
179  桑折宗臣の墓  野川 ( 竜華山等覚寺 )
180  山家公頼の墓  宇和津町 ( 御霊屋 )
181  山家公頼邸宅跡  丸之内 1 丁目
182  前原巧山の墓  丸穂町 ( 西江寺 )
183  一条兼定の墓  戸島本浦 ( 竜集寺 )
184  柿の木西法寺遺跡  祝森柿の木
185  三浦の城郭群跡  三浦
186  島津城跡  下波
187  安国山大通寺跡  野川
188  浄蓮寺跡  柿原
189  恵美須山砲台跡  坂下津戎山
190  川内焼窯跡  本川内
191  模擬原爆着弾跡  坂下津
224  大超寺奥遺跡  大超寺奥
225  東光寺跡  川内
228  石丸城跡  祝森
229  森遺跡  伊吹町字森
230  宮丸城跡  川内
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