
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注）空欄部分には包蔵地・近接地はありません

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   包蔵地地図もご覧ください

番

１・２・３・４・５・６・７（№54 鉢山町・猿楽町17番遺跡）

６（№５ 日向遺跡）

９・10・11・12（№56 菅刈遺跡）

二丁目 ６・７・８・９・10・11・12・13・14・15 （№56 菅刈遺跡）

三丁目 ４・５・６ （№６ 大坂下遺跡）

四丁目

一丁目

２・３・４・５・６・10（№40 大岡山遺跡）

12（№41 東京工業大学構内遺跡）

一丁目

４・５・６・７・８・９・10・11・12・13・14・15・16（№３ 氷川遺跡）

11・17・18・19・20・21（№48 駒場御用屋敷跡遺跡）

11・18（№４ 駒場高校遺跡）

17・18・20・21・22・23（№47 大橋遺跡）

19・20（№53 土器塚遺跡）

一丁目 ２・３・４・５・７・８・９・10・12・13・14 （№31 柿の木坂遺跡）

二丁目 ２・３・８・９ （№32 環七通り遺跡）

三丁目

一丁目 26 26 （№11 正覚寺前遺跡）

６・７・８・９・10・11（№11 正覚寺前遺跡）

19・20・21・22・23・26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・39（№44 伊勢脇遺跡）

11・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・39・40・41（№９ 烏森遺跡）

38・39・44（№10 神社裏遺跡）

四丁目

６・７・８（№10 神社裏遺跡）

21・22・25・30・31・32・33（№52 蛇崩遺跡）

埋蔵文化財包蔵地・近接地該当一覧表（令和４年５月更新）

町名

1・２・３・４・５・６・７・９・10・11・12

二丁目 ２・３・４・５・６・10・12

４・５・６・７・８・９・10・11・12・13・14・
15・16・17・18・19・20・21・22・23

二丁目

６・７・８・21・22・25・30・31・32・33五丁目

６・７・８・９・10・11・19・21・22・23・26・
27・28・29・30・31・32・33・34・35・36・39

二丁目

11・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・
31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・
44

包蔵地及び近接地範囲

青葉台

大岡山

包蔵地名及び近接地名詳細

三丁目

大橋

柿の木坂

上目黒

一丁目
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一丁目

二丁目

三丁目

一丁目 38・44 （№53 土器塚遺跡）

７・19・20（№２ 駒場遺跡）

９・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19（№53 土器塚遺跡）

８・11･12（№１ 東京大学駒場構内遺跡）

10（№２ 駒場遺跡）

１・２・３・４・５・６・７・８（№57 駒場北遺跡）

５（№２ 駒場遺跡）

一丁目 ８ （№19 雅叙園遺跡）

二丁目

三丁目 ５・６・20・21・22 （№20 目黒不動遺跡）

１・２・７・８・９・10（№21 旧競馬場遺跡）

３・４・５・６・18・19・20・21・22（№20 目黒不動遺跡）

11・12・13・14・15・16・17（№61 下目黒北遺跡）

１・２・３・４・５・６・７・８・９・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・24・25・
26・27・28・29・30（№61 下目黒北遺跡）

37（№58 下目黒遺跡）

六丁目 １・２・３・４・５・６・７ （№61 下目黒北遺跡）

一丁目

二丁目

三丁目

一丁目

二丁目

一丁目 18・19・20・21 （№38 平町遺跡）

二丁目

一丁目

二丁目

三丁目

一丁目 １・２・８ （№22 油面遺跡）

２・３・12・13・14・15（№24 油面西遺跡）

４・５・６・７・８・９・10・11（№22 油面遺跡）

中央町 ２・３・４・５・６・７・８・９・10・11・12・
13・14・15

二丁目

８・10・11・12

下目黒

平町

鷹番

自由が丘

洗足

三丁目

１・２・３・４・５・６・７・８四丁目

四丁目
１・２・３・４・５・６・７・８・９・10・11・
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22

７・９・10・11・12・13・14・15・16・17・18・
19・20

二丁目

駒場

五丁目
１・２・３・４・５・６・７・８・９・10・11・
12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・23・
24・25・26・27・28・29・30・37

五本木
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一丁目
１・２・３・４・５・14・15・16・17・18・19・
32・33・34・35・36・37

二丁目
16・17・18・19・21・22・23・24・25・26・27・
28・29・30・31・32・33・34

一丁目

二丁目

１（№12 新富士遺跡）

１・２・３（№46 伝目黒氏館跡遺跡）

10・11（№11 正覚寺前遺跡）

１・２（№12 新富士遺跡）

２（№50 茶屋坂遺跡）

１・２（№11 正覚寺前遺跡）

10・11・12・13・14（№13 八幡神社裏遺跡）

16・17（№15 中目黒遺跡）

９・10・11・12・13（№14 永隆寺東方遺跡）

12・13・14・16（№15 中目黒遺跡）

３・６・７・８・９・10（№15 中目黒遺跡）

４・５・11・21・22（№16 祐天寺東方遺跡）

一丁目

二丁目

一丁目

二丁目 12・13・14 （№30 東が丘遺跡）

一丁目 12・13・21・22・23・24・25・26 （№７ 旧練兵場遺跡）

二丁目
６・７・８・９・10・11・12・13・14・15・16・
17・18・19・20・21・23・24・25

三丁目
９・10・11・12・13・16・17・18・19・20・21・
22・23・24

一丁目
１・２・３・４・５・６・７・８・９・10・11・
12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・
23・24・25・27・28

（№49 円融寺遺跡）

１・２・３・４・８・９・10（№59 堀ノ内遺跡）

３（№25 狐塚古墳）

５・６・７（№49 円融寺遺跡）

17・18・19・20（№60 本郷遺跡）

三丁目

四丁目 ２・３・４・５・６・７・８・10・12・13・14 （№60 本郷遺跡）

五丁目 5・6・7・8・9・12・13・14・19 （№45 碑文谷殿山遺跡）

六丁目

（№22 油面遺跡）

（№８ 東山貝塚遺跡）

中根

１・２・３・10・11

中町

中目黒

東が丘

三丁目

四丁目

一丁目

１・２

３・４・５・６・７・８・９・10・11・21・22

二丁目

９・10・11・12・13・14・16

東山

碑文谷

五丁目

１・２・３・４・５・６・７・８・９・10・17・
18・19・20

二丁目

１・２・10・11・12・13・14・16・17

原町
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一丁目 １・２・３・４・５・13 （№51 恵比寿遺跡）

二丁目

一丁目 ７・８・９ （№39 十一中付近遺跡）

二丁目

三丁目

一丁目 23 （№26 三合塚）

二丁目 １・２・３ （№27 高木神社裏遺跡）

５・６・７・８・９（№28 富士見台遺跡）

11・12・13・14・15（№29 南遺跡）

一丁目

二丁目

10・11・12・13・14・15（№17 旧金比羅社遺跡）

21（№15 中目黒遺跡）

四丁目 14 （№18 大塚山古墳）

一丁目

17・18・19・20・21・22・25・26・27・28（№59 堀ノ内遺跡）

23・24（№49 円融寺遺跡）

三丁目

四丁目

五丁目

六丁目

一丁目 １・２・３・８・９・10

二丁目 ２・３・４・５

１・２・３・４・５・17（№34 宮前遺跡）

18・19（№35 化坂遺跡）

四丁目

３・４・５・６・13・14・16（№36 衾自由通遺跡）

10・11・18・19・20（№37 衾町公園付近遺跡）

一丁目

二丁目 ４・５・６・７・８ （№23 目黒高校裏遺跡）

（№33 東光寺裏山遺跡）

１・２・３・４・５・17・18・19三丁目

５・６・７・８・９・11・12・13・14・15三丁目

10・11・12・13・14・15・21三丁目

祐天寺

３・４・５・６・10・11・13・14・16・18・19・
20

五丁目

17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・
28

二丁目

目黒

八雲

目黒本町

三田

南

緑が丘
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