
 5 

資料３ 尾張国分寺跡周辺の遺跡地図・遺跡一覧表 
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遺跡

番号 

遺跡名 種別 所在地 時代 備考 

1 尾張国分寺跡 寺院跡 矢合町椎ノ木・中椎ノ木、堀之内町新田 弥生～近世 

昭和 36 年石田茂作氏他調査、『尾張国分寺の発掘調査』昭和 57 年

度、平成 8～10・14～27 年度市教委調査 

2 七々代遺跡 散布地 矢合七々代・押出・東浦・市神前・市神東・面棒堀 古墳～中世  

3 三島屋敷遺跡 散布地 矢合町定井・紺屋浦・三島屋敷・三島前・喜蔵屋敷・三吉跡 古墳～中世  

4 秋葉屋敷遺跡 散布地 矢合町秋葉屋敷・番切・横手・高松・辻初・長畑・脇ノ田・五十歩 古代～近世  

5 脇ノ田遺跡 散布地 矢合町五歩一・吉花 古代～中世  

6 儀長・正楽寺遺跡 

集落跡・寺院

跡・城跡 

儀長町元薬師・今薬師・仏畑・妙見・前南・寺通・三橋 弥生～近世 

『片原一色村誌』昭和 59 年度市教委調査、平成 5・6 年度県埋文セ

ンター調査 

7 矢合高畑遺跡 散布地 矢合町高畑・盲辻・五歩一 古代～中世  

8 大縄遺跡 散布地 井堀大縄町 古墳～近世 平成 7 年度県埋文センター調査 

9 井堀・野崎遺跡 散布地 

井堀川東町、井堀大縄町、井堀宿塚町、井堀橋下町、野崎町新出・渡

所・社軍神前、堀之内町深田、西溝口町高瀬・苔 

古墳～中世  

10 堀之内花ノ木遺跡 集落跡 堀之内町花ノ木・盲辻・白山・大門・西郷・梅林・新田 弥生～近世 平成 3 年度県埋文センター調査 

11 琵琶戸遺跡 散布地 堀之内町琵琶戸・宮島・高畑・廻間 弥生～中世 『新修稲沢市史資料編六考古』（1984）一宮市博物館保管 

12 鈴置・道相遺跡 散布地 梅須賀町北廻間・北鈴置・田之端・姫苅、梅須賀町一・八・九丁目 古墳～近世  

13 

平野・小寺遺跡（平

楽寺跡を含む） 

散布地・寺院跡 平野町一～六丁目、小寺町一～三丁目 古代～近世 平楽寺跡を含む 

14 中野城跡 城跡 中野元町 中世 『片原一色村誌』 

15 平尾刈遺跡 散布地 平刈田町、平尾刈町、平佛供田町 古代～中世  

16 馬場・法花寺遺跡 散布地・寺院跡 

平刈田町、平尾刈町、馬場町唐菊・稲荷・寡鰥・流・石塚・猫山・熊

ノ山・川添、法花寺町藤ノ宮・熊ノ山・漆畑・瀬垣出 

弥生～中世 尾張国分尼寺跡を含む 

17 法花寺橋ノ下遺跡 散布地 法花寺町橋ノ下・柳細・簑田、船橋町観音寺・観音裏 古代～中世  

18 船橋前田遺跡 散布地 船橋町前田・屋敷 中世  

19 一色三反田遺跡 散布地 一色三反田町、一色長畑町、一色藤塚町、片原一色町箲 古代～中世  

20 山口外居田遺跡 散布地 中野宮前町、山口南町、一色藤塚町、儀長町足洗・浪寄 中世  

21 馬場石塚遺跡 散布地 

馬場町石塚前・米野・川面・川添、儀長町米野・井上・三味前・浪寄、

山口南町 

古墳～中世  

22 一色青海遺跡 集落跡 一色青海町、一色長畑町、平和町大字須ヶ谷 弥生～近世 平成 3・5～8・15・21 年度県埋文センター調査 

23 野口・北出遺跡 集落跡 井堀野口町、井堀北出町、儀長町児子松・五穀札・出崎 弥生～近世 平成 10・11・16 年度市教委調査 

24 蒲六遺跡 散布地 井堀蒲六町、井堀高見町 古墳～中世  

25 井堀遺跡 散布地 井堀蒲六町、井堀高見町、井堀江西町、井堀中郷町 古代～中世  

26 犬城遺跡 散布地 井堀犬城町、井堀下郷町 古代～中世 井堀城跡推定地を含む『稲沢の古城・古邸址』 

27 北出・高見遺跡 散布地 井堀北出町、井堀高見町、井堀中郷町 弥生～中世  

28 矢合城跡 城跡 矢合町城跡・喜蔵屋敷・浦ノ田 中世～近世 『稲沢の古城・古邸址』 

29 矢合城跡下層遺跡 散布地 矢合町城跡・市神東・押出・壱本松・浦ノ田 古代～中世  
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遺跡

番号 

遺跡名 種別 所在地 時代 備考 

30 矢合市神前遺跡 散布地 矢合町三吉跡・市神東・市神前 古代～近世  

31 辻初遺跡 散布地 矢合町辻初・鈴置西 古代～中世  

32 縄境遺跡 散布地 矢合町東浦・面棒堀・宮屋敷・内廻間・外廻間・縄境 古代～近世  

33 中町屋遺跡 散布地 板葺町川東 古墳～中世  

34 西溝口遺跡 散布地 西溝口町郷東・北郷・坪之内・郷浦・板葺町川東、野崎町本郷 古墳～近世 溝口城跡(09032)推定地を含む『稲沢の古城・古邸址』 

35 野崎北出遺跡 散布地 野崎町北出・米田、堀之内町深田・一丁田 古墳～中世  

36 大福寺遺跡 散布地 福島町大福寺・屋敷 弥生、中世  

37 欠島遺跡 散布地 福島町屋敷 中世  

38 高町畑遺跡 散布地 千代一・二・五・六丁目 弥生～中世 平成元年度市教委調査 

39 砂畑遺跡 散布地・古墳 千代四・五丁目 古墳～中世  

40 焼餅畑遺跡 散布地 千代町中郷・天神、千代五～八丁目 古代～中世  

41 高土井遺跡 散布地 千代町東郷、千代八・九丁目、附島町郷西 弥生～中世  

42 柳前遺跡 散布地 附島町郷西・屋敷・正明寺・甚兵ェ東・郷東 弥生～中世 『愛知県遺跡分布地図』(1972) 

43 藪代・越円堂遺跡 散布地 北島町江西 古代～中世  

44 流遺跡 散布地 北島町流・二ツ野・七ツ田・皿屋敷 弥生～中世 

『稲沢市大里付近出土の遺物』(1972)・『流遺跡発掘調査報告書』

(1975) 

45 棒田・七ツ田遺跡 散布地 北島町棒田・西畑・七ツ田 古代～中世  

46 上中・西屋敷遺跡 散布地 北島町上中・西屋敷・城・中切・菅田 古代～中世 平成 12 年度県埋文センター調査 

47 阿古根遺跡 散布地 梅須賀六丁目 古墳～中世  

48 堰蒲遺跡 散布地 梅須賀六丁目 古墳～中世  

49 唐人遺跡 散布地 梅須賀山之畑・北天日記、梅須賀五丁目 古代～中世  

50 五万出遺跡 散布地 大塚南三・四・六～八丁目 弥生～近世  

51 大塚遺跡 散布地 大塚町、大塚北五・七丁目、大塚南一～三・七・九～十一丁目 弥生～近世 平成 14 年度市教委調査 

52 大塚古墳 古墳 大塚南一丁目 33 古墳 昭和 57・58 年度市教委調査、昭和 58 年 11 月 1 日市指定史跡 

53 大塚塚畑遺跡 散布地 大塚北二・四丁目 古代～中世  

54 辻惣山遺跡 散布地 池部町二・三丁目 古代～中世  

55 横地熊野遺跡 散布地 横地三・六丁目、小寺町一丁目 古代～中世  

56 小市畑遺跡 散布地 横地四～六丁目、小寺町一丁目 古代～中世  

57 船橋市場遺跡 散布地 船橋町市場・阿原 古代～中世 平成 24 年度市教委調査 

58 船橋宮裏遺跡 集落跡 船橋町花ノ木・宮裏・市場・笠数見 古墳～中世 平成 3 年度県埋文センター調査 

59 重本・横地遺跡 散布地 稲府町、西町三丁目、重本一・三丁目、横地一～四丁目 弥生～中世  

60 重本・池部遺跡 散布地 重本一～四丁目、池部町一・二丁目、横地二・三丁目 古代～中世  

61 建地遺跡 散布地 堀之内町東郷・建地・山細 古代～中世  

62 権介遺跡 散布地 千代西町・堀之内町流 古代～中世  
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資料４ 観光名所の分布 

尾張国分寺跡周辺は、植木産業が集積する地域で、近傍に愛知県植木センターもある。 
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