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【史跡高安千塚古墳群の構成要素の一覧】 

○服部川支群   

表 6-6 史跡に関連のない構成要素の一覧 服部川支群 

地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 693-1 1,338  原野 × 

服部川 14 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 16 号墳 なし なし ――――― 
服部川 17 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 18 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-2 190 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-3 215 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― ブロック塀 

大字服部川 693-4 548  畑 ○ 
服部川 14 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 15 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― なし 

大字服部川 693-5 399 畑 ○ 

服部川 14 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 15 号墳 石垣 小屋（トタン屋根） ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 
石垣、小屋（トタン屋根）、簡易焼却施設、
コンクリート斜路、排水桝、掘り込み水路 

大字服部川 693-6 481 畑 ○ 
服部川 21 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― コンクリート斜路、掘り込み水路 

大字服部川 693-7 1,195 原野 × 

服部川 19 号墳 なし なし ――――― 
服部川 20 号墳 なし なし ――――― 
服部川 21 号墳 なし なし ――――― 
服部川 22 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― なし 

大字服部川 693-8 1,128 畑 ○ 
服部川 7 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、照明柱、庭石置き場 

大字服部川 693-9 1,457  畑 ○ 

服部川 11 号墳 石垣、コンクリート舗装 石垣、コンクリート舗装 ――――― 
服部川 12 号墳 なし なし ――――― 
服部川 13 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 
石垣、簡易焼却施設、トタンフェンス、コン
クリート舗装 

大字服部川 693-11 528  畑 ○ 
服部川 23 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 32 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-12 317  畑 ○ 服部川 31 号墳 石垣 ――――― ――――― 
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地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 693-12 317 畑 ○ 
服部川 32 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-13 347 畑 ○ 
服部川 31 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、庭石置き場 

大字服部川 693-14 466 畑 ○ 
服部川 61 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-15 191 畑 ○ 
服部川 127 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、電柱支線 

大字服部川 693-16 198 畑 ○ 
服部川 127 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、庭石置き場 

大字服部川 693-17 267 畑 × 
服部川 32 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート貯水槽 

大字服部川 693-18 155 畑 ○ 
服部川 32 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― なし 

大字服部川 693-19 396 畑 ○ 

服部川 23 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 32 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 
石垣、ブロック塀、コンクリート階段、小
屋、簡易焼却施設、穴 

大字服部川 693-20 376 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣、ブロック塀、柵、倉庫、穴 
大字服部川 693-21 218 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-23 472 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣、フェンス・網、倉庫 
大字服部川 693-24 152 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-25 386  畑 ○ 
服部川 26 号墳 石垣、小屋 なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-26 565  畑 × 

服部川 26 号墳 なし 石垣、フェンス・網 ――――― 

服部川 30 号墳 
石垣、フェンス・網、柵、
小屋 

フェンス・網 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、フェンス・網、柵、簡易焼却施設 
大字服部川 693-27 492 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣、庭石置き場 

大字服部川 693-28 188 畑 ○ 
服部川 78 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-29 95 畑 ○ 
服部川 78 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-30 92 畑 ○ 
服部川 78 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-31 661 畑 ○ 
服部川 78 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 79 号墳 石垣 石垣 ――――― 
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地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 693-31 661 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-32 515 畑 × 

服部川 71 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 110 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 111 号墳 石垣 ――――― ――――― 

服部川 116・117 号墳 なし ――――― ――――― 
周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-33 370 畑 × 

服部川 71 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 116・117 号墳 石垣 ――――― ――――― 

服部川 119 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 120 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-34 238 畑 ○ 
服部川 71 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 72 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-35 251 畑 ○ 
服部川 72 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 73 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-37 228 畑 ○ 
服部川 77 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-38 251 畑 ○ 
服部川 62 号墳 なし なし ――――― 
服部川 76 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-39 300 畑 ○ 

服部川 64 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 65 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 66 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 75 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 76 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-40 343 畑 ○ 

服部川 65 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 66 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 67 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 68 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 72 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 75 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-41 985 畑 ○ 
服部川 67 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 68 号墳 なし ――――― ――――― 
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地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 693-41 985 畑 ○ 

服部川 69 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 70 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 119 号墳 なし 石垣 ――――― 
服部川 120 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 124 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-44 267 畑 ○ 

服部川 65 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 66 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 68 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-45 608 畑 ○ 

服部川 61 号墳 庭石置き場 ――――― ――――― 
服部川 62 号墳 庭石置き場 なし ――――― 
服部川 63 号墳 石垣、庭石置き場 なし ――――― 
服部川 64 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 65 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 66 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、庭石置き場 

大字服部川 693-46 340 山林 ○ 
服部川 60 号墳 石垣 小屋跡 ――――― 
服部川 61 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、道標（神徳院） 

大字服部川 693-49 297 畑 ○ 
服部川 47・48 号墳 石垣 なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-50 277 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-51 251 畑 ○ 

服部川 45 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 46 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 50 号墳 ――――― 石垣 ――――― 
服部川 137 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-52 261 畑 ○ 
服部川 50 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 137 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-53 287 畑 ○ 
服部川 53 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 135 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-54 588 畑 ○ 
服部川 50 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 51 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 53 号墳 なし ――――― ――――― 
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地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 693-54 588 畑 ○ 
服部川 106 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 135 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-55 238 畑 ○ 
服部川 106 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 107 号墳 石垣、コンクリート貯水槽 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-56 307 畑 ○ 
服部川 107 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、ブロック積み 

大字服部川 693-57 1,080 畑 ○ 

服部川 44 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 45 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 46 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 50 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 106 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-58 380 畑 ○ 
服部川 44 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-59 201 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣、ブロック塀 

大字服部川 693-60 796 畑 ○ 

服部川 42 号墳 石垣、石積み 石垣 ――――― 
服部川 43 号墳 石垣 なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 
石垣、ブロック塀、石積み、ブロック積み、
道路ポール 

大字服部川 693-61 155 畑 ○ 
服部川 43 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-62 148 畑 ○ 
服部川 43 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-63 644 畑 × 
服部川 43 号墳 石垣 なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、簡易焼却施設 
大字服部川 693-64 241 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-65 171 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-67 307 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-68 178 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-69 323 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-70 684 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-71 542 畑 ○ 
服部川 52 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-72 859 畑 ○ 
服部川 52 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 53 号墳 石垣 ――――― ――――― 
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地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 693-72 859 畑 ○ 
服部川 135 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-74 337 畑 ○ 
服部川 59 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-75 561 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-76 786 畑 ○ 
服部川 58 号墳 なし 石垣、コンクリート舗装 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、敷地境界標、コンクリート舗装 
大字服部川 693-77 565 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 693-80 462 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート舗装、廃材置き場、穴 

大字服部川 693-86 492 畑 ○ 

服部川 39 号墳 
資材置き場、簡易焼却施
設 

簡易焼却施設 ――――― 

服部川 40 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 41 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 693-87 1,566 畑 ○ 

服部川 34 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 35 号墳 なし なし ――――― 
服部川 36 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 37 号墳 なし 石垣 ――――― 
服部川 38 号墳 剪定枝捨て場 剪定枝捨て場 ――――― 
服部川 39 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 40 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、電信柱、剪定枝捨て場 

大字服部川 693-88 403 畑 ○ 
服部川 33 号墳 石垣、電柱支線 石垣 ――――― 
服部川 34 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート擁壁、電信柱 

大字服部川 795 925 山林 ○ 

服部川 20 号墳 ――――― 掘り込み水路 ――――― 

服部川 81 号墳 
石垣、小屋、コンクリート
階段 

――――― ――――― 

服部川 82 号墳 ブロック塀、家屋、小屋 
ブロック塀、家屋、小屋、
コンクリート舗装 

――――― 

服部川 83 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 98 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 
石垣、ブロック塀、コンクリート舗装、フェン
ス、掘り込み水路、小屋、家屋、井戸、簡
易焼却施設、仏像、穴 

大字服部川 795-1 1,219 畑 ○ 
服部川 19 号墳 ――――― フェンス、鉄板 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、フェンス、鉄板、剪定枝捨て場 
大字服部川 842 218 山林 × 周辺地 ――――― ――――― ブロック塀 
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地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 844-1 78 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 845-1 123 畑 × 周辺地 ――――― ――――― なし 
大字服部川 846-1 165 畑 × 周辺地 ――――― ――――― なし 
大字服部川 847-1 74 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣、ブロック塀 
大字服部川 848-1 49 畑 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 850 102 原野 × 
服部川 16 号墳 なし なし ――――― 
服部川 19 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― なし 

大字服部川 870-1 723 山林 ○ 
服部川 54 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 870-3 1,454 山林 ○ 

服部川 54 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 55 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 56 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 135 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 136 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 871-2 3,523 山林 ○ 
服部川 92 号墳 石垣 なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 872-1 636 山林 × 
服部川 125 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、フェンス 

大字服部川 872-2 2,472 山林 × 
服部川 93 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 125 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、看板（ポイ捨て禁止） 

大字服部川 904-3 1,685 山林 ○ 

服部川 47・48 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 49 号墳 コンクリート擁壁 ――――― ――――― 
服部川 56 号墳 石垣 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート擁壁 

大字服部川 934-1 6,272 山林 × 

服部川 111 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 113 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 114 号墳 なし なし ――――― 
服部川 115 号墳 なし なし ――――― 

服部川 116・117 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 118 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 120 号墳 なし ――――― ――――― 

服部川 121・122 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 123 号墳 なし なし ――――― 
服部川 124 号墳 なし ――――― ――――― 



1
7
0

地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 934-1 6,272 山林 × 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 935 769.79 山林 × 

服部川 113 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 114 号墳 なし なし ――――― 
服部川 115 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― なし 

大字服部川 1040-3 735 畑 ○ 
服部川 87 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1040-4 767 畑 ○ 

服部川 85 号墳 ――――― 石垣 ――――― 
服部川 86 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 87 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート貯水槽 

大字服部川 1040-6 621 畑 ○ 

服部川 85 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 86 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 100 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、境界標 

大字服部川 1040-7 347 畑 ○ 
服部川 86 号墳 なし 石垣 ――――― 
服部川 100 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1040-8 987 畑 ○ 
服部川 139 号墳 ――――― 石垣 ――――― 
服部川 140 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1040-9 1,019 畑 ○ 
服部川 101 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 139 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、石垣水路 
大字服部川 1045 72 山林 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
大字服部川 1049 66 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1198 132 山林 × 

服部川 100 号墳 コンクリート柱 なし ――――― 
服部川 139 号墳 ――――― コンクリート柱 ――――― 
服部川 140 号墳 ――――― コンクリート柱 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート柱 

大字服部川 1199-1 564 山林 ○ 

服部川 101 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 102 号墳 なし 石垣 ――――― 
服部川 103 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 139 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣、コンクリート水路 

大字服部川 1200 76 山林 × 
服部川 102 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 103 号墳 石垣 石垣 ――――― 



1
7
1

地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字服部川 1200 76 山林 × 
服部川 104 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1201 109 畑 ○ 
服部川 103 号墳 石垣 石垣 ――――― 
服部川 104 号墳 石垣、支柱 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1202 52 畑 ○ 
服部川 104 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1203 284 山林 ○ 
服部川 104 号墳 石垣 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

大字服部川 1692 168 山林 × 
服部川 17 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― なし 
服部川 9 丁目 7 333 畑 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 
服部川 9 丁目 9 317 山林 ○ 周辺地 ――――― ――――― 石垣 

服部川 9 丁目 11 214 畑 ○ 
服部川 105 号墳 なし 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

服部川 9 丁目 12 109 山林 ○ 
服部川 88 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 

服部川 9 丁目 13 218 山林 × 
服部川 88 号墳 なし なし ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 石垣 
里道①   131.04 道路敷 × 周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、未舗装 
里道②   23.66 道路敷 × 周辺地、舗装 ――――― ――――― 未舗装 

里道③   43.68 道路敷 × 
服部川 56 号墳 なし ――――― ――――― 
周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、未舗装 

里道④   108 道路敷 × 

服部川 43 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 51 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 53 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 135 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、コンクリート舗装、未舗装 
里道⑤   74.62 道路敷 × 周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、ブロック塀、アスファルト舗装 

里道⑥   74.62 道路敷 × 

服部川 19 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 20 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 22 号墳 フェンス フェンス ――――― 

周辺地、舗装 ――――― ――――― 
フェンス、電信柱、コンクリート舗装、アス
ファルト舗装、未舗装 

里道⑦   52.78 道路敷 × 周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、コンクリート擁壁、アスファルト舗装 

里道⑧   69.16 道路敷 × 
服部川 46 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 56 号墳 なし ――――― ――――― 



1
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2

地番 
面積
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

里道⑧   69.16 道路敷 × 周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、アスファルト舗装、未舗装 

里道⑨   77.35 道路敷 × 

服部川 72 号墳 石垣 なし ――――― 
服部川 73 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 75 号墳 なし なし ――――― 
服部川 77 号墳 なし なし ――――― 
服部川 119 号墳 なし なし ――――― 
服部川 120 号墳 なし なし ――――― 

周辺地、舗装 ――――― ――――― 電信柱、コンクリート舗装、未舗装 

里道⑩   45.5 道路敷 × 
服部川 71 号墳 ――――― 石垣 ――――― 
周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、未舗装 

里道⑪   74.62 道路敷 × 

服部川 111 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 116・117 号墳 なし ――――― ――――― 

服部川 120 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 124 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地、舗装 ――――― ――――― 未舗装 

里道⑫   210.73 道路敷 × 

服部川 110 号墳 石垣 ――――― ――――― 
服部川 113 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 114 号墳 なし なし ――――― 
服部川 115 号墳 なし なし ――――― 
服部川 118 号墳 なし ――――― ――――― 

周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、未舗装 

里道⑬   101.01 道路敷 × 
服部川 60 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 61 号墳 ――――― なし ――――― 
周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、電信柱、支柱、アスファルト舗装 

里道⑭   69.16 道路敷 × 周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、ブロック塀、未舗装 

里道⑮   156.52 道路敷 × 

服部川 100 号墳 なし なし ――――― 
服部川 101 号墳 なし ――――― ――――― 
服部川 139 号墳 ――――― なし ――――― 
服部川 140 号墳 ――――― なし ――――― 

周辺地、舗装 ――――― ――――― 石垣、石垣水路、未舗装 
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図 6-19 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（１）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-20 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（２）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-21 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（３）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-22 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（４）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-23 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（５）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-24 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（６）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-25 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（７）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-26 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（８）（縮尺 1/1,000） 
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図 6-27 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（９）（縮尺 1/1,000） 
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○大窪・山畑支群  

表 6-7 史跡に関連のない構成要素の一覧 大窪・山畑支群 

地番 
面積 
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

大字 
大窪 

34-1 183.15  山林 × 

大窪・山畑 
6 号墳 

石垣 ――――― ――― 

大窪・山畑 
7 号墳 

石垣、ブロック塀 ――――― ――― 

大字 
大窪 

1175-36 151.25  宅地 × 
大窪・山畑 

27 号墳 
石垣、支柱 

石造物、歌舞伎役者寄進
手水鉢、焼香台、灯篭竿
石 

――― 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-28 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（大窪・山畑６号墳・７号墳（上）、27 号墳（下）） 

 

 

大窪・山畑７号墳 

大窪・山畑６号墳 

 

石垣 

大窪・山畑 27 号墳 

石造物等 

石室 

墓地 

古墳名板 

古墳名板 

墳丘（想定ライン） 
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墳丘（想定ライン） 

石室 

水道タンク 

祠 

石室 
石垣 

石碑 

石垣擁壁 

造成園地 

手摺 

階段 

○郡川北支群 

表 6-8 史跡に関連のない構成要素の一覧 郡川北支群 

地番 
面積 
(㎡） 

地目 農用地 区分 第１種地区 第２種地区 第３種地区 

郡川 6 丁目 1 1,404.07  山林 × 

郡川 1 号墳 
石垣、階段、
手摺 

石垣、墓石、造
成園地 

――――― 

郡川 3 号墳 水道タンク ――――― ――――― 
郡川 3-B 号墳 水道タンク ――――― ――――― 
郡川 4 号墳 ――――― 石垣 ――――― 

周辺地 ――――― ――――― 
石垣、石碑、造成
園地 

郡川 6 丁目 2 415.76 墓地 × 
郡川 2 号墳 祠 ――――― ――――― 

周辺地 ――――― ――――― ――――― 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 6-29 史跡高安千塚古墳群を構成する要素（郡川１号墳、２号墳、３・３－B号墳、４号墳）
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第３節 追加指定 

高安千塚古墳群全体の保存を図るため、史跡指定地の取扱いだけでなく、史跡指定

地周囲に広がり、未指定で周知の埋蔵文化財包蔵地にある各支群と、高安千塚古墳群

の周辺で高安千塚古墳群と密接な関係を有する古墳についても、追加指定の方向性の

検討を行う。 

 
（１）追加指定の方向性 

 
 ①短期的な方向性 

【史跡指定地の一体的な保存】 

高安千塚古墳群の中心支群である服部川支群の「保存管理」、さらに「活用」の観点

から、現状の史跡指定地を中心にした、古墳群として連続かつ一体的な追加指定を進

める。 

 

 ②中長期的な方向性 

【高安千塚古墳群全体の保存】 

高安千塚古墳群全体の保存のため、古墳群を構成する４支群のうち、未指定の古墳

が大部分を占める大窪・山畑支群や、未指定の支群であり、高安千塚古墳群の本質的

価値を特徴づける郡川 16 号墳など重要な古墳が含まれる郡川南支群については、調

査・研究を進め、学術的な価値の位置づけを行い、追加指定を進める。 

 

【高安千塚古墳群周辺の保存】 

高安山麓の後期古墳のうち、高安千塚古墳群と密接な関係を有する古墳についての

保存、追加指定を検討する。 

 

（２）追加指定の進め方 

 
 ①短期的な実施 

【服部川支群の追加指定】 

服部川支群の古墳の保存状況や土地の利用状況を踏まえて、一体的に保存すべき追

加指定の範囲や候補地を位置づける。追加指定の範囲にあたる土地所有者との調整、

理解に努め、条件が整い次第、適宜追加指定を進める。 

開発事業等で破壊に瀕するなど、緊急に保護を要する古墳については、速やかに追

加指定を行う。 

 



185 

 ②中長期的な実施 

【高安千塚古墳群全体の追加指定】 

高安千塚古墳群を構成する大窪・山畑支群及び郡川南支群の２支群については、両

支群の学術的な価値の位置づけを行うため、服部川支群と同様に詳細な分布調査等を

実施した上で、追加指定に向けて必要な調査・研究の成果をまとめる。 

周知の埋蔵文化財包蔵地にあたる高安千塚古墳群の範囲においては、開発計画等の

事前の把握に努め、開発事業等で破壊に瀕する等、緊急に保護を要する古墳について、

土地所有者との調整を行い、速やかな追加指定を計画する。 

 

【高安千塚古墳群周辺の追加指定】 

周辺地域での開発計画等の状況に留意し、文化財保護法第 93 条及び第 94 条に基づ

く周知の埋蔵文化財包蔵地の取扱いを行う。そして、遺構確認調査等により古墳の有

無を確認した上で、高安千塚古墳群の範囲を再検討し、追加指定を検討する。 

また、高安千塚古墳群と密接な関係を有し、西方に位置し、古墳群の形成に影響を

与えたと考えられる郡川西塚古墳については、墳丘の範囲確認調査等によって保存す

べき範囲を定め、高安千塚古墳群との関係等の学術的な価値を位置づけた上で、追加

指定を検討する。 
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第４節 公有化 

高安千塚古墳群の本質的な価値を恒久的に保存し、貴重な歴史資産として次世代へ

継承するため、公有化が求められる。 

 
（１）公有化の方向性 

 
史跡高安千塚古墳群の「保存管理」、将来の「活用」と「整備」を効果的に進めるた

め、計画的な公有化を検討する。 

公有化計画の検討にあたっては、史跡指定地に多数の土地所有者が存在し、土地利

用の 57.5％が畑地であり、多くが農業振興地域として農用地指定を受けていることか

ら、土地利用の現況を把握するとともに、営農の継続や農地転用等を含めた土地所有

者の意向を十分に踏まえて適切に判断する。 

 

（２）公有化の進め方 

 
 ①公有化の進め方 

史跡の適切な「保存管理」のため、必要な現状変更の規制への対応が必要な場合や、

営農の中止や相続、売買等で土地所有が困難になる場合、土地所有者と協議し、条件

が整い次第、公有化を進める。 

また、史跡指定地周辺での開発事業などで、史跡指定地において早急な保存措置が

必要となる場合については、土地所有者と協議し、条件が整い次第、優先的に公有化

を進める。 

高安千塚古墳群を「活用」するために必要な土地については、「整備」の内容や範囲、

さらに確保等に必要な期間等を検討した上で、段階的な公有化の計画を定める。 

 

 ②公有化までに必要なこと 

・土地所有者への史跡の本質的価値の周知とともに土地所有の意向の確認 
・現状の農用地等の土地利用に係る変更等の手続き 
・土地境界の確定のための境界明示の測量及び土地の地積更正 
 

 ③公有化以後に必要なこと 

・公有化した史跡指定地の適切な維持管理（定期的な見まわり、除草及び清掃等） 
・墳丘及び石室の保存状況等の定期的な観察 
・樹木の伐採や既存工作物の除却等の環境整備 
・「活用」のあり方を踏まえた段階的な整備計画の検討 


