
【目黒区埋蔵文化財包蔵地概要一覧表】（令和４年５月更新）

番号 包蔵地名 所在地 種別 時代 主な検出遺構 主な検出遺物

1 東京大学駒場構内
とうきょうだいがくこまばこうない

駒場三丁目 集落
[旧][縄]草・早・中・晩
[平][近]

[旧]礫群[縄]住居,炉穴,土坑,
小穴,集石,落し穴 [平]火葬墓
[近]溝,土坑,小穴

[旧]剥片,台形様石器,石核 [縄]土器,
打製石斧  [平]土器

2 駒場
こまば 駒場二・四丁目 包蔵地 [旧][縄]早・前・中・後 [縄]土坑 [旧]黒曜石 [縄]土器,石鏃,打製石斧,石皿

3 氷川
ひかわ 大橋二丁目 集落

[旧][縄]早・前・中・後
[弥]前・中・後
[古][奈][平][中][近]
[近代]

[縄]炉穴,土抗,小穴,落し穴
[弥]～[古]住居,堀立柱建物跡,
土坑,小穴 [平]火葬墓,溝 [中]溝
[近]溝,土坑,小穴 [近代]建物跡

[縄]土器,打製石斧,石鏃,スタンプ形石器,
磨石,石皿 [弥]～[古]土器,石器,金属製品,
土製品 [奈]須恵器 [平]土器,瓦,板状鉄製
品 [近]陶磁器,土器,釘,鎹,銭貨,瓦
[近代]陶磁器，ガラス製品，金属製品

4 駒場高校
こまばこうこう 大橋二丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,打製石斧,石鏃,石棒

5 日向
ひなた 青葉台一丁目

上目黒一丁目
包蔵地 [縄]中 [縄]土器,石鏃,打製石斧

6 大坂下
おおさかした 青葉台三丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,剥片

7 旧練兵場
きゅうれんぺいじょう 東山一丁目 包蔵地 [縄]中

[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,土錘,
土偶

8 東山貝塚
ひがしやまかいづか 東山二・三丁目

集落・
貝塚

[旧][縄]早・前・中・後・
晩[弥]後
[古][平][中][近][近代]

[旧]礫群,石器ブロック [縄]住居,
土坑,土壙,小穴,柱穴群,落し穴,
木杭列 [弥]住居,環濠 [古]土坑
[中]溝 [近]溝,土坑
[近代]地下式遺構

[旧]石錐,角錐状石器,掻器,細石刃
[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,
敲石,石皿,耳栓,土製円盤,土偶,有孔円板,
土製勾玉,弭形角製品,焼骨,櫛
[弥]土器 [古]土器 [平]土錘 [中]陶磁器
[近]陶磁器,土器,土製品,銭貨,煙管,硯
[近代]陶磁器，ガラス製品

9 烏森
からすもり 上目黒三丁目 集落 [縄]中・後[弥]後 [縄]住居 [弥]環濠

[縄]土器,打製石斧,磨製石斧,石槍,石錐,
石槌,石錘,石鏃 [弥]土器,土製品

10 神社裏
じんじゃうら 上目黒三丁目 包蔵地 [旧] [旧]尖頭器

11 正覚寺前
しょうがくじまえ 中目黒一・三丁目

上目黒一・二丁目
包蔵地 [弥]後 [弥]土器

12 新富士
しんふじ 中目黒一・二丁目 集落 [縄]早・前[弥]中[近]

[弥]住居 [近]富士講胎内遺構,溝,
道路状遺構

[縄]土器 [弥]土器,偏平片刃石斧
[近]陶磁器,土器,泥面子,銭貨,
石製大日如来像

［旧］･･･旧石器 ［縄］･･･縄文 ［弥］･･･弥生 ［古］･･･古墳 ［平］･･･平安 ［中］･･･中世 ［近］･･･近世 ［近代］･･･近代 ［不］･･･不明
　草･･･草創期　早･･･早期　前･･･前期　中･･･中期　後･･･後期　晩･･･晩期 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 欠番　42　43　55
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13 八幡神社裏
はちまんじんじゃうら 中目黒三丁目 包蔵地 [縄]中・後

[縄]土器,打製石斧,磨製石斧,石錐,石匙,
石皿,石棒,玉

14 永隆寺東方
えいりゅうじとうほう 中目黒四丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,石鏃,打製石斧,石皿,凹石

15 中目黒
なかめぐろ 中目黒四・五丁目

目黒三丁目
集落

[旧][縄]早・前・中・後
[中][近]

[旧]礫群[縄]住居,土坑
[中]・[近]溝,畝状遺構,落し穴状遺構,
土坑

[旧]ナイフ形石器,剥片,尖頭器,掻器
[縄]土器,打製石斧,スタンプ形石器,礫器,
土器片錘,土製円盤 [近]陶磁器,土器,
石製品,銭貨,煙管

16 祐天寺東方
ゆうてんじとうほう 中目黒五丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,石棒

17 旧金比羅社
きゅうこんぴらしゃ 目黒三丁目 包蔵地 [縄] [縄]打製石斧

18 大塚山古墳
おおつかやまこふん 目黒四丁目 古墳 [古]

19 雅叙園
がじょえん 下目黒一丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,打製石斧

20 目黒不動
めぐろふどう 下目黒三・四丁目 集落 [縄]早・前・中・後[弥]後 [縄]住居,土坑,集石 [弥]住居

[縄]土器,石鏃,打製石斧,石錘,石皿,石匙,
土版,土錘 [弥]土器

21 旧競馬場
きゅうけいばじょう 下目黒四丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,打製石斧,磨製石斧,石槌

22 油面
あぶらめん 中町一・二丁目

中央町一・二丁目
集落 [縄]中・後[近] [縄]住居,小穴,土坑 [近]溝

[縄]土器,石鏃,打製石斧,石匙,石槌,石錐,
石皿,凹石,石剣,石棒,
楔形石器,スタンプ形石器,敲石,玉類,
滑石製装飾品,土製円盤[近]陶磁器,銭貨

23 目黒高校裏
めぐろこうこううら 祐天寺二丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,打製石斧,磨製石斧,石槌

24 油面西
あぶらめんにし 中央町二丁目 包蔵地 [縄] [縄]打製石斧,磨製石斧

25 狐塚古墳
きつねづかこふん 碑文谷二丁目 古墳 [古]

26 三合塚
さんごうづか 南一丁目 塚群 [不]

27 高木神社裏
たかぎじんじゃうら 南二丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,石鏃,打製石斧,石棒

28 富士見台
ふじみだい 南三丁目 包蔵地 [縄]中

[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石槌,
石棒

29 南
みなみ 南三丁目 集落

[縄]早・中・後
[平][中][近]

[縄]住居,炉穴,土坑
[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石槌,
石棒 [平]須恵器 [中]土師質土器 [近]陶器
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30 東が丘
ひがしがおか 東が丘二丁目 包蔵地 [縄]前 [縄]土器,剥片

31 柿の木坂
かきのきざか 柿の木坂一丁目 包蔵地 [縄]中・後

[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石錐,
石槌,石皿,石棒,石匙

32 環七通り
かんななどおり 柿の木坂二丁目 包蔵地 [旧] [旧]掻器

33 東光寺裏山
とうこうじうらやま 八雲一丁目 集落

[旧][縄]草・早・前・中・
後[平][中][近]

[旧]石器ブロック [縄]土坑,落し穴,
焼土 [平]住居,火葬墓
[中]井戸状遺構,土坑,溝,道路状遺構
[近]井戸,土坑,溝,道路状遺構

[旧]尖頭器,ナイフ形石器,掻器,剥片
[縄]土器,尖頭器,石鏃,打製石斧,
スタンプ形石器,磨石,石皿,敲石
[平]土器,陶器 [中]陶磁器,土器,銭貨,板碑
[近]陶磁器,土器,煙管,銭貨,瓦質陶製印板

34 宮前
みやまえ 八雲三丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,打製石斧,石槌

35 化坂
ばけざか 八雲三丁目 包蔵地 [縄]中

[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石皿,
石棒

36 衾自由通
ふすまじゆうどおり 八雲五丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器

37 衾町公園付近
ふすまちょうこうえんふきん 八雲五丁目 集落 [縄]中 [縄]住居 [縄]土器,石鏃

38 平
たいらまち
町 平町一丁目 集落 [縄]中・後 [縄]住居

[縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石錐,
石匙,石槌,石皿,石棒

39 十一中付近
じゅういちちゅうふきん 緑が丘一丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器

40 大岡山
おおおかやま 大岡山二丁目 包蔵地 [縄]前・中・後 [縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石槌

41 東京工業大学構内
とうきょうこうぎょうだいがくこうない

大岡山二丁目 包蔵地 [縄]前・中・後 [縄]土器,石鏃,打製石斧,磨製石斧,石槌

44 伊勢脇
いせわき 上目黒二丁目 包蔵地 [縄] [縄]土器,打製石斧,磨製石斧,石棒

45 碑文谷殿山
ひもんやとのやま 碑文谷五丁目 城館 [中]

46 伝目黒氏館跡
でんめぐろしやかたあと 中目黒一丁目 城館 [中]

47 大橋
おおはし 大橋二丁目 集落

[旧][縄]草・早・前・中・
後・晩[弥]後[古][平][中]
[近][近代]

[旧]石器集中部 [縄]住居,炉穴,土坑,
集石,土器敷き遺構[平]火葬墓
[中]土坑 [近]溝状遺構 [近代]建物跡

[旧]ナイフ形石器,角錐状石器,
彫刻刀形石器,剥片 [縄]土器,有舌尖頭器,
石鏃,打製石斧,磨製石斧,石匙,掻器,石皿,
磨石,敲石,石棒,玦状耳飾,土偶,耳栓
[弥]・[古]土器,管状土錘 [平]土器
[中]土器 [近]陶磁器,銭貨
[近代]陶磁器，ガラス製品，金属製品
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48 駒場御用屋敷跡
こまばごようやしきあと 大橋二丁目 屋敷 [近] [近]薬園跡,空堀

49 円融寺
えんゆうじ 碑文谷一丁目

包蔵地・
社寺

[縄]早・前[中][近]
[中]・[近]井戸,溝状遺構,掘立柱建物,
土坑,集石遺構,墓域関連遺構

[縄]土器,石皿,磨石,打製石斧,剥片
[中]・[近]陶磁器,土器,板碑,石臼,砥石,
銅製仏飯具,煙管,錠前,銭貨

50 茶屋坂
ちゃやざか 中目黒二丁目

包蔵地・
用水

[旧][近][近代]
[旧]礫群 [近]用水跡 [近代]用水跡，
煉瓦構造物

[旧]ナイフ形石器 [近]陶磁器,煙管,
泥面子,銭貨 [近代]磁器

51 恵比寿
えびす 三田一丁目 集落

[旧][縄]前・中・後[弥]後
[近]

[縄]土坑 [弥]住居 [近]土坑,溝,
道路遺構,小穴

[旧]ナイフ形石器,角錐状石器,剥片,礫器
[縄]土器,槍先形尖頭器,
スクレイパー,打製石斧,磨製石斧 [弥]土器
[近]陶磁器,土器,泥面子

52 蛇崩
じゃくずれ 上目黒五丁目 集落 [縄]中 [縄]住居,土坑 [縄]土器,打製石斧

53 土器塚
かわらけづか 大橋二丁目

駒場一・二丁目
集落

[旧][縄]中[弥]後[近][近
代]

[縄]落し穴,土坑,小穴,焼土 [弥]住居,
環濠,道路状遺構,土坑,小穴,掘立柱建
物,
[近]溝,土壙,土坑,柱穴列,小穴
[近代]建物跡，地下式遺構

[旧]石刃,ナイフ形石器,剥片 [縄]土器,
打製石斧,石鏃,スタンプ形石器,石錘
[弥]土器,石鏃,双角有孔土製品,土製勾玉,
ガラス小玉,炭化種子 [近]陶磁器
[近代]陶磁器，ガラス製品，金属製品

54 鉢山町・猿楽町17番
はちやまちょう・さるがくちょう17ばん

青葉台一丁目 集落
[旧][縄]早・前・中・晩
[弥]後[近]

[旧]石器集中部 [縄]住居,土坑,
小穴,集石 [弥]住居,環濠,
土坑,小穴 [近]溝

[旧]掻器,ナイフ形石器,角錐状石器,
尖頭器,抉入石器[縄]土器,石鏃,掻器,
打製石斧,スタンプ形石器,磨石,石皿
[弥]土器 [近]陶磁器,煙管,銭貨

56 菅刈
すげかり 青葉台二丁目

包蔵地・
屋敷

[縄]前・中[中][近][近代]
[縄]小穴 [中]土坑 [近]池跡,溝状遺構
[近代]建物跡，庭園跡

[縄]土器,打製石斧 [近]陶磁器
[近代]木製品

57 駒場
こまば

北
きた 駒場四丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器,打製石斧

58 下目黒
しもめぐろ 下目黒五丁目 包蔵地 [縄]中 [縄]土器

59 堀ノ内
ほりのうち 目黒本町二丁目

碑文谷二丁目
包蔵地 [中][近] [近]土坑,溝状遺構 [中]土器 [近]陶磁器

60 本郷
ほんごう 碑文谷二・四丁目 包蔵地 [縄] [縄]石鏃,打製石斧

61 下目黒北
しもめぐろきた 下目黒五丁目 包蔵地 [縄][中][近] [縄]小穴 [近]溝 [中]・[近]陶器,磁器,土器
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