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第３章 史跡の概要 

第１節 指定に至る経緯 

中小田古墳群については昭和 36 (1961)年に、地元の中学生が中国製三角縁神獣鏡や

玉類を発見したことをきっかけに、同年に広島大学の学生等により、第１号古墳の発掘

調査が実施された。 

その後、昭和 40年代後半に本市安佐市民病院の開設に向けて、文教女子大学付属高等

学校用地が候補地となったことを受け、同高等学校を運営する学校法人武田学園がその

移転地として中小田地区の用地買収を開始した。昭和 49(1974)年５月に、同学園が学校

整備のために広島県教育委員会に対し、文化財の有無並びに取扱いについて文書照会を

行ったことを受け、広島県教育委員会は中小田地区の分布調査を実施した。その調査結

果を踏まえ、広島県教育委員会は同学園に対し、中小田古墳群保存のため学校建設の計

画変更を申し入れるも不調に終わり、同学園は文化庁長官に対し、学校建設を目的とし

た埋蔵文化財包蔵地の発掘届を提出した。これを受け、同年９月に、文化庁は同学園に

対し、学校建設を前提とした発掘調査を認可した。 

ほぼ同じ頃に、日本考古学協会や市民団体の「中小田古墳」を守る会から、文化庁、

広島県教育委員会、及び広島市教育委員会に対し、中小田古墳群の度重なる保存要望が

出され、同年 11月には、「中小田古墳」を守る会から広島市議会に対し、中小田古墳群

の保存についての請願が提出され、受理された。こうした中、昭和 50(1975)年２月に開

催された広島市文化財審議会において、中小田古墳群は現状保存すべき遺跡である旨の

見解が出され、同年４月には「中小田古墳」を守る会が広島市教育長に対し、中小田古

墳群の保存要望書を提出した。 

中小田古墳群保存の機運が高まりを見せる中で、学校法人武田学園は中小田地区での

学校建設を断念し、中小田古墳群の史跡指定を要望する意向を固め、同年７月に広島市

教育委員会に対し、史跡指定についての照会を行った。 

こうした状況の変化の中で、昭和 53(1978)年６月、文化庁が広島県教育委員会、広島

市教育委員会、及び学校法人武田学園の三者で保存に関する協議を行うよう指示したこ

とを受け、広島市教育委員会は同年 7月に、広島県教育委員会、及び学校法人武田学園

三者と協議を行い、中小田古墳群の範囲・内容を把握するための発掘調査を翌年度に実

施することで合意した。この協議結果を受け、昭和 54(1979)年９月から、広島市教育委

員会が広島県教育委員会及び広島大学文学部考古学研究室の協力を得て発掘調査を実

施した。その調査結果を踏まえ、昭和 55(1980)年５月に、広島市教育委員会は広島県教

育委員会、及び学校法人武田学園三者と中小田古墳群の史跡指定申請について協議を行

っているが、昭和 52(1977)年 11 月に、学校法人武田学園が文教女子大学付属高等学校

跡地の売買代金の支払いをめぐり、広島市土地開発公社を提訴したこともあり、昭和

61(1986)年５月に両者の和解が成立するまでの間、史跡指定に向けた動きは停滞した。 

和解成立後の昭和 62(1987)年４月から平成元(1989)年３月にかけて、広島市教育委員

会は中小田古墳群の保存、活用に向けた整備の基本的方針を検討するため、有識者で構

成される中小田古墳群基礎調査委員会を設置の上、中小田古墳群の基礎調査を実施した。

その結果、中小田古墳群が国史跡クラスの遺跡であり、これを保存・整備する必要があ

ること、保存・整備にあたっては、国の史跡に指定し、史跡公園的に整備することが望

ましいことが改めて認識された。広島市教育委員会はこの基礎調査の成果を踏まえ、平
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成２(1990)年３月には「中小田古墳群整備基本構想」を策定した。 

この後、広島市教育委員会は史跡指定に向けて、中小田古墳群の地権者調査や史跡指

定予定範囲の地形測量、地元説明会を実施した上で、平成６(1994)年 12月に、文化庁に

史跡指定申請書を提出した。平成７(1995)年 11 月の文化財保護審議会からの史跡指定

の答申を経て、平成８(1996)年 11月 11日に中小田古墳群が国の史跡に指定されること

となり、同日付け官報に告示（本章第２節「１ 指定告示」を参照）された。 

 

第２節 指定の状況 

１ 指定告示 

平成８(1996)年 11月 11日付けの官報において、文部省告示第 192号により、次のよ

うに史跡指定が告示されている。 

 

○文部省告示第 191号 

文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）第 69条第１項の規定により、次に掲げる記

念物を史跡に指定する。 

平成８年 11月 11日  文部大臣 小杉 隆 

 

名称    ：中小田古墳群 

所在地 地域：広島県広島市安佐北区口田南町字胡磨ヶ谷 

2001番ノ 3、2001番ノ 4、2001番ノ 5、2001番ノ 6、2001番ノ 7、2001番ノ 8、2001

番ノ 9、2015番ノ 2、2015番ノ 12、2015番ノ 13、2015番ノ 15、2018番ノ 1、2018

番ノ 2、2018番ノ 3、2018番ノ 4、2018番ノ 6、2018番ノ 7、2018番ノ 8、2021番ノ

1、2021番ノ 2、2022番ノ 1、2024番ノ 1のうち実測 5921.05平方メートル、2025番

ノ 1のうち実測 3446.92平方メートル、2026番ノ 1、2026番ノ 2、2027番ノ 1、2027

番ノ 2、2027番ノ 3、2028番、2030番、2031番ノ 1、2032番ノ 1、2032番ノ 2、2033

番、甲 2034番、乙 2034番、丙 2034番、2035番、2036番、2037番、2038番、甲 2039

番、乙 2039番、2040番、2041番ノ 1、2041番ノ 2、2041番ノ 3、2041番ノ 4、2041

番ノ 7 

同 口田南町字岩坪 

4192番、4193番、4194番、4195番、4201番、4202番 

同 口田南三丁目 

24番ノ 3、24番ノ 4、2055番 

 

右（上記）の地域に介在する道路敷を含む。 

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定するものについては、地域に関する実測図を

広島県教育委員会及び広島市教育委員会に備え置いて縦覧に供する。 
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２ 指定説明文とその範囲 

（１）指定説明文 

中小田古墳群 

広島県広島市安佐北区小田 

中小田古墳群は、広島県西北部の冠山山塊を源とする太田川が広島平野の沖積三角州

に出ようとするところの東側の丘陵上に位置している。標高が 60 メートルから 130 メ

ートルのこの丘陵は、稜線が狭く、傾斜もかなり強い。12基の古墳が、自然の地形を最

大限に利用してつくられている。古墳群からの眺望はすぐれており、眼下の平野を一望

することができる。 

昭和 36年と 54年の二度にわたり広島大学、広島市教育委員会によって行われた発掘

調査によって、第１号墳から三角縁神獣鏡が、第２号墳から甲冑をはじめとする多量の

鉄器が出土したことから、古墳時代前半期のこの地域を代表する古墳群として注目され

ている。 

第１号墳は南から北に傾斜する尾根上の北端近くにつくられた全長約 30 メートルの

前方後円墳で、前方部を尾根の低い方向に向けている。墳丘はかなり侵食されているが、

後円部は直径 20メートル、高さ４メートル前後と推定される。埴輪、葺石は確認されて

いない。埋葬施設は主軸を墳丘の方向にほぼ合わせた竪穴式石室で、全長 3.5メートル、

幅 0.9から 1.1メートル、高さ 1.1メートルの規模である。石室の壁体は花崗岩の割石

を小口積みして垂直に積まれている。石室の床面は平坦なマサ土面で、遺骸の頭胸部相

当付近に朱が著しく残っており、その状況から、床面に組み合わせ式木棺が置かれてい

たと推定される。 

石室内に銅鏡２点、車輪石１点、玉類 38点、鉄斧２点が副葬されていた。２点の鏡は

鏡面を向かい合わせた形で重なっていた。いずれも中国製の鏡である。上の鏡は三角縁

神獣鏡で、四神四獣をあしらい、28文字からなる銘文をもつ。鋳造状態、遺存状態とも

よく、白銅色を呈している。下の鏡は獣帯鏡で、11文字の銘文をもつ。車輪石は直径 10.7

センチメートルの楕円形を呈する。緑色凝灰岩製で、表面の仕上げはていねいで光沢が

ある。玉類には、勾玉３点、管玉 30点、算盤玉５点がある。勾玉のうち１点は紫水晶製、

２点は硬玉製である。 

第２号墳は第１号墳から約 80メートル離れた尾根上にある、直径約 15メートル、高

さ 2.5メートルの円墳で、埴輪、葺石は確認されていない。墳頂中央よりやや西に偏っ

た位置に竪穴式石室があり、内法で長さ 3.1メートル、幅 0.8メートル、高さ 0.8メー

トルの石室を、花崗岩の割石を小口積みにして構築している。石室の床面は礫が敷きつ

められており、この上に組み合わせ式の木棺が置かれていたと推定される。石室内から

出土した遺物は、素文鏡１点のほかはすべて鍛造の鉄製品であり、武器・武具類として

短甲１点、冑１点、鉄剣２点、蛇行鉄剣１点、鉄刀５点、有棘ヤス形鉄製品２点、鉄鏃

83 点があり、農工具として鉄刀子１点、鉄鎌２点、手鎌１点、斧１点、鑿２点がある。

また石室外の墳丘上から土師器片と鉄鏃が出土している。このうち短甲は三角板鋲留短

甲で、石室の北端に置かれ、横矧板鋲留衝角付の冑がその中に正置されていた。 

第３号墳から第８号墳および第 11、12号墳は第２号墳のさらに南側、つまり上手の尾

根上にある。第４号墳が長さ 26メートル、後円部径 18メートルの帆立貝形を示すほか

は、いずれも円墳で、多くは直径 20メートル前後の規模である。ただし第７号墳と第８

号墳は墳丘が近接しており、前方後円墳である可能性もある。第９号墳、第 10号墳は第
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１号墳の北側の低くなった尾根上にある小規模な円墳と推定される。第９号墳は墳丘の

封土がほとんど侵食されており、４基の箱式石棺が露出していた。人骨とともに玉類が

出土している。 

中小田古墳群の形成された年代は、第１号墳が４世紀後半代、第２号墳が５世紀後半

代とみられることから、全体もこれに前後する年代幅を想定して、４世紀から５世紀末

ないし６世紀初頭と考えられる。 

中小田古墳群は、現在の広島市街地となる三角州地帯よりやや奥まった太田川下流域

を見通せる好位置にある。中小田古墳群の立地する丘陵の西北には太田川の形成した沖

積平野が広がっており、ここがこの古墳群を継起的に造営した首長層の経済的基盤であ

ったと考えられる。この沖積平野の周辺には、弥生時代の終わりから古墳時代初めにか

けての時期の墳墓が集中して分布している。画文帯神獣鏡を出土した宇那木山古墳、後

漢鏡である内行花文鏡を出土した神宮山古墳、それに三角縁神獣鏡を出土した中小田古

墳群第１号墳などが代表的なものであるが、特に中小田古墳群では、北に近接した西願

寺遺跡群を初めとして、弥生時代の終末期から首長墓が連続して営まれた様相をたどる

ことができる。 

中小田古墳群第１号墳は前方後円墳の墳形をとり、竪穴式石室という埋葬方法や三角

縁神獣鏡などの副葬品は、いずれも古式の特徴をよく示している。このうち三角縁神獣

鏡は、京都府椿井大塚山古墳、大阪府万年山古墳、福岡県石塚山古墳出土鏡と同笵関係

にあり、それら各地の主要古墳に葬られた首長層との関係があったことを示唆している。

中小田古墳群のある丘陵の下を流れる太田川を下流に 3.5キロメートルたどったところ

には、古代末期から、厳島神社領桑原新庄内の港としての機能をもっていたとみられる

遺跡があり、古墳時代においては中小田の丘陵付近まで海が入りこんでいたことも推定

される。これからすると、中小田古墳群を経済的に支えたと考えられる沖積平野は、現

在は直接瀬戸内海に面してはいないものの、内海交通の一つの拠点であったことが考え

られるとともに、太田川下流域の沖積地を扼（やく）していた点に、この地域での優位

を保持しながら中小田古墳群が形成された理由があるといえよう。そしてこの優位性を

背景にして、とくに第１号墳の時期には近畿政権などと密接な関係をもつことによって、

安芸地域を代表するような地位を確保したとみられる。 

中小田古墳群は、このように、古墳時代の前半期におけるわが国における国家形成期

の状況を解明する上で重要な位置を占めている。よって史跡に指定し、その保存を図ろ

うとするものである。 

（出典: 「月刊文化財 12」平成７年、原文を一部改変） 

 

（２）史跡指定地の範囲 

史跡指定地の範囲は、「図 3-1 史跡指定地の範囲（参考図）」のとおりである。 

地番については、本節「１ 指定告示」に示している。 
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  図 3-1 史跡指定地の範囲（参考図） 
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３ 指定に至る調査成果 

ここでは、現段階で最新の調査報告書「史跡中小田古墳群総括報告書」（2020 年 広

島市教育委員会、公益財団法人広島市文化財団）を基に、調査の総括に関する内容を記

載する。 

 

（１）遺跡全体・各古墳の規模・構造について 

ア 第１号古墳 

標高 97ｍの、丘陵中央やや下位の見晴らしのよい地点に立地する。墳長約 28.5ｍ、後

円部径約 18ｍの前方後円墳で、平野に向かって後円部を大きく目立たせるように配置

し、短めの前方部は東側背後の谷に向く。後円部墳頂には蓋石が外され、壁体の上面が

露出した竪穴式石槨があり、もともとはさらに高い墳丘をもっていたことが想定でき

る。現状の見た目での高さは約 1.5ｍである。前方部も上面の盛土のほとんどが流失し

ており、墳丘全体の改変が著しい。このため、前方後円墳の正確な形状と規模の復元は

難しい。後円部中央にある、墳丘主軸とややずれた北東－南西方位の竪穴式石槨は角礫

積みで、長さ約 3.5ｍ、幅約 0.9〜1.08ｍ、高さ約 1.1ｍである。床面は平坦で、木棺の

一部が朱に染まって検出されている。北東側の頭位を中心に三角縁吾作銘四神四獣鏡

１、斜縁上方作銘獣帯鏡１、碧玉製車輪石１、勾玉３（硬玉製２の内１は丁字頭、紫水

晶製１）、碧玉管玉約 30、水晶製算盤玉５、鉄斧２（短冊形１、有袋１）が出土してい

る。三角縁神獣鏡は京都府椿井大塚山古墳、奈良県黒塚古墳などに同笵鏡がある。墳丘

外表には葺石、埴輪などはみられない。 

  

 

図 3-2第 1号・第９号古墳トレンチ配置図（平成 13年度調査） 
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イ 第２号古墳 

第１号古墳から水平距離で上方へ 80ｍ、標高 114.5ｍにあり、狭い尾根頂部に同じグ

ループと考えられる第３号、第 14号古墳が近在している。第２号古墳は直径約 15ｍ、

高さ 2.5ｍの円墳で、葺石などの外表施設はない。墳頂やや西寄りに、長さ 3.1ｍ、幅

0.8ｍ、高さ 0.8ｍの、蓋石を欠失した竪穴式石槨が露出している。石槨の特徴とし

て、短側壁は両側とも最下段は幅 60〜80cm、高さ 40〜50cmの平石一枚を立てたもので

ある。床面は平坦で、拳大の小礫を敷き詰め、北半に朱が顕著に見られるので、こち

らが頭位と考えられる。北短側壁に沿って甲冑が、両長側壁沿いに鉄器類が置かれて

いた。短甲は三角板鋲留式、胄は衝角付横矧板鋲留式である。このほか、素文鏡１と

刀５、剣２、蛇行剣形鉄製品１、鏃 83、有棘矠形（ゆうきょくやすがた）鉄製品２、

刀子１、鎌１、鉈鎌１、摘鎌１、斧１、鑿２など多くの鉄製武器、農工具類が出土し

ている。甲冑の他、武器、農工具を主体とする多くの鉄製品をもつ典型的な中期古墳

で、標識遺跡ともなりうるきわめて重要な古墳である。 

 

 

 

三角縁神獣鏡[広島大学考古学研究室蔵] 

 

碧玉製車輪石 

 

図 3-3第２号・第 14号古墳トレンチ配置図（平成 12年度調査） 
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  図 3-4 史跡指定地の現況 
（広島県提供測量成果使用（令和元年広島県使用承認砂防第 290号）） 
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ウ 第３号古墳 

この古墳は第２号古墳の南側尾根筋を切断して設けた幅約４ｍ、深さ約１ｍの堀切溝

を挟んですぐ南側にあり、直径約 13ｍ、高さ約２ｍの円墳である。墳丘の南側も、ここ

から上向き傾斜で続く尾根筋と堀切溝で画されている。墳頂南にやや偏り、南端部を欠

失した現存長約 1.36ｍ、幅、高さとも約 0.5ｍの竪穴式石槨がある。短側壁の基底に平

石１枚を立て置く手法など、石槨の造りは第２号古墳のものに共通しているが、敷石は

ない。床面上から鉄剣１、刀子状鉄器１が、流土から鉄鏃 10点前後が採集されている。

鉄鏃は型式的な違いのあまり見られない、第２号古墳のものにほぼ近似したものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 第４号古墳 

この古墳は中小田古墳群の立地する丘陵上で、高まりとなった頂部をもつ地点にあ

り、ここからの眺望は非常に良好である。標高 120ｍで、中小田古墳群では最高所立地

の一つである。中世山城の構築など、後の改変が著しく、当初は円墳状の高まりと、

北側に連続して造り出し状の方形部が観察でき、帆立貝形古墳の可能性が指摘されて

いたが、確認調査の結果、直径約 16ｍ、高さ約 2.5ｍ程度の円墳に復元できた。墳頂

中央に上半の削平された、長さ約 2.8ｍ、幅 1.2〜1.4ｍ、深さ約 0.4ｍの地山直掘りの

墓壙がある。内部に長さ約 1.7ｍ、幅 0.65ｍの木棺の痕跡があり、北側小口壁に接し

て鉄剣１と鉄斧１が重なって出土している。この古墳群では中心埋葬は竪穴式石槨、

あるいは箱形石棺が大半であり、やや異質な在り方を示している。 

  

 

図 3-5第３号古墳トレンチ配置図（平成 11年度調査） 
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オ 第５号古墳 

第４号古墳のある小高い頂部から一旦南に下り、さらに標高 121ｍまで上りきると、

約 150ｍにわたってなだらかな傾斜をもつ平坦面が続く。第５号、第６号、第 13号古墳

は平坦面の北端に近接して築造されており、１つのグループをなすものと考えられる。

第５号古墳は直径約 12ｍ、高さ 1.0～1.5ｍで、中小田古墳群では葺石を施す数少ない古

墳である。墳頂部の調査は実施していないので、埋葬施設等は確認できていない。葺石

は墳丘裾に１帯巡らせている。長さ 30〜40cmの長方形石材を２〜３段横積みして、その

上方の斜面に人頭大ないしはそれ以下の石を５〜６段に貼り付けている。 

カ 第６号古墳 

第５号古墳の南側 28ｍ、第 13号古墳とはほぼ接して立地している。直径約 23ｍ、高

さ 2.8〜４ｍで、中小田古墳群中最大の円墳である。墳頂平坦面が広く、古い時期の築

造を想定させる造りである。墳頂部の調査は実施していないので、埋葬施設などは未確

認であるが、墳頂地下に石材の存在が確かめられており、竪穴式石槨か、箱形石棺の埋

設の可能性が高い。墳丘には裾、中段、上段の３段にわたる葺石が施され、そのためか

墳丘の遺存状態がきわめて良好である。葺石の最下段の基底石は 40〜50cm 大の長方形

平石の長軸を縦方向に置き、立石状に並べている。そして、その上面にわずかな平坦面

を施し、続けて人頭大の平石を墳丘斜面に貼り付ける構造である。第５号古墳の葺石基

底石の積み方が横置きであるのと比べて、一回り大きな平石を立石状に並べる手法は大

きく異なる点で、注目できる。こうした積み方は弥生時代後期の倉敷市楯築墳丘墓や中

国山地の四隅突出型墳丘墓の裾石でプロトタイプを確認できるが、丁寧な葺石の完成す

る前期古墳にもよく見られる手法で、広島県内では庄原市大迫山第１号古墳、福山市石

鎚山第１号古墳などで確認されており、墳丘を堂々と際立たせる効果に富む。第２期調

査のトレンチの断面観察によると、第６号、第 13号、第５号古墳の順に築造されたこと

 

図 3-6第４号古墳トレンチ配置図（平成 10年度調査） 
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が指摘されている。しかし、それぞれが接し合っていることや、地山の掘削整地の状況

を見ると、あまり時間差をおかずに築造された可能性が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 第７号・第８号古墳 

第６号古墳の立地点から高さで約１ｍほど

高い、標高 125ｍ前後の平坦面にあるが、第５

号、第６号古墳とほぼ連続する形で築造され

ている。第７号古墳は一辺約 12ｍ、高さ約 1.4

ｍの方墳で、第８号古墳に面した南側だけに

葺石が施されている。墳頂地下に竪穴式石槨

か箱形石棺の埋置が確認されている。第８号

古墳は直径約 11ｍ、高さ約 0.6ｍの円墳であ

るが、発掘調査が実施されていないので、埋葬

施設や葺石など墳丘外表施設は未確認となっ

ているが、墳頂地下に竪穴式石槨か箱形石棺

の埋置が確認されている。 

ク 第９号古墳 

前方部北側裾に大小の箱形石棺４基があり、

これまで、これらは一括して独立した円墳、第

９号古墳として扱われてきたが、明瞭な墳丘

は観察できない。第２期調査では背後に溝が

めぐらされていることが指摘されている。内

１基の石棺から滑石（葉ロウ石）製勾玉４、碧

玉製管玉２、ガラス製小玉 18が出土している。 

 
図 3-7第５号・第６号・第 13号古墳トレンチ配置図（平成９年度調査） 

 

図 3-8第７号・第８号古墳トレンチ配置図 
（平成 28年度調査） 
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こうした埋葬は古墳時代前期にはよく見られるもので、たとえば北広島町中出勝負峠第

８号古墳や福山市石鎚権現第５号古墳では、後円部あるいは前方部裾周辺にまるで寄り

添うかのように埋置された、複数基の箱形石棺や土壙墓が確認されている。こうした、

大型古墳の墳丘裾の墳丘外に寄り添うように埋置された石棺などは、大型古墳被葬者と

同じ集団に属する下位階層が埋葬された添え墓としての可能性が高い。第９号古墳につ

いては、出土品から見ると若干時期が下る可能性もあるが、ここでは単独の古墳という

よりは、第１号古墳被葬者を中心として形成された集団成員の墳丘外埋葬として取り扱

っておきたい。 

ケ 第 10号古墳 

この丘陵のもっとも下位尾根上に位置し、標高 63.5ｍにある。比較的丘陵下位にある

第１号古墳から見ても直線距離で約 110ｍ、高低差で約 30ｍも低く、大きく離れている。

墳丘はやせ尾根の先端にあり、丘陵主軸側が約 12ｍ、直交する側が約 11ｍの楕円形に見

えるが、埋葬施設の位置関係から元々は円墳であったようだ。南側背後には溝を切って

墳丘部を切り離している。埋葬施設として、丘陵に直交して中央に箱形石棺、その両側

に土壙と箱形石棺各１基、計３基が確認されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コ 第 11号古墳 

確認調査の結果、古墳に伴う施設や土層堆積が確認できなかったことから、古墳では

ないことが確認された。 

サ 第 12号古墳 

第８号古墳から南に約 40ｍ離れて立地する。直径約 20ｍ前後、高さ約１ｍ前後と推定

されているが、確認調査の結果、墳丘一帯の改変が著しく、古墳である確証はつかめて

いない。頂部の土層堆積がほとんど無いことから、後世に削平・使用された可能性があ

る。なお、第 12号古墳から西側にかけて現地踏査をしたところ、山城の郭と考えられる

階段状の平坦面と、付随する帯郭状の平坦面が確認できた。この第 12号古墳の南側で中

小田古墳群の立地する丘陵は一旦途切れ、東側の谷に続く細い峠道が通っている。ここ

から上方は急な上向き傾斜となっている。 

 
図 3-9第 10号古墳トレンチ配置図（平成 14年度調査） 
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シ 第 13号古墳 

第５号古墳の調査中に新たに確認

されたもので、南側裾にほぼ接して構

築されている。後に追加で構築された

ものではなく、第５号古墳の裾の地山

を最初から古墳の形に高まりとして

掘り残し、計画的に成形している。墳

丘は方形を呈し、長さ約 13ｍ、幅約７

ｍ、高さ約 1.2ｍである。この古墳群

の中で数少ない方墳であるが、第５号

墳と第６号墳の狭い場所に構築した

ために、必然的に方墳とせざるを得な

かった可能性が高い。葺石は施されな

い。墳丘長軸に沿って土壙１基と箱形

石棺１基が併設されているが、確認の

みで調査は実施していない。 

ス 第 14号古墳 

第２号古墳の北側平坦面上に新た

に竪穴式石槨と考えられる埋葬施設

が確認されたもので、この平坦面に第

２号古墳の造り出しは存在しえない

ため、この地に第 14 号古墳が築造さ

れていたと捉えた。この平坦面も削平

が著しく、古墳の形状は不明である。 

また、この埋葬施設についても全貌は明らかになっていないが、ボーリング調査により、長さ 4

ｍ、幅 1.5ｍ程度の規模と推定される。 

  

 
図 3-10第 11号・第 12号古墳トレンチ配置図 

（平成 29年度調査） 
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表 3-1 史跡中小田古墳群を構成する古墳の概要 

区 分 規 模 墳 形 築造時期 副葬品 内部主体 備 考 

第１号古墳 
墳長約 28.5ｍ 
後円部直径約
18ｍ 

前方後円墳 ４世紀中頃 

三角縁吾作銘四
神四獣鏡、斜縁
上方作銘獣帯
鏡、碧玉製車輪
石、勾玉、鉄斧等 

竪穴式石槨  

第２号古墳 
直径約 15ｍ 
高さ 2.5ｍ 

円 墳 ５世紀中頃 

甲冑、素文
鏡、摘鎌、
剣、刀、土師
器壷等 

竪穴式石槨 
中世山城
築造によ
る地形改
変あり 

第３号古墳 
直径約 13ｍ 
高さ約２ｍ 

円 墳 
５世紀前半～
中頃 

鉄剣、鉄鏃等 竪穴式石槨 

第４号古墳 
直径約 16ｍ 
高さ約 2.5ｍ 

円 墳 
弥生時代後期
末葉～古墳時
代初頭 

鉄剣、鉄斧等 墓 壙 

第５号古墳 
直径約 12ｍ 
高さ 1.0～1.5
ｍ 

円 墳 
５世紀中葉前
後 

なし （未確認） 

葺石あり 

第６号古墳 
直径約 23ｍ 
高さ約 2.8～ 
4ｍ 

円 墳 
５世紀中葉前
後 

なし （未確認） 

第７号古墳 
一辺約 12ｍ 
高さ約 1.4ｍ 

方 墳 ５世紀代 なし 
竪穴式石槨ま
たは箱形石棺 

葺石あり
（南面） 

第８号古墳 
直径約 11ｍ 
高さ約 0.6ｍ 

円 墳 ５世紀代 なし 
竪穴式石槨ま
たは箱形石棺 

 

第９号古墳 
南北約 5ｍ×
東西約 10ｍ 
高さ約 0.6ｍ 

楕円形状墳 ５世紀代 
滑石製勾玉、
管玉等 

箱形石棺、土
壙墓 

 

第 10号古墳 
直径約 11～12
ｍ 

円 墳 ５世紀代 なし 
箱形石棺、土
壙 

 

第 13号古墳 
長さ約13ｍ、幅
約 7ｍ、高さ約
1.2ｍ 

方 墳 ５世紀代 なし 
箱形石棺、土
壙 

 

第 14号古墳 
長さ約 4ｍ、幅
約 1.5ｍ 

（不明） 
５世紀前半～
中頃 

鉄鎌、土師器 竪穴式石槨  

（注）史跡指定当初、古墳の存在が推定された第 11号古墳、第 12号古墳については、平成 29年度の遺構状
況確認調査において、古墳の有無の判断ができなかったため除外している。 
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（２）古墳群の時期的変遷について 

中小田古墳群の築造過程は以下のとおりと考えられる。 

立地する丘陵上の中位の最高所にまず、弥生時代末葉から古墳時代初頭にかけて第４

号古墳が築造される。 

この古墳群の埋葬施設は大半が竪穴式石槨か箱形石棺である中、第４号古墳は主埋葬

が箱形木棺の直葬（じきそう）であり、副葬品として、鉄短剣と有袋鉄斧が確認された。

これらの鉄器類は弥生時代末葉の西願寺墳墓群や梨ヶ谷遺跡Ｂ地区墳墓群、古墳時代初

頭の弘住第３号古墳、宇那木山第２号古墳などに共通する形態で、中小田古墳群が立地

する丘陵上には弥生時代中期中葉以降、後期後半前後までの住居跡群、墳墓群が確認さ

れており、小規模ながら集落群が形成されていたことがわかる。したがって、第４号古

墳は弥生時代後期末葉から古墳時代初頭の集落代表者の墓葬の可能性を指摘できる。 

この後、半世紀前後の時間を置いて、この地域を政治的に代表する被葬者の墓所とし

て、単独立地で第１号古墳が築造される。 

第１号古墳は竪穴式石槨から出土した中国製三角縁神獣鏡の存在から、かつては広島

県内でも最古級の古墳と判断され、同笵（どうはん）鏡の三角縁神獣鏡をもつ前期前半

の京都府椿井大塚山古墳などとほぼ同時期の築造と考えられてきた。しかし、最古式と

される古墳では三角縁神獣鏡など中国鏡や鉄製品を主体とし、玉類を副葬しない傾向が

あるのに対し、第１号古墳では鏡の他に勾玉、管玉などの豊富な玉類や碧玉製車輪石が

副葬されていること、墳形並びに竪穴式石槨の型式が、発掘調査の成果から瀬戸内の前

期前半期の前方後円墳に共通するバチ形の前方部が確認できた、近隣の宇那木山第２号

古墳等の形状と異なり、前方部はバチ形を示さず、側面も直線的で前期後半に顕著な墳

丘の形態的特徴を表していることから、中国製三角縁神獣鏡だけをもつ前期前半期より

後出の前期中葉頃、４世紀中頃に近い築造と判断できる。 

なお、前方部裾に第９号古墳が立地するが、箱形石棺から出土した玉類はいわゆる滑

石製品で、小型品ながら、作りは丸みをもつ精巧品である。この古墳は前方後円墳の墳

丘外に埋葬された集団構成員の墓所と考えるべきであり、第１号古墳の築造後、少し時

間を置いて埋置された箱形石棺群と考えられる。 

この後、約１世紀の間隔を置いて、丘陵下方から順に、第２号、第３号、第 14号古墳

のグループが中期前半も中葉に近い時期に築造される。 

第２号古墳は調査の結果、大量の鉄器類が主体となる副葬品目の組み合わせが明らか

となり、中でも甲冑の出土はこの古墳被葬者の性格を物語る重要事項といえる。この甲

冑セットと鉄鏃の組み合わせからみると、第２号古墳の築造年代の位置付けは中期前半

も中葉に近く、５世紀前半から中頃となろう。 

南側に近接してある第３号古墳は第２号古墳のものに近い構造の竪穴式石槨から鉄剣

が出土しており、ほぼ近い時期の築造とみることができる。そして、かつて第２号古墳

の造り出しの可能性が想定された第 14 号古墳では、第２号古墳のものに近い鉄鏃が出

土しており、これも第２号古墳に近い築造といえる。 

その後、５世紀中葉から後半にかけて、連続して第５号〜第８号、第 13号古墳が丘陵

２つ目の頂部平坦面に形成される。 

発掘調査の結果、第５・第６号古墳は墳丘外表施設として葺石を施しており、他の古

墳とは異なった様相を示している。太田川西岸に展開する、たとえば池の内第２号古墳

などいくつかの中期古墳にも角礫の葺石が確認されているが、池の内第２号古墳は出土

した埴輪、須恵器から５世紀中葉から後半にかけての築造と考えられ、現状では第５号・
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第６号古墳は角礫の葺石を用いていることから、５世紀中葉前後の中期古墳と考えられ

る。ただし、第６号古墳では葺石の裾の基底石として、平石を立石状に立て巡らせてお

り、前期に遡る可能性をもっている。第７号・第８号古墳、第 12号・第 13号古墳は同

じ尾根上に並列しており、おそらく他の５世紀代の古墳と相前後する時期の築造と推定

できる。 

 

（３）古墳群の性格について 

第１号古墳は中国製三角縁神獣鏡を副葬品にもつことで注目されてきた。この銅鏡は

邪馬台国女王卑弥呼が魏王から賜与された器物とされ、その後大和王権が畿内地方を中

心に全国的な政治的まとまり、前方後円墳体制を構築していく過程で地方の最有力首長

に賜与した政治的意味を持つものである。わが国ではことのほか重用視される考古資料

となっている。したがって、地方でこの銅鏡が出土した古墳は、古墳時代の最初に政治

的に地域統一を遂げた首長の墳墓として扱われることが多い。第１号古墳被葬者もそう

した人物として理解されてきたが、のちに碧玉製車輪石が副葬品に含まれることが判明

した。 

このため、当初より若干築造時期が後出的とされるようになった。こうした碧玉製腕

飾り類は、在庫がつきた中国製三角縁神獣鏡に替わる配布品として、国産銅鏡とともに

王権の運営する工房で集中的に生産し、大和王権が地方有力首長に賜与したものとされ

る。 

したがって、第１号古墳の被葬者は中国製三角縁神獣鏡を賜与された後、さらに碧玉

製品をも賜与される立場にあったということができる。とすれば、中小田第１号古墳の

被葬者は比較的若くして地域首長に就任し、両方の器物を入手できた可能性がある。太

田川下流域では最初の地域首長は西岸の宇那木山第２号古墳に葬られたが、少し後の時

期を生きた中小田第１号古墳被葬者は、弥生時代後期以来のこの地域の中心地であった

東岸域をまとめあげた功績から、西岸も含めた地域の次代地域首長に推戴されたのであ

ろう。この後、西岸に首長権が移ることはなかった。 

大古墳の世紀といわれる５世紀代になると、地方においても東広島市三ッ城古墳とい

った旧国を代表するような大古墳被葬者と、それを支える中小首長層という図式が成立

した。前者のみ前方後円墳が築造でき、その他は円墳という図式で、この後、太田川下

流域での前方後円墳築造は見られなくなる。広島県内の中期古墳の在り方を見ると、主

に三次、庄原の県北地方では 40〜50ｍ級の帆立貝形古墳などの大型古墳、20〜30ｍ級の

円墳、15ｍ前後の円墳、それ以下といった階層構造が顕著となり、大型古墳は甲冑、鉄

製武器類、農工具類を有し、２番目の階層では鉄製武器類、農工具類をもち、３番目の

階層では鎌、斧といった少量の鉄器類をもつ傾向がある。この地域では５世紀段階で爆

発的に古墳数が増加し、大和王権をめぐる何らかの軍事組織が編成された可能性が高い。

太田川下流域では１番目の階層が見られないが、おそらく 20〜30ｍ級の円墳がそれに相

当すると見られる。第２号古墳はまさにそうした階層であろう。中小田古墳群では同じ

ような規模の古墳でいくつかのグループが形成されているので、第２号古墳と同等の立

場の複数の被葬者が想定できる。しかも築造は同時ではなく、継時的なものが確認され

ているので、丘陵上方の遺存状況の良好な第５号〜第 13号古墳は今後の調査が進めば、

広島県内の古墳時代解明に大きな成果を提供するはずである。これまでに太田川下流域

の中期古墳では甲冑を出土する古墳はいくつか知られており、県北地方とは異なる形で、

太田川下流域でも何らかの軍事的編成が完成していた可能性を想定できるのである。そ
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うした中で、第２号古墳は墳丘、埋葬施設、副葬品、グループ構造などがすべて明らか

になっており、被葬者の性格を知ることのできる数少ない古墳としてきわめて重要とい

える。 

 

（４）古墳以外の遺構の評価について 

ア 弥生時代の遺構 

弥生時代において、太田川下流域では太田川が暴れ川であったようで、低地の利用は

今ひとつであり、これまでの多くの調査例を見ると、丘陵の尾根上に集落を営むのが一

般的だったようである。当然、集落規模は小さく、せいぜい３基前後が一単位で、谷水

田の耕作が主体であったと考えられる。したがって、この中小田古墳群の立地する丘陵

上も同様な様相が想定でき、小範囲での確認にすぎないが、複数の小規模な集落が形成

される、他地点と同じような事実が確認できた。 

第２期調査の結果、第４号古墳の南側平坦面、第５号古墳の北側、第７号古墳墳丘下、

第８号古墳の約 20ｍ南側、弥生土器散布地内において弥生時代の竪穴住居を確認し、約

500ｍの範囲内に集落が形成されていたことを確認した。このほか、第４号古墳南側平坦

面などからは貯蔵穴と思われる土坑が、第１号古墳前方部や弥生土器散布地において土

壙墓が確認された。第２号古墳の盛土下からは小児用の土器蓋土壙墓が検出されている。

これらの遺構は共伴した土器等から弥生時代後期と推定される。調査範囲の最高所にあ

る第５号古墳の北裾から住居跡、東斜面には貝塚が確認されている。このほか、出土土

器の中には弥生時代中期中葉頃にまでさかのぼるものもあり、集落の形成は中期にさか

のぼり、比較的長期間継続して営まれた可能性がある。 

イ 中世の遺構 

中小田古墳群が所在する尾根上には、第４号古墳を中心として中世段階の山城が築造

されていることが確認された。この山城の縄張り（図 3-3）は、概ね北は第２号古墳か

ら南は第４号古墳南側平坦面までの約 90ｍの範囲であることが確認された。最高所に

あたる第４号古墳周辺域を主郭として第３号古墳、第２号古墳との間に堀切を形成し、

古墳の墳頂面を削平してそれぞれ郭として利用している。また、第４号古墳の北側は当

初堀切が形成されていたが、その後堀切を埋めて、そこを郭としていることも確認され

た。地形観察によれば、主郭とされた第４号古墳の周辺には小郭、竪堀などが認められ

るので、幾度か地形改変を行ったようである。確認された遺構は東側、南側に堀切や竪

堀が多く施されていたようで、地形的にみると比較的急斜面である西側に対し、東側、

南側からの攻めに弱いためであろう。この山城は太田川に突き出た尾根を利用してお

り、西側を意識したものであろうと推定される。出土遺物としては、土師質土器、青磁

片、鉄釘等がある。 

なお、「藝藩通志 巻七十」の小田村絵図には記載がないが、「同 巻七十四」の城墟

には「幾志山城 狐城 並に小田村にあり」とあり、幾志山城は既に確認・発掘調査さ

れているので、ここで確認された山城は、「狐城」と考えられよう。 
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表 3-2 古墳以外の遺構の概要 

区 分 場 所 時 期 

弥生住居跡 

第 4号古墳南側、第 5号古墳北側、第 7号古墳
北・西側 
第 11・12号古墳推定地東側 
弥生土器散布地 

弥生時代後期 

貝 塚 第 5号古墳東崖面 弥生時代後期 

土坑、土壙墓 

第 1号古墳前方部 
第 4号古墳南側 
第 11・12号古墳推定地東側 
弥生土器散布地 

弥生時代後期 

山城跡 
第 2号古墳から第 4号古墳南側までの約 90ｍ 
第 12号古墳推定地西側 

中 世 
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図 3-3 山城（狐城）縄張り図（略測・一部）（S=1:800） 
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４ 指定地の状況 

（１）中小田古墳群の公有化 

中小田古墳群の史跡指定範囲の土地は里道を除き民有地であった。広島市教育委員会

は史跡の指定に伴い文化財保護法の規定により現状変更行為が制限され、財産権に制約

が課されることになることや、今後、遺構の保存と史跡の保存及び活用を図る上で、整

地、修景、復原等の環境整備を行う必要があることなどを勘案し、文化庁からの指導も

踏まえ、平成 11年度から史跡指定範囲の土地の公有化を進め、平成 16年度に公有化は

完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 3-4 中小田古墳群年度別土地購入範囲図 

表 3-3 中小田古墳群公有化の推移 

(注) 中小田古墳群の史跡範囲内の土地の購入に当たっては、平成 12年度以降、史跡等購入費国庫補助要項に基

づく国庫補助金の交付を受けている(補助割合：補助対象経費の５分の４)。 
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（２）土地所有 

史跡指定地の土地は、すべて広島市の所有である。 

 

表 3-4 土地所有の状況 

所有者 
面積（㎡） 構成比

（％） 
該当する地目 

実測※ 公簿 

公有地 

（広島市） 
102,609.66 102,207.61 100.0 

保安林、山林、田、雑種

地、墓地 

※口田南町 2001-4、2036、甲 2039、乙 2039、2041-3、4195、4201、4202は、実測面

積なし 

 

（３）土地利用 

史跡指定地の土地利用を地目でみると、全体面積の約半分（53.0％）を保安林が占め、

これに山林を加えると 99.0％が樹林（森林）関係となる。 

 

表 3-5 土地利用（地目）の状況 

地 目 

面積（㎡） 公簿面積の

構成比

（％） 
実測※ 公簿 

保安林 51,877.93 54,118.00 53.0 

山林 49,080.82 46,979.00 46.0 

田 1,091.45 547.00 0.5 

雑種地 458.11 459.00 0.4 

墓地 101.35 104.61 0.1 

合 計 102,609.66 102,207.61 100.0 

※口田南町 2001-4、2036、甲 2039、乙 2039、2041-3、4195、4201、4202は、

実測面積なし 
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表 3-6 地番別土地所有の状況（参考）        1/2 

所有者 地番 
面積（㎡） 

地目 備考 
実測 公簿 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 1 10,035.91 8,596.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 3 6,590.05 7,090.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2015番 13 7,238.13 6,942.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2015番 12 7,881.44 5,950.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2021番 1 2,772.86 2,584.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2026番 1 862.67 4,366.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2022番 1 5,490.85 4,003.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2038番 2,906.81 3,933.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2041番 7 4,419.87 3,897.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 9 4,020.47 3,867.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2025番 2 3,446.92 3,446.00 山林 
2025番１の一部（購入時に

同番から分筆） 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2015番 2 3,038.60 2,975.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 6 3,191.89 2,975.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2032番 1 2,398.72 1,980.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2021番 2 2,888.28 1,963.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 7 1,723.20 1,933.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2031番 1 1,599.71 1,649.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2035番 1,634.52 1,461.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町甲 2034番 4,069.28 1,322.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2033番 1,334.72 1,130.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 7 1,009.39 992.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 8 992.49 992.00 保安林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2027番 2 1,312.79 793.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 5 849.72 644.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 4  644.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 8 551.01 644.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2001番 6 418.15 644.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2041番 4 675.21 642.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 4 595.01 595.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2037番 697.91 585.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2036番  519.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2027番 1 513.71 469.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町甲 2039番  320.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2026番 2 1,238.41 267.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2041番 2 1,617.94 251.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2041番 3  251.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 4192番 247.07 244.00 田  
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表 3-6 地番別土地所有の状況（参考）        2/2 

所有者 地番 
面積（㎡） 

地目 備考 
実測 公簿 

広島市 広島市安佐北区口田南町 4195番  204.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南３丁目2055番 276.48 204.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 4202番  168.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町 4193番 332.99 155.00 田  

広島市 広島市安佐北区口田南町 4194番 511.39 148.00 田  

広島市 広島市安佐北区口田南町乙 2034番 148.31 128.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 4201番  128.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町丙 2034番 64.87 56.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2027番 3 105.84 49.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町乙 2039番  42.00 山林 補助金充当無し 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2040番 115.00 29.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2028番 62.01 26.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2032番 2 11.36 6.61 墓地  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2024番 2 5,957.22 12,794.00 保安林 
2024番１の一部（購入時に

同番から分筆） 

広島市 広島市安佐北区口田南町 2030番 17.28 33.00 墓地  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2041番 1 607.54 502.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南３丁目 24番 3 458.11 459.00 雑種地  

広島市 広島市安佐北区口田南３丁目 24番 4 16.02 16.00 墓地  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 2 1,469.64 1,487.00 山林  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2018番 3 56.69 49.00 墓地  

広島市 広島市安佐北区口田南町 2015番 15 4,135.20 3,966.00 保安林  
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図 3-5 史跡指定地の地番 
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（４）法規制 

史跡指定地に関わる法規制は、以下に示すものが指定されている。 

ア 都市計画法（区域区分、用途地域）⇒図 3-6を参照 

計画地全域が市街化調整区域である。 

なお、隣接する住宅地等は市街化区域であり、史跡指定地の北及び西側は第一種住居

地域となり、西側の主要地方道広島三次線沿いは近隣商業地域となっている。 

イ 森林法⇒図 3-7を参照 

山地は地域森林計画対象民有林に指定されている。 

また、史跡指定地の西側を中心に土砂流出防備保安林指定地が指定されている。 

ウ 宅地造成等規制法 

全域が宅地造成工事規制区域に指定されている。 

エ 普通河川保全条例 

史跡指定地及びその周辺には小田川など現況の流水路（普通河川）が存在する。 

オ 文化財保護法 

文化財保護法により史跡に指定されており、発掘調査や整備などにおいては現状変更

などの手続きが必要となる。 

カ 国有財産法 

史跡指定地及びその周辺には里道が存在する。 

なお、里道については、改正国有財産特別措置法第５条第１項第５号（地方分権一括

法第 113条関係：下記）に基づき、広島市に譲渡されている（法定外公共物として市が

管理）。 

○本号は、地方分権推進計画に基づき、いわゆる法定外公共物のうち、里道、水路（溜

池、湖沼を含む。）として現に公共の用に供されている国有財産を市町村に譲与する

ための法律上の根拠を整備したものであり、機能を有している法定外公共物に係る

国有財産について、市町村から本号の規定による譲与の申請があった場合において

は、国は、今後とも国が管理する必要があるものを除き、当該申請のあった財産を、

市町村に速やかに譲与するものとする。 

キ 土砂災害防止法：土砂災害警戒区域⇒図 3-8を参照 

土砂災害防止法（正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

関する法律」）に基づき、史跡指定地の西側は土砂災害特別警戒区域（急傾斜地）及び土

砂災害警戒区域（同）、東から北側にかけては土砂災害特別警戒区域（土石流）に指定さ

れている。 

＜土砂災害防止法及び土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域とは＞ 

土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難態勢の整備、住宅等の新

規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするもの。 

土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に

危害が生じるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備

が行われる。 

土砂災害特別警戒区域は急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住

民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開

発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われる。 
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図 3-6 用途地域の指定状況 
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図 3-7 保安林の指定状況 
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図 3-8 土砂災害防止法の適用状況 


