
遺跡
番号

地図 遺跡名 所在地 種別 時代 現況 遺跡概況 出土遺物 調査歴 備考

26001 28 上平吹遺跡 南越前町上平吹 集落 縄文･中世･近世 水田･宅地
祭祀遺跡、
縄文中期集落

石鏃、打製石斧、石棒、
石錘、石皿、硅石フレイク

1974～75年県教委

26002 28 脇本北遺跡 南越前町脇本 散布地 中世･近世 水田･宅地 平安時代集落 土師器、須恵器、土師質皿 2002年町教委

26003 28 脇本遺跡 南越前町脇本 散布地 平安 水田

26004 28 脇本東谷遺跡 南越前町脇本･東谷 散布地 平安･中世･近世 水田･宅地

26005 28 清水遺跡 南越前町清水･東谷 散布地 平安･中世･近世 水田･宅地

26006 28･35 東大道遺跡 南越前町東大道･西大道 散布地 平安･中世･近世 水田･宅地

26007 28 鋳物師小坂遺跡 南越前町鋳物師 散布地 弥生･平安･中世 水田･宅地

26008 28 黒山城跡 南越前町黒山 城跡 中世 山林

26009 35 清水登立遺跡 南越前町清水 散布地 水田 旧清水遺跡

26010 35 西大道遺跡 南越前町西大道 散布地 中世･近世 畑地･宅地

26011 35 瓜生城跡 南越前町西大道 館跡 中世･近世 水田 土塁

26012 35 清水谷遺跡 南越前町西大道 散布地 中世･近世 宅地

26013 35 上別所西富永遺跡 南越前町上別所 散布地 中世･近世 水田･宅地

26014 35 茶臼山城跡 南越前町上別所 城跡 中世 山林

26015 35 奥野々宮ノ前遺跡 南越前町奥野々 散布地 中世･近世 水田

26016 35 上野上大野遺跡 南越前町上野 散布地 平安･中世 水田

26017 35 上野高清水遺跡 南越前町上野 散布地 中世･近世 水田･宅地

26018 35 上野遺跡 南越前町上野 散布地 平安 水田

26019 35 上野中五十分遺跡 南越前町上野･堂宮 散布地 平安･中世･近世 水田･宅地

26020 35 阿久和長田遺跡 南越前町阿久和 散布地 平安･中世 水田

26021 35 堂宮辻堂遺跡 南越前町堂宮 散布地 平安･中世･近世 水田･宅地

26022 35 金粕下亭遺跡 南越前町金粕 散布地 中世･近世 水田･宅地

26023 35 八王子城跡 南越前町阿久和 城跡 中世 山林

26024 35 阿久和辻道遺跡 南越前町阿久和 散布地 中世 水田

26025 35 杣山城跡
南越前町阿久和・
中小屋・社谷

城跡 中世 山林 土師質皿、中世陶磁器
1973・76・77年町教委、
2001～2005年町教委

27001 35 柚尾城（湯尾峠）跡 南越前町湯尾 城跡 中世 山林

27002 35 八乙女遺跡 南越前町八乙女 散布地 中世･近世 水田･宅地

27003 35 孫杓子遺跡 南越前町湯尾 散布地 水田

27004 35 赤座備後守治館跡 南越前町今庄 館跡 中世 水田

27005 35 御茶屋馬場遺跡 南越前町今庄 馬場跡 宅地 佐波理の匙･杓子

27007 35 燧ヶ城跡 南越前町今庄 城跡 中世 山林

27008 35 南今庄下簗瀬遺跡 南越前町今庄 散布地 中世･近世 水田･畑地

27009 35 南今庄ゴシヲ遺跡 南越前町南今庄 散布地 水田

27010 35 下新道遺跡 南越前町下新道 散布地 平安･中世･近世 水田･畑地 鹿蒜駅の伝承地

27011 35 赤座久兵衛館跡 南越前町上新道 館跡 中世 水田

27012 35 合波遺跡 南越前町合波宮前 散布地 水田

27013 35 向合波遺跡 南越前町向合波 散布地 平安 水田

27014 35 久喜遺跡 南越前町久喜 宅地 縄文･中世 畑地

27015 35 久喜中世墓 南越前町久喜 墓地 中世 山林

27016 36 小倉谷遺跡 南越前町小倉谷 散布地 宅地･水田 御物石器

27017 43 荒井館跡 南越前町荒井 館跡 中世・近世 山林

27018 43 荒井遺跡 南越前町荒井 散布地 縄文 水田

27019 43 八飯遺跡 南越前町荒井 散布地 縄文 水田

27020 43 八飯堂之脇遺跡 南越前町八飯 散布地 中世･近世 水田

27021 43 南越前町八飯 散布地 中世･近世 畑地･山林 館跡？

27022 43 八飯砦跡 南越前町八飯 砦跡？ 中世 山林

27023 43 虎杖城跡 南越前町板取 城跡 中世･近世 山林

27024 43 鉢伏城跡 南越前町二ツ屋 城跡 中世 山林

27025 43 木ノ芽峠城跡 南越前町二ツ屋 城跡 中世 山林

27026 43 西光寺丸城跡 南越前町上板取 城跡 中世 山林 石田の西光寺

27027 35 湯尾城跡 南越前町湯尾 城跡 中世 山林

27029 35 堂谷院跡 南越前町今庄 寺院跡？ 中世 山林

27030 35 藤勝寺跡 南越前町今庄 寺院跡？ 中世 山林

27031 35 藤倉権現跡 南越前町今庄 寺院跡？ 中世 山林

27032 35 清心寺跡 南越前町今庄 寺院跡？ 中世 山林

27033 35 鍋倉院跡 南越前町今庄 寺院跡？ 中世 山林

28001 27 下長谷洞穴遺跡 南越前町甲楽城 洞穴 縄文･古墳 洞窟

28002 27 マンダラ寺跡 南越前町河野 寺院 奈良･平安 山林 掘立柱建物 緑釉　灰釉陶器
1988･89年村教委、
1994年村教委

県立博物館による調査

28003 27 深山遺跡 南越前町河野 散布地 平安 山林 須恵器甕

28004 34 今泉遺跡 南越前町今泉 散布地 平安～中世 水田

28005 34 新(河野故)城跡 南越前町河野 城跡 山林

28006 34 金穴洞穴遺跡 南越前町河野 洞穴 不明 洞窟

28007 34 具谷遺跡 南越前町具谷 散布地 奈良･平安 水田

28008 34 太良城跡 南越前町太良 城跡 中世 山林

南越前町 埋蔵文化財一覧


