
青　森　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

49 201001 山野峠遺跡 ｻﾝﾉﾄｳｹﾞｲｾｷ 大字久栗坂字久栗坂山､大字矢田字牧原､大字野内字浦島 縄文(後) 墓地

49 201002 長森遺跡 ﾅｶﾞﾓﾘｲｾｷ 大字矢田字山野井 縄文(晩) 散布地

61 201003 築木館岩瀬遺跡 ﾂｷﾉｷﾀﾞﾃｲﾜｾｲｾｷ 大字築木館字岩瀬 縄文(前･晩)､平安 散布地

61 201004 築木館布引遺跡 ﾂｷﾉｷﾀﾞﾃﾇﾉﾋﾞｷｲｾｷ 大字築木館字布引 縄文(前･中･後) 散布地

61 201005 戸山遺跡 ﾄﾔﾏｲｾｷ 大字戸山字赤坂 縄文､平安 散布地

61 201006 玉清水(1)遺跡 ﾀﾏｼﾐｽﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字駒込字月見野 縄文(晩) 散布地

61 201007 玉清水(2)遺跡 ﾀﾏｼﾐｽﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字駒込字月見野 不明 散布地

61 201008 玉清水(3)遺跡 ﾀﾏｼﾐｽﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字駒込字月見野 縄文(前) 散布地

61 201009 月見野霊園遺跡 ﾂｷﾐﾉﾚｲｴﾝｲｾｷ 大字駒込字月見野 平安 散布地

61 201010 月見野(1)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字駒込字月見野､字蛍沢 縄文 散布地

60 201011 浪館(1)遺跡 ﾅﾐﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三内字丸山 縄文(前) 散布地

60 201012 浪館(2)遺跡 ﾅﾐﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浪館字近野､字平岡 縄文(中･晩) 散布地

60 201013 細越遺跡 ﾎｿｺﾞｴｲｾｷ 大字細越字種元､字浅田 縄文(晩)､中世 集落跡

60 201014 安田近野(1)遺跡 ﾔｽﾀﾞﾁｶﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字安田字近野 縄文(後) 散布地

60 201015 安田(1)遺跡 ﾔｽﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字安田字近野 縄文(前) 散布地

60 201016 安田(2)遺跡 ﾔｽﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字安田字近野､大字細越字栄山 縄文(前･後)､弥生､平安 散布地

201017 欠番

60 201018 三内霊園(1)遺跡 ｻﾝﾅｲﾚｲｴﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三内字沢部 縄文(前･中) 散布地

60 201019 三内遺跡 ｻﾝﾅｲｲｾｷ 大字三内字丸山 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

201020 欠番

60 201021 三内丸山遺跡 ｻﾝﾅｲﾏﾙﾔﾏｲｾｷ 大字三内字丸山､大字安田字近野 縄文(前･中･後)､平安 集落跡､配石遺構 特別史跡

61 201022 戸崎館遺跡 ﾄｻﾞｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字諏訪沢字野田､大字桑原字山崎､大字戸崎字宮井 中世 城館跡

48 201023 岡町(1)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字新城字天田内 縄文 散布地

48 201024 天田内(1)遺跡 ｱﾏﾀﾞﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文､平安 散布地

73 201025 入内遺跡 ﾆｭｳﾅｲｲｾｷ 大字入内字駒田 縄文 散布地

38 201026 尻八館跡 ｼﾘﾊﾁﾀﾞﾃｱﾄ 大字後潟字後潟山､大字六枚橋字六枚橋山 中世 城館跡

39 201027 磯部遺跡 ｲｿﾍﾞｲｾｷ 大字四戸橋字磯部 縄文､平安 散布地

61 201028 四ッ石(1)遺跡 ﾖﾂｲｼｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字四ッ石字里見 縄文(中･後)､平安 集落跡

48 201029 大科支線口遺跡 ｵｵｼﾅｼｾﾝｸﾞﾁｲｾｷ 大字内真部字山下 縄文､平安 散布地

39 201030 山城遺跡 ﾔﾏｼﾛｲｾｷ 大字後潟字後潟山､大字六枚橋字山越 縄文 散布地

39 201031 後潟(1)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字四戸橋字磯部 縄文(前･中･後)､平安､中世 散布地､集落跡

39 201032 不浪知遺跡 ﾅﾐｼﾗｽﾞｲｾｷ 大字六枚橋字不浪知 平安､中世 散布地

48 201033 田沢森遺跡 ﾀｻﾞﾜﾓﾘｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(後) 散布地

48 201034 野木和(1)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字岡町字宮本､大字羽白字野木和 縄文 散布地

48 201035 野木和公園遺跡 ﾉｷﾞﾜｺｳｴﾝｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(晩) 散布地

48 201036 油川城跡 ｱﾌﾞﾗｶﾜｼﾞｮｳｱﾄ 大字西田沢字浜田､字山辺 縄文(前･後)､平安､中世 散布地､城館跡

48 201037 西田沢(1)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字西田沢字山辺､大字飛鳥字塩越 平安 集落跡

48 201038 大堤遺跡 ｵｵﾂﾂﾐｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201039 山辺遺跡 ﾔﾏﾍﾞｲｾｷ 大字飛鳥字塩越､字岸田､大字瀬戸子字磯田 平安 散布地

遺　跡　地　名　表



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

48 201040 内真部(1)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字清水字生田 縄文(前･後)､奈良､平安 散布地

61 201041 築木館遺跡 ﾂｷﾉｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字築木館字山ノ井､大字滝沢字下川原 平安 城館跡

61 201042 沢山(1)遺跡 ｻﾜﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字沢山字平野､大字駒込字月見野 縄文(晩) 散布地

61 201043 沢山(2)遺跡 ｻﾜﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字沢山字平野 縄文､平安､中世 散布地

61 201044 沢山(3)遺跡 ｻﾜﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字沢山字平野 平安 散布地

61 201045 稲山(1)遺跡 ｲﾅﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字諏訪沢字野田 縄文(前･後) 集落跡

61 201046 桑原遺跡 ｸﾜﾊﾗｲｾｷ 大字桑原字山崎 縄文 散布地

61 201047 後萢遺跡 ｳｼﾛﾔﾁｲｾｷ 大字後萢字外山､字前橋､字久堅 縄文､平安 散布地

61 201048 駒込館遺跡 ｺﾏｺﾞﾒﾀﾞﾃｲｾｷ 大字駒込字月見野､字桐ノ沢 平安 城館跡

61 201049 山の井遺跡 ﾔﾏﾉｲｲｾｷ 大字滝沢字下川原､大字築木館字布引､字山ノ井 縄文(後) 散布地

61 201050 阿部野(1)遺跡 ｱﾍﾞﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字幸畑字阿部野､幸畑四丁目 縄文(早･中･後)､平安 集落跡

61 201051 沢田遺跡 ｻﾜﾀﾞｲｾｷ 造道三丁目 平安 集落跡

60 201052 孫内遺跡 ﾏｺﾞﾅｲｲｾｷ 大字孫内字山科､字沢口 縄文(後･晩) 集落跡

61 201053 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 大字戸山字赤坂､大字駒込字蛍沢 平安 散布地

61 201054 梨ノ木平遺跡 ﾅｼﾉｷﾀｲｲｾｷ 大字駒込字深沢 縄文(晩) 集落跡

60 201055 熊沢遺跡 ｸﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字岩渡字熊沢､字小谷 縄文(早･前･中･後) 集落跡

60 201056 石江遺跡 ｲｼｴｲｾｷ 大字石江字平山､大字三内字沢部 縄文(前･中) 集落跡

61 201057 蛍沢遺跡 ﾎﾀﾙｻﾞﾜｲｾｷ 大字駒込字蛍沢､字月見野 縄文(早･前･中･後)､弥生､平安 集落跡

61 201058 佃遺跡 ﾂｸﾀﾞｲｾｷ 佃三丁目 平安 散布地

61 201059 小柳遺跡 ｺﾔﾅｷﾞｲｾｷ 小柳一丁目､二丁目､岡造道一丁目､二丁目､三丁目 平安 散布地

49 201060 野内遺跡 ﾉﾅｲｲｾｷ 大字野内字鈴森 縄文(晩) 散布地

61 201061 露草遺跡 ﾂﾕｸｻｲｾｷ 八重田三丁目､矢作三丁目 平安 散布地

60 201062 西高校遺跡 ﾆｼｺｳｺｳｲｾｷ 大字新城字平岡 縄文(前)､弥生､平安 集落跡

49 201063 大浦遺跡 ｵｵｳﾗｲｾｷ 大字野内字浦島 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 散布地､貝塚､製塩跡

60 201064 三内沢部(1)遺跡 ｻﾝﾅｲｻﾜﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三内字沢部 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

60 201065 近野遺跡 ﾁｶﾉｲｾｷ 大字安田字近野､大字三内字丸山 縄文(前･中･後･晩)､弥生(中･後)､平安 集落跡

60 201066 細越館遺跡 ﾎｿｺﾞｴﾀﾞﾃｲｾｷ 大字細越字栄山 平安 集落跡､城館跡

60 201067 新城平岡(1)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字新城字平岡 縄文 散布地

61 201068 梨ノ木平牧場遺跡 ﾅｼﾉｷﾀｲﾎﾞｸｼﾞｮｳｲｾｷ 大字駒込字深沢 縄文(後) 散布地

60 201069 新城平岡(2)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新城字平岡､石江五丁目 縄文(後)､平安 集落跡

60 201070 高間(1)遺跡 ﾀｶﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字石江字高間､石江一丁目､二丁目､三丁目､四丁目 縄文(前･中･後)､平安､近世､近代 散布地､集落跡

201071 欠番

201072 欠番

201073 欠番

60 201074 新城平岡(4)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字新城字平岡､石江五丁目 縄文(前･中･後)､平安､中世､近世､近代 集落跡

60 201075 高間(6)遺跡 ﾀｶﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字石江字高間､石江二丁目 縄文(中･後)､弥生､平安､近世 集落跡

60 201076 岡部遺跡 ｵｶﾍﾞｲｾｷ 大字石江字岡部 縄文 散布地

201077 欠番

48･60 201078 新田(1)遺跡 ﾆｯﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字新田字忍､石江字高間､大字新城字平岡､石江一丁目､四丁目 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､中世､近世､近代 散布地､集落跡

48 201079 新城平岡(5)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字新城字平岡 平安 散布地､集落跡

60 201080 新田(2)遺跡 ﾆｯﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新田字忍､大字新城字平岡､石江四丁目､五丁目 縄文､平安､中世､近世 散布地､集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

201081 欠番

48 201082 岡町(2)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新城字天田内 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201083 岡町(3)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字新城字天田内 縄文(後)､平安 散布地

48 201084 岡町(4)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(後)､平安 散布地

48 201085 岡町(5)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201086 岡町(6)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字岡町字宮本､大字羽白字野木和 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201087 岡町(7)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201088 岡町(8)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(後)､平安 散布地

48 201089 岡町(9)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201090 野木和(2)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(前･後) 散布地

48 201091 野木和(3)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(後)､平安 散布地

48 201092 野木和(4)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(前･後) 散布地

48 201093 野木和(5)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(後･晩) 散布地

48 201094 野木和(6)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(早･後) 散布地

48 201095 野木和(7)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(後) 散布地

48 201096 野木和(8)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(後)､平安 散布地

48 201097 野木和(9)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(前･後) 散布地

48 201098 野木和(10)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201099 野木和(11)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字羽白字野木和 中世 城館跡

48 201100 西田沢(2)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201101 西田沢(3)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字西田沢字山辺 平安 散布地

48 201102 西田沢(4)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(前･後) 散布地

48 201103 西田沢(5)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(後)､平安 散布地

48 201104 夏井田(1)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(前)､平安 散布地

48 201105 夏井田(2)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(前･後) 散布地

48 201106 夏井田(3)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字西田沢字沖津 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201107 夏井田(4)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字西田沢字沖津 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201108 夏井田(5)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字西田沢字沖津 縄文(前･後)､平安 散布地

48 201109 夏井田(6)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字西田沢字沖津 縄文 散布地

201110 欠番

48 201111 夏井田(8)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字西田沢字沖津､字山辺､大字飛鳥字塩越 縄文(前)､平安 散布地

48 201112 夏井田(9)遺跡 ﾅﾂｲﾀﾞｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字西田沢字沖津､大字飛鳥字塩越 縄文､平安 散布地

48 201113 飛鳥(1)遺跡 ｱｽｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字西田沢字沖津､大字飛鳥字塩越 縄文 散布地

48 201114 飛鳥(2)遺跡 ｱｽｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飛鳥字塩越 縄文(前･中･後)､平安 散布地

48 201115 飛鳥(3)遺跡 ｱｽｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字飛鳥字山田､字塩越 近世 散布地

48 201116 飛鳥(4)遺跡 ｱｽｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字飛鳥字山田 縄文(後)､平安 散布地

48 201117 瀬戸子(1)遺跡 ｾﾄｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字瀬戸子字神田､字磯田 縄文(後)､平安 散布地

48 201118 瀬戸子(2)遺跡 ｾﾄｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字瀬戸子字神田､字磯田 縄文(後)､近世 散布地

48 201119 瀬戸子(3)遺跡 ｾﾄｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字瀬戸子字神田､字磯田 縄文､平安 散布地

48 201120 瀬戸子(4)遺跡 ｾﾄｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字瀬戸子字神田､字磯田 縄文(前) 散布地

48 201121 瀬戸子(5)遺跡 ｾﾄｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字瀬戸子字神田､字磯田 縄文(後)､平安 散布地

48 201122 前田(1)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字宮田 縄文 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

48 201123 前田(2)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字宮田 縄文(後)､平安 散布地

48 201124 前田(3)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字奥内字宮田 縄文､平安 散布地

48 201125 前田(4)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字奥内字宮田 縄文(後)､平安 散布地

48 201126 前田(5)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字奥内字宮田 平安 散布地

48 201127 前田(6)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字奥内字平塚､大字前田字中野 縄文(前)､平安 散布地

48 201128 前田(7)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字前田字中野 平安 散布地

48 201129 前田蝦夷館遺跡 ﾏｴﾀﾞｴｿﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字前田字中野､大字奥内字平塚 平安 城館跡

48 201130 内真部(2)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺﾆｲｾｷ 大字前田字湯の沢 縄文(前)､平安 散布地

48 201131 内真部(3)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字清水字成見､大字前田字湯の沢 平安 散布地

48 201132 内真部(4)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字清水字生田 平安､中世 散布地

48 201133 内真部(5)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字清水字生田､大字内真部字山下､字岸田 縄文､平安 散布地

48 201134 内真部(6)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字内真部字山下 縄文､平安 散布地

48 201135 内真部(7)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字内真部字山下 平安 散布地

48 201136 小橋(1)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字左堰字大科､大字内真部字山下 縄文､平安 散布地

39･48 201137 小橋(2)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字左堰字大科 縄文(前)､平安 散布地

39 201138 小橋(3)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字左堰字大科､大字小橋字福田 平安 散布地

39 201139 小橋(4)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字六枚橋字山越 縄文(前)､平安 散布地

39 201140 小橋(5)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字小橋字福田 縄文､平安 散布地

39 201141 小橋(6)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字六枚橋字山越 平安 散布地

39 201142 後潟(2)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字六枚橋字六枚橋山 縄文､平安 散布地

39 201143 後潟(3)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字六枚橋字六枚橋山 平安 散布地

39 201144 後潟(4)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字六枚橋字六枚橋山 縄文 散布地

39 201145 後潟(5)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字後潟字後潟山､大字六枚橋字六枚橋山 縄文(前) 散布地

39 201146 四戸橋(1)遺跡 ｼﾄﾊﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字四戸橋字富田､大字後潟字後潟山 縄文(後) 散布地

39 201147 四戸橋(2)遺跡 ｼﾄﾊﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字四戸橋字富田､大字後潟字後潟山 縄文(後)､平安 散布地

39 201148 四戸橋(3)遺跡 ｼﾄﾊﾞｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字四戸橋字富田､大字後潟字後潟山 縄文(前) 散布地

39 201149 四戸橋(4)遺跡 ｼﾄﾊﾞｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字四戸橋字磯部 縄文(前･後) 散布地

39 201150 後潟(6)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字四戸橋字磯部 縄文(前) 散布地

39 201151 後潟(7)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字四戸橋字富田 縄文(前･後) 散布地

39 201152 後潟(8)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字四戸橋字磯部 縄文(前)､平安 散布地

39 201153 後潟(9)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字後潟字後潟山 縄文(前･後) 散布地

39 201154 後潟(10)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字後潟字後潟山 縄文(前･後) 散布地

39 201155 後潟(11)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字六枚橋字六枚橋山 平安 散布地

39 201156 後潟(12)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字六枚橋字六枚橋山 縄文(前) 散布地

39 201157 後潟(13)遺跡 ｳｼﾛｶﾞﾀｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字六枚橋字六枚橋山､大字後潟字後潟山 平安 散布地

48 201158 内真部(8)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字清水字生田 縄文(後) 散布地

48 201159 内真部館遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟﾀﾞﾃｲｾｷ 大字内真部字山下 平安 城館跡

61 201160 田茂木野遺跡 ﾀﾓｷﾞﾉｲｾｷ
大字田茂木野字大沢､字阿部野､大字左堰字野田､大字大矢沢字里見､大
字四ツ石字里見

縄文(晩) 集落跡

60･61 201161 新町野遺跡 ｼﾝﾏﾁﾉｲｾｷ 大字新町野字菅谷､大字野木字野尻､大字合子沢字松森 縄文(前･後)､平安 集落跡

60 201162 三内沢部(2)遺跡 ｻﾝﾅｲｻﾜﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三内字沢部 縄文(中) 散布地

60 201163 江渡遺跡 ｴﾄﾞｲｾｷ 大字石江字江渡 縄文(前･中･後)､弥生(前)､平安､近代 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

61 201164 横内(1)遺跡 ﾖｺｳﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文(前) 集落跡

60 201165 朝日山(1)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高田字朝日山 縄文､平安 集落跡

60 201166 新城山田(1)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字新城字山田 縄文(晩)､平安 散布地

60 201167 新城跡 ｼﾝｼﾞｮｳｱﾄ 大字新城字平岡 平安 城館跡

60 201168 土筆山館遺跡 ﾂｸｼﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字戸門字土筆山 平安､中世 城館跡

60 201169 戸門館遺跡 ﾄｶﾄﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字戸門字山部 平安､中世 城館跡

60 201170 高田城跡 ﾀｶﾀﾞｼﾞｮｳｱﾄ 大字高田字川瀬 縄文(晩)､中世 城館跡

60 201171 高田蝦夷館跡 ﾀｶﾀﾞｴｿﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字高田字朝日山 中世 城館跡

73 201172 小館遺跡 ｺﾀﾞﾃｲｾｷ 大字小館字桜刈､大字野沢字小牧野 中世 城館跡

61 201173 野尻館遺跡 ﾉｼﾞﾘﾀﾞﾃｲｾｷ 大字四ツ石字里見､大字野尻字野田 縄文､平安､中世 集落跡､城館跡

61 201174 横内城跡 ﾖｺｳﾁｼﾞｮｳｱﾄ 大字横内字亀井､大字四ツ石字下川原 縄文､奈良､平安､中世 城館跡

49 201175 多宇末井館遺跡 ﾀｳﾏｲﾀﾞﾃｲｾｷ 大字浅虫字山下 中世 城館跡

73 201176 小牧野遺跡 ｺﾏｷﾉｲｾｷ 大字野沢字小牧野 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 散布地､集落跡､環状列石 史跡

48 201177 羽白沢田(1)遺跡 ﾊｼﾞﾛｻﾜﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字羽白字野木和､字沢田 縄文(中･後)､平安 散布地

48 201178 羽白沢田(2)遺跡 ﾊｼﾞﾛｻﾜﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(前) 散布地

48 201179 野木和(12)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(後) 散布地

48 201180 野木和(13)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(中･後) 集落跡

48 201181 野木和(14)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(前) 散布地

201182 欠番

48 201183 野木和(16)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文(後)､平安 散布地

48 201184 宮本(1)遺跡 ﾐﾔﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(晩) 散布地

48 201185 宮本(2)遺跡 ﾐﾔﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(前･晩) 散布地

73 201186 山吹(1)遺跡 ﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大別内字山吹 縄文(中) 集落跡

73 201187 山吹(2)遺跡 ﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大別内字山吹 縄文 散布地

73 201188 山吹(3)遺跡 ﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大別内字山吹 縄文 散布地

49 201189 玉水(1)遺跡 ﾀﾏﾐｽﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字宮田字玉水 縄文､平安 散布地

49･61 201190 宮田館遺跡 ﾐﾔﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 大字宮田字玉水､字山下､大字三本木字川崎 縄文(前･中･後)､弥生､平安､中世､近世 散布地､集落跡､城館跡

61 201191 牛蒡畑遺跡 ｺﾞﾎﾞｳﾊﾞﾀｹｲｾｷ 大字諏訪沢字山辺 縄文(中)､弥生､平安 散布地

61 201192 月見野(2)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字駒込字月見野､大字沢山字平野 不明 散布地

59･60 201193 土筆山遺跡 ﾂｸｼﾔﾏｲｾｷ 大字戸門字土筆山､字山部 縄文 散布地

61 201194 四ッ石(2)遺跡 ﾖﾂｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字四ッ石字里見､字前岳 縄文(中･後) 散布地

48 201195 野木和(17)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 大字羽白字野木和､大字岡町字宮本 縄文 散布地

48 201196 野木和(18)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 大字羽白字野木和 縄文 散布地

60 201197 朝日山(2)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高田字朝日山､大字細越字栄山 縄文､平安 散布地､集落跡､墓

60 201198 朝日山(3)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字高田字朝日山 縄文､平安 散布地､集落跡

74 201199 雲谷山吹(1)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字雲谷字山吹､字梨野木 縄文(後) 散布地

49 201200 久栗坂浜田(1)遺跡 ｸｸﾞﾘｻﾞｶﾊﾏﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字久栗坂字浜田 縄文(晩) 散布地

49 201201 久栗坂浜田(2)遺跡 ｸｸﾞﾘｻﾞｶﾊﾏﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字久栗坂字浜田 縄文(中) 散布地

61 201202 宮田山下遺跡 ﾐﾔﾀﾔﾏｼﾀｲｾｷ 大字宮田字山下､大字滝沢字住吉 縄文(前) 散布地

60 201203 新城山田(2)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新城字山田 縄文 散布地

48 201204 飛鳥山館跡 ｱｽｶﾔﾏﾀﾞﾃｱﾄ 大字飛鳥字山田 不明 城館跡

201205 欠番



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

61 201206 横内(2)遺跡 ﾖｺｳﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文 散布地

61 201207 桜峯(1)遺跡 ｻｸﾗﾐﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字横内字鏡山､字桜峯､大字雲谷字山吹 縄文(前･中･後) 散布地､集落跡

61 201208 桜峯(2)遺跡 ｻｸﾗﾐﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字横内字桜峯､字亀井 縄文(前･中･後) 散布地

61 201209 鏡山遺跡 ｶｶﾞﾐﾔﾏｲｾｷ 大字横内字鏡山､大字雲谷字梨野木､字山吹 縄文(前･中･後) 散布地

60･61 201210 野木(1)遺跡 ﾉｷﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字野木字山口､大字合子沢字松森 縄文､平安 散布地､集落跡

60 201211 栄山(1)遺跡 ｻｶｴﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字細越字栄山 平安 散布地

60 201212 栄山(2)遺跡 ｻｶｴﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字細越字栄山､大字高田字朝日山 縄文(前)､平安 散布地

60 201213 栄山(3)遺跡 ｻｶｴﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字細越字栄山 縄文(前･後)､弥生､平安 散布地

60 201214 栄山(4)遺跡 ｻｶｴﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字細越字栄山､字内長沢 平安 集落跡

61 201215 四ッ石(3)遺跡 ﾖﾂｲｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字四ッ石字里見､字下川原 縄文 散布地

60 201216 野木沢田遺跡 ﾉｷﾞｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字野木字沢田､字山口 縄文､平安 集落跡

60 201217 葛野(1)遺跡 ｸｽﾞﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大別内字葛野､字萩原 縄文､平安 集落跡

60 201218 葛野(2)遺跡 ｸｽﾞﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大別内字葛野 縄文､弥生､平安 集落跡

61 201219 阿部野(2)遺跡 ｱﾍﾞﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字幸畑字阿部野 平安 散布地

61 201220 阿部野(3)遺跡 ｱﾍﾞﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字幸畑字阿部野 平安 散布地

61 201221 月見野(3)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字駒込字月見野 縄文(後)､平安 散布地

60 201222 朝日山(4)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字高田字朝日山 平安 散布地

60 201223 朝日山(5)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字高田字朝日山 平安 散布地

48 201224 前田(8)遺跡 ﾏｴﾀﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字瀬戸子字神田 縄文 散布地

48 201225 湯ノ沢館遺跡 ﾕﾉｻﾜﾀﾞﾃｲｾｷ 大字前田字湯ノ沢､大字清水字生田 不明 城館跡

48 201226 小橋(7)遺跡 ｺﾊﾞｼｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字左堰字大科 縄文 散布地

48 201227 天田内(2)遺跡 ｱﾏﾀﾞﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新城字天田内 縄文､平安 集落跡

48 201228 天田内(3)遺跡 ｱﾏﾀﾞﾅｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字新城字天田内､大字岡本字宮本 縄文､平安 散布地

49 201229 菖蒲沢(1)遺跡 ｼｮｳﾌﾞｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字矢田字菖蒲沢 縄文(後) 散布地

49 201230 菖蒲沢(2)遺跡 ｼｮｳﾌﾞｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字矢田字菖蒲沢､字山野井 縄文(晩) 散布地

49 201231 宮田米山遺跡 ﾐﾔﾀﾖﾈﾔﾏｲｾｷ 大字宮田字米山､字山下 縄文 散布地

61 201232 諏訪沢山辺遺跡 ｽﾜﾉｻﾜﾔﾏﾍﾞｲｾｷ 大字諏訪沢字山辺､字丸山 縄文 散布地

61 201233 深沢(1)遺跡 ﾌｶｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字駒込字深沢 縄文(後) 散布地

61 201234 深沢(2)遺跡 ﾌｶｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字駒込字深沢 縄文(前･後) 散布地

61 201235 月見野(4)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字駒込字月見野､字深沢､字桐ノ沢 縄文(後) 散布地

61 201236 大矢沢里見遺跡 ｵｵﾔｻﾜｻﾄﾐｲｾｷ 大字大矢沢字里見､大字四ッ石字里見 縄文(中) 散布地

60 201237 山吹(4)遺跡 ﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大別内字山吹､字葛野 縄文､平安 散布地

60 201238 川瀬遺跡 ｶﾜｾｲｾｷ 大字高田字川瀬 平安 散布地

60 201239 三内沢部(3)遺跡 ｻﾝﾅｲｻﾜﾍﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三内字沢部 縄文(中･後)､平安､中世 集落跡

60 201240 三内沢部(4)遺跡 ｻﾝﾅｲｻﾜﾍﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三内字沢部､大字石江字平山 平安 散布地

60 201241 新城平岡(3)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字新城字平岡 平安 散布地

73 201242 亀山(1)遺跡 ｶﾒﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小館字亀山 縄文(後･晩) 散布地

73 201243 亀山(2)遺跡 ｶﾒﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小館字亀山 縄文(前･中) 散布地

73 201244 亀山(3)遺跡 ｶﾒﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字小館字亀山 縄文(晩) 散布地

73 201245 桜苅(1)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小館字桜苅､大字入内字駒田 縄文(前･中･後) 散布地

74 201246 合子沢山崎(1)遺跡 ｺﾞｳｼｻﾞﾜﾔﾏｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文 散布地

74 201247 雲谷山崎遺跡 ﾓﾔﾔﾏｻﾞｷｲｾｷ 大字雲谷字山崎 縄文､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

60 201248 三内丸山(3)遺跡 ｻﾝﾅｲﾏﾙﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三内字丸山 平安 散布地

201249 欠番

60 201250 三内丸山(5)遺跡 ｻﾝﾅｲﾏﾙﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三内字丸山､大字安田字近野 縄文(中･後･晩)､平安 集落跡

48 201251 西田沢(6)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文(前･後)､平安､中世 集落跡

48 201252 西田沢(7)遺跡 ﾆｼﾀｻﾞﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字西田沢字山辺 縄文 散布地

48 201253 天田内(4)遺跡 ｱﾏﾀﾞﾅｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文 散布地

60 201254 新城山田(3)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字新城字山田 平安 散布地

60 201255 二股(1)遺跡 ﾌﾀﾏﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字岩渡字熊沢 縄文 散布地

60 201256 二股(2)遺跡 ﾌﾀﾏﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字岩渡字熊沢 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

60 201257 朝日山(6)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字高田字朝日山 平安 散布地

60 201258 朝日山(7)遺跡 ｱｻﾋﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字高田字朝日山 平安 散布地

73 201259 桜苅(2)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小館字桜苅 縄文 散布地

74 201260 野木(2)遺跡 ﾉｷﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字合子沢字松森､大字小畑沢字小杉 縄文 散布地

61 201261 合子沢松森(1)遺跡 ｺﾞｳｼｻﾞﾜﾏﾂﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字合子沢字松森､大字野木字野尻 縄文 散布地

61 201262 合子沢松森(2)遺跡 ｺﾞｳｼｻﾞﾜﾏﾂﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字合子沢字松森 縄文(早･前･後)､平安 散布地､集落跡

74 201263 雲谷山吹(2)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字雲谷字山吹 縄文 散布地

61 201264 月見野(5)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字駒込字月見野 縄文 散布地

61 201265 扇沢遺跡 ｵｳｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字三本木字扇沢､大字滝沢字住吉 縄文 散布地

48 201266 新城山田(4)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字新城字山田 縄文(中･晩)､平安 散布地

48･60 201267 新城山田(5)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字新城字山田 平安 散布地､集落跡

201268 欠番

201269 欠番

60 201270 新城山田(8)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字新城字山田､字天田内 平安 散布地

61･73･74 201271 山口遺跡 ﾔﾏｸﾞﾁｲｾｷ
大字野木字山口､大字小畑沢字小杉､大字大別内字葛野､大字合子沢字松
森

縄文(前･後) 散布地

49 201272 鈴森(1)遺跡 ｽｽﾞﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字野内字鈴森 縄文(後) 散布地

49 201273 鈴森(2)遺跡 ｽｽﾞﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字野内字鈴森 縄文(後)､近世 散布地

201274 欠番

49 201275 米山(1)遺跡 ﾖﾈﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字宮田字米山､字山下 縄文(中･晩)､平安 散布地

49 201276 米山(2)遺跡 ﾖﾈﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字宮田字米山､字山下 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安､中世 集落跡

49 201277 山下遺跡 ﾔﾏｼﾀｲｾｷ 大字宮田字山下､字玉水 縄文(前･中･後･晩)､平安､中世 散布地､集落跡

201278 欠番

49 201279 玉水(3)遺跡 ﾀﾏﾐｽﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字宮田字玉水､字高瀬 縄文(中･後)､平安 散布地､集落跡

49 201280 玉水(4)遺跡 ﾀﾏﾐｽﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字宮田字玉水､大字馬屋尻字小金沢､字清水流 縄文(前･中･後) 散布地､集落跡

49 201281 上野尻遺跡 ｶﾐﾉｼﾞﾘｲｾｷ 大字矢田字上野尻､字下野尻､字山野井､大字宮田字米山 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安､中世 集落跡

60 201282 三内丸山(6)遺跡 ｻﾝﾅｲﾏﾙﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三内字丸山､大字細越字栄山 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

61 201283 野尻野田遺跡 ﾉｼﾞﾘﾉﾀﾞｲｾｷ 大字野尻字野田 平安 散布地

61 201284 横内猿沢遺跡 ﾖｺｳﾁｻﾙｻﾜｲｾｷ 大字横内字猿沢､字鏡山 平安 散布地

61 201285 雲谷山吹(3)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字雲谷字山吹､大字横内字桜峰 縄文 散布地

61 201286 月見野(6)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字駒込字月見野､字深沢 縄文(晩) 散布地

60 201287 岩渡小谷(1)遺跡 ｲﾜﾀﾘｺﾀﾆｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字岩渡字小谷 縄文(前)､平安 散布地

61 201288 沢山平野(1)遺跡 ｻﾜﾔﾏﾋﾗﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字沢山字平野､字野際 縄文(前･中･晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

61 201289 沢山平野(2)遺跡 ｻﾜﾔﾏﾋﾗﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字沢山字平野 縄文(前･中･晩)､平安 散布地

60 201290 野木山口遺跡 ﾉｷﾞﾔﾏｸﾞﾁｲｾｷ 大字野木字山口 平安 散布地

201291 欠番

61 201292 大矢沢野田(1)遺跡 ｵｵﾔｻﾜﾉﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大矢沢字野田､字里見､大字野尻字野田､幸畑一丁目 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

61 201293 横内(3)遺跡 ﾖｺｳﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字横内字亀井 平安 散布地

61 201294 諏訪沢丸山遺跡 ｽﾜﾉｻﾜﾏﾙﾔﾏｲｾｷ 大字諏訪沢字丸山 縄文､平安 散布地

61 201295 見吉遺跡 ﾐﾖｼｲｾｷ 大字駒込字月見野 平安 散布地

61 201296 桑原稲荷神社遺跡 ｸﾜﾊﾞﾗｲﾅﾘｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字桑原字山崎 平安 散布地

48 201297 内真部(9)遺跡 ｳﾁﾏﾝﾍﾟｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字内真部字岸田 平安 散布地､製塩跡

48 201298 野木和(19)遺跡 ﾉｷﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 大字岡町字宮本 縄文(前) 散布地

49･61 201299 三本木遺跡 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｲｾｷ 大字三本木字川崎､大字宮田字玉水 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

60 201300 岩渡小谷(2)遺跡 ｲﾜﾀﾘｺﾀﾆｶｯｺﾆｲｾｷ 大字岩渡字小谷 縄文(中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

60 201301 岩渡小谷(3)遺跡 ｲﾜﾀﾘｺﾀﾆｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字岩渡字小谷 縄文(前･中) 散布地

60 201302 岩渡小谷(4)遺跡 ｲﾜﾀﾘｺﾀﾆｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字岩渡字小谷 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

61 201303 雲谷山吹(4)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字雲谷字山吹､大字横内字桜峰､大字合子沢字山崎 縄文(中･晩)､近代 集落跡

61 201304 雲谷山吹(5)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文(後･晩)､平安 集落跡

61 201305 雲谷山吹(6)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文(後)､平安 集落跡

61 201306 雲谷山吹(7)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文(前)､平安 集落跡

201307 欠番

73 201308 葛野(3)遺跡 ｸｽﾞﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大別内字葛野､字山吹 縄文､弥生､平安､中世 集落跡

60 201309 安田近野(2)遺跡 ﾔｽﾀﾞﾁｶﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字安田字近野 縄文(前) 散布地

61･74 201310 雲谷山吹(8)遺跡 ﾓﾔﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字雲谷字山吹 縄文(中･後) 散布地

61 201311 深沢(3)遺跡 ﾌｶｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字駒込字深沢 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

74 201312 合子沢松森(3)遺跡 ｺﾞｳｼｻﾞﾜﾏﾂﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字合子沢字松森 平安 集落跡

60 201313 新城山田(9)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字新城字天田内 縄文 散布地

61 201314 稲山(2)遺跡 ｲﾅﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字諏訪沢字野田 縄文(後) 配石遺構

60 201315 三内丸山(8)遺跡 ｻﾝﾅｲﾏﾙﾔﾏｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字三内字丸山 縄文､平安 集落跡

49 201316 湯ﾉ島遺跡 ﾕﾉｼﾏｲｾｷ 大字浅虫字蛍谷 縄文､平安 散布地

61 201317 桑原(2)遺跡 ｸﾜﾊﾞﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字桑原字山崎 縄文(前･後) 散布地

60 201318 内長沢遺跡 ｳﾁﾅｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字細越字内長沢 縄文(前･後) 散布地

73 201319 小牧野(2)遺跡 ｺﾏｷﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字野沢字小牧野 縄文(前) 散布地

49 201320 菊川遺跡 ｷｸｶﾜｲｾｷ 大字野内字菊川 平安 散布地

60 201321 三内丸山(9)遺跡 ｻﾝﾅｲﾏﾙﾔﾏｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字三内字丸山 縄文(中･晩)､平安 集落跡

73 201322 大谷小谷遺跡 ｵｵﾀﾆｺﾀﾆｲｾｷ 大字大谷字小谷 縄文(後･晩)､平安 散布地

60 201323 新城平岡(6)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字新城字平岡 縄文 散布地

48 201324 岡町(10)遺跡 ｵｶﾏﾁｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字岡町字宮本､大字新城字天田内 平安 散布地

61 201325 玉水(5)遺跡 ﾀﾏﾐｽﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字宮田字玉水 縄文(中) 散布地

39 201326 山城溜池遺跡 ﾔﾏｼﾛﾀﾒｲｹｲｾｷ 大字後潟字後潟山､大字六枚橋字山越 縄文､平安､中世､近世､近代 散布地､生産遺跡

61 201327 合子沢松森(4)遺跡 ｺﾞｳｼｻﾞﾜﾏﾂﾓﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字合子沢字松森 縄文(中) 集落跡

59 201328 早稲田舘遺跡 ﾜｾﾀﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 浪岡大字大釈迦字前田､大字徳才子字山本 平安 散布地

72 201329 大堤沢遺跡 ｵｵﾂﾂﾐｻﾞﾜｲｾｷ 浪岡大字長沼字南藤巻 縄文(後･晩)､平安 散布地

72 201330 高屋敷館遺跡 ﾀｶﾔｼｷﾀﾞﾃｲｾｷ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安 散布地､集落跡 史跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

72 201331 下下平遺跡 ｼﾓｼﾀﾀｲｲｾｷ 浪岡大字吉野田字鎧沢､字荷越沢 縄文(後)､平安 散布地

72 201332 旭(1)遺跡 ｱｻﾋｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字吉野田字螢沢､字荷越沢 縄文､平安 散布地､集落跡

72 201333 旭(2)遺跡 ｱｻﾋｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字吉野田字鎧沢 平安 散布地､集落跡

72 201334 中平遺跡 ﾅｶﾀﾞｲｲｾｷ 浪岡大字吉野田字平野､字熊沢､字螢沢 縄文(後)､平安 散布地､集落跡

72 201335 浪岡蛍沢遺跡 ﾅﾐｵｶﾎﾀﾙｻﾞﾜｲｾｷ 浪岡大字吉野田字螢沢 縄文(前) 散布地

72 201336 熊沢溜池遺跡 ｸﾏｻﾞﾜﾀﾒｲｹｲｾｷ 浪岡大字吉野田字熊沢､大字樽沢字村元 平安 散布地､集落跡

72 201337 永原遺跡 ｴｲﾊﾞﾗｲｾｷ 浪岡大字郷山前字永原､字上野 縄文(前･後) 散布地

72 201338 上野遺跡 ｳｴﾉｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元､大字郷山前字上野 縄文(中･後)､平安､中世､近世 散布地､集落跡

72 201339 神明宮遺跡 ｼﾝﾒｲｸﾞｳｲｾｷ 浪岡大字銀字杉田 縄文(前･晩)､平安 散布地､集落跡

72 201340 山神宮遺跡 ﾔﾏｶﾞﾐｸﾞｳｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元､大字銀字杉田 縄文(晩) 散布地

72 201341 長溜池遺跡 ﾅｶﾞﾀﾒｲｹｲｾｷ 浪岡大字女鹿沢字平野､大字銀字杉田 縄文(中･後･晩)､弥生､平安､中世 散布地､墳墓

72 201342 大林遺跡 ｵｵﾊﾞﾔｼｲｾｷ 浪岡大字銀字杉田 縄文､平安 散布地

72 201343 大沼遺跡 ｵｵﾇﾏｲｾｷ 浪岡大字下十川字大沼袋 平安 散布地

72 201344 羽黒平(1)遺跡 ﾊｸﾞﾛﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字五本松字羽黒平､字平野 縄文､弥生､平安 散布地､集落跡

72 201345 羽黒平(2)遺跡 ﾊｸﾞﾛﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字五本松字平野 縄文(晩)､平安､中世 散布地

72 201346 羽黒平(3)遺跡 ﾊｸﾞﾛﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字五本松字羽黒平､字平野､字野脇､字土宮本 縄文(晩)､平安､中世 散布地､集落跡

72 201347 浪岡城跡 ﾅﾐｵｶｼﾞｮｳｱﾄ 浪岡大字浪岡字五所､字前田､字林本､字岡田､大字五本松字松本 平安､中世 城館跡 史跡

72 201348 加茂神社遺跡 ｶﾓｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 浪岡大字五本松字松本､字岡本､大字浪岡字宮本 縄文(後)､平安､中世 散布地､集落跡

72 201349 沖林遺跡 ｵｷﾊﾞﾔｼｲｾｷ 浪岡大字北中野字五倫 平安 散布地

72 201350 浪岡崎(1)遺跡 ﾅﾐｵｶｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字北中野字天王 平安 散布地

72 201351 浪岡崎(2)遺跡 ﾅﾐｵｶｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字北中野字中坪､字沢田 縄文(晩) 散布地

72･73 201352 松山寺遺跡 ﾏﾂﾔﾏﾃﾞﾗｲｾｷ 浪岡大字五本松字野脇 縄文(中･後)､平安､中世 散布地

73 201353 松山遺跡 ﾏﾂﾔﾏｲｾｷ 浪岡大字五本松字野脇､字平野 縄文(中･後･晩)､平安､中世 散布地､集落跡､墓

72･73 201354 源常平遺跡 ｹﾞﾝｼﾞｮｳﾀｲｲｾｷ 浪岡大字北中野字上沢田､字一本木､大字浪岡字岸田､大字五本松字宮本 縄文(中･後･晩)､平安､中世､近世 散布地､集落跡､城館跡

73 201355 天狗平遺跡 ﾃﾝｸﾞﾀｲｲｾｷ 浪岡大字王余魚沢字天狗平､大字北中野字上沢田 縄文(中･後)､中世 城館跡､墓

73 201356 王余魚沢(1)遺跡 ｶﾚｲｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字王余魚沢字北村元､字村元 縄文(後･晩) 散布地

73 201357 王余魚沢(2)遺跡 ｶﾚｲｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字王余魚沢字饅頭坂 縄文(後･晩) 散布地

73 201358 王余魚沢(3)遺跡 ｶﾚｲｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字王余魚沢字北村元､字村元 縄文(後･晩)､平安 散布地

73 201359 屋形森遺跡 ﾔｶﾀﾓﾘｲｾｷ 浪岡大字王余魚沢字屋形森､字坊主畑 平安､中世 散布地､城館跡

73 201360 正平寺遺跡 ｼｮｳﾍｲｼﾞｲｾｷ 浪岡大字細野字大面､字萩原､大字相沢字猿沢 縄文(晩) 散布地

73 201361 細野遺跡 ﾎｿﾉｲｾｷ 浪岡大字細野字大面､字萩原､字宮本､大字相沢字猿沢 縄文(晩) 散布地

72･73 201362 春日社遺跡 ｶｽｶﾞｼｬｲｾｷ 浪岡大字北中野字上沢田 縄文(後) 散布地

72 201363 桃里(1)遺跡 ﾓﾓｻﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字北中野字桃里､大字吉内字山下 平安 散布地

72･73 201364 博奕打ヶ沢遺跡 ﾊﾞｸﾁｳﾁｶﾞｻﾜｲｾｷ 浪岡大字吉内字博奕打ヶ沢､字杉ノ沢､大字北中野字桃里 縄文､平安 散布地

72 201365 杉ノ沢遺跡 ｽｷﾞﾉｻﾜｲｾｷ 浪岡大字吉内字杉ノ沢､字田ノ沢､字博奕打ヶ沢､大字北中野字桃里 縄文(後)､平安 散布地､集落跡

72 201366 吉内遺跡 ｷﾁﾅｲｲｾｷ 浪岡大字吉内字山下､字杉ノ沢､大字本郷字田ノ沢 縄文､弥生､平安 散布地､集落跡

72 201367 中屋敷遺跡 ﾅｶﾔｼｷｲｾｷ 浪岡大字本郷字篠原､字田ノ沢､大字吉内字山下 縄文(後･晩)､平安 散布地､集落跡

72 201368 篠原遺跡 ｼﾉﾊﾗｲｾｷ 浪岡大字本郷字田ノ沢､字篠原 縄文(後)､弥生 散布地､集落跡

73 201369 田ノ沢遺跡 ﾀﾉｻﾜｲｾｷ 浪岡大字本郷字田ノ沢 縄文(前･中･後)､平安 散布地

72 201370 本郷遺跡 ﾎﾝｺﾞｳｲｾｷ 浪岡大字本郷字柳田､字柳原 縄文 散布地

72･73 201371 松元遺跡 ﾏﾂﾓﾄｲｾｷ 浪岡大字本郷字松元 縄文(前･中･後)､平安 散布地､集落跡

72 201372 本郷八幡宮遺跡 ﾎﾝｺﾞｳﾊﾁﾏﾝｸﾞｳｲｾｷ 浪岡大字本郷字松元 縄文(前･中･後)､平安 散布地
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73 201373 牧ノ沢遺跡 ﾏｷﾉｻﾜｲｾｷ 浪岡大字本郷字田ノ沢 縄文(早･中･晩) 散布地

72 201374 王田舘遺跡 ﾜﾀﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 浪岡大字北中野字桃里､字大沢 平安 城館跡

59 201375 大釈迦館 ﾀﾞｲｼｬｶﾀﾞﾃ 浪岡大字大釈迦字中田､字前田 中世 城館跡

59･72 201376 山本(1)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字徳才子字山本､字早稲田 平安 散布地､集落跡

72 201377 川原館遺跡 ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾃｲｾｷ 浪岡大字浪岡字浅井 縄文(中)､平安､中世 散布地､城館跡

72 201378 銀館遺跡 ｼﾛｶﾞﾈﾀﾞﾃｲｾｷ 浪岡大字銀字杉田 中世 城館跡

72 201379 北畠館 ｷﾀﾊﾞﾀｹﾀﾞﾃ 浪岡大字北中野字桃里 中世 城館跡

73 201380 強清水館 ｺﾜｼﾐｽﾞﾀﾞﾃ 浪岡大字王余魚沢字村元､大字五本松字堤ヶ沢 中世 城館跡

72 201381 山元(1)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字杉沢字山元 縄文､平安 散布地､集落跡

72 201382 山元(2)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字杉沢字山元 平安 散布地､集落跡

72 201383 山元(3)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字杉沢字山元､大字女鹿沢字野尻 縄文､平安 散布地､集落跡

72･73 201384 平野遺跡 ﾋﾗﾉｲｾｷ 浪岡大字五本松字平野 縄文(後･晩)､弥生､平安 集落跡､墓

72 201385 杉田遺跡 ｽｷﾞﾀｲｾｷ 浪岡大字銀字杉田 平安 散布地

72 201386 寺屋敷平遺跡 ﾃﾗﾔｼｷﾀｲｲｾｷ 浪岡大字吉野田字荷越沢 平安 散布地､集落跡

72 201387 野尻(1)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字徳才子字山本 縄文(早･前･後･晩)､弥生､平安 集落跡

72 201388 野尻(2)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字高屋敷字野尻､字安田 縄文､平安 集落跡､墳墓

72 201389 野尻(3)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字高屋敷字野尻 平安､中世､近世 集落跡､墳墓

72 201390 野尻(4)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 浪岡大字高屋敷字野尻､大字徳才子字山本 縄文(後)､平安 集落跡

72 201391 山元(4)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 浪岡大字杉沢字山元 中世 散布地

72 201392 小板橋溜池東遺跡 ｺｲﾀﾊﾞｼﾀﾒｲｹﾋｶﾞｼｲｾｷ 浪岡大字杉沢字大板橋 縄文､平安 散布地

72 201393 小板橋溜池西遺跡 ｺｲﾀﾊﾞｼﾀﾒｲｹﾆｼｲｾｷ 浪岡大字杉沢字小板橋､字大板橋､字野下 平安 散布地

72 201394 板橋野山遺跡 ｲﾀﾊﾞｼﾉﾔﾏｲｾｷ 浪岡大字杉沢字板橋野山､字南藤巻､字大沢､大字高屋敷字社元 平安 散布地

72 201395 宮元遺跡 ﾐﾔﾓﾄｲｾｷ 浪岡大字増館字宮元 縄文､平安 散布地､集落跡

72 201396 本郷館跡 ﾎﾝｺﾞｳﾀﾞﾃｱﾄ 浪岡大字本郷字柳田 平安 城館跡

72 201397 樽沢上野遺跡 ﾀﾙｻﾜｳﾜﾉｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元､大字吉野田字熊沢 縄文､平安 散布地

72 201398 郷山前村元遺跡 ｺﾞｳｻﾝﾏｴﾑﾗﾓﾄｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元､大字郷山前字村元 平安 散布地

72 201399 下石川平野遺跡 ｼﾓｲｼｶﾜﾋﾗﾉｲｾｷ 浪岡大字下石川字平野､大字吉野田字木戸口､字螢沢､字鎧沢 縄文(前･中)､平安 集落跡

72 201400 浪岡城遺跡 ﾅﾐｵｶｼﾞｮｳｲｾｷ 浪岡大字浪岡字林本､字前田､大字五本松字松本 平安､中世､近世 城館跡

72 201401 岡本遺跡 ｵｶﾓﾄｲｾｷ 浪岡大字五本松字岡本 平安､中世､近世 集落跡

73 201402 片子都谷森遺跡 ｶﾀｺﾄﾔﾓﾘｲｾｷ 浪岡大字王余魚沢字片子都谷森､字小谷 縄文(中･後) 散布地

73 201403 細野大沢(1)遺跡 ﾎｿﾉｵｵｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字細野字大沢 縄文 散布地

73 201404 細野大沢(2)遺跡 ﾎｿﾉｵｵｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字細野字大沢 縄文(後)､平安 散布地

73 201405 細野大沢(3)遺跡 ﾎｿﾉｵｵｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字細野字大沢 縄文(後) 散布地

73 201406 相沢長沢遺跡 ｱｲｻﾞﾜﾅｶﾞｻﾜｲｾｷ 浪岡大字相沢字長沢 縄文､平安 散布地

72 201407 桃里(2)遺跡 ﾓﾓｻﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字北中野字桃里､字大沢 縄文(後)､平安 散布地

73 201408 杉ノ沢(2)遺跡 ｽｷﾞﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文(後) 散布地

73 201409 杉ノ沢(3)遺跡 ｽｷﾞﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字吉内字杉ノ沢 縄文 散布地

72 201410 女鹿沢遺跡 ﾒｶﾞｻﾜｲｾｷ 浪岡大字女鹿沢字稲本､字東早稲田 平安 散布地

72 201411 銀前田遺跡 ｼﾛｶﾞﾈﾏｴﾀﾞｲｾｷ 浪岡大字銀字前田､字稲田 平安 散布地

72 201412 樽沢村元(1)遺跡 ﾀﾙｻﾜﾑﾗﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元 縄文､平安 散布地

72 201413 杉沢板橋野山遺跡 ｽｷﾞｻﾜｲﾀﾊﾞｼﾉﾔﾏｲｾｷ 浪岡大字杉沢字大板橋 縄文(中･後)､平安 散布地

72 201414 岡田遺跡 ｵｶﾀﾞｲｾｷ 浪岡大字下石川字岡田 平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

72 201415 西増田遺跡 ﾆｼﾏｽﾀｲｾｷ 浪岡大字女鹿沢字西増田､字赤茶 縄文､平安 散布地

72 201416 大沼袋遺跡 ｵｵﾇﾏﾌﾞｸﾛｲｾｷ 浪岡大字下十川字大沼袋 平安 散布地

72 201417 社元遺跡 ｼｬﾓﾄｲｾｷ 浪岡大字高屋敷字社元､大字長沼字小沢 平安 散布地

61 201418 四ツ石(4)遺跡 ﾖﾂｲｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字四ツ石字里見 縄文(中) 散布地

60 201419 葛野(4)遺跡 ｸｽﾞﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大別内字葛野 平安 散布地

61 201420 合子沢山崎(2)遺跡 ｺﾞｳｼｻﾞﾜﾔﾏｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字合子沢字山崎 縄文(後) 散布地

39 201421 四戸橋富田遺跡 ｼﾄﾊﾞｼﾄﾐﾀｲｾｷ 大字四戸橋字富田 縄文(後)､中世 集落跡

60 201422 新城平岡(7)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾋﾗｵｶｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字新城字平岡 縄文(後)､平安 集落跡

72 201423 吉野田平野遺跡 ﾖｼﾉﾀﾞﾋﾗﾉｲｾｷ 浪岡大字吉野田字平野､字熊沢 平安 散布地

72 201424 天王遺跡 ﾃﾝﾉｳｲｾｷ 浪岡大字北中野字天王 平安 散布地

72 201425 扇田遺跡 ｵｳｷﾞﾀﾞｲｾｷ 浪岡大字下十川字扇田 平安 散布地

60 201426 葛野(5)遺跡 ｸｽﾞﾉｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字大別内字葛野 縄文､平安 散布地

60 201427 伊吹遺跡 ｲﾌﾞｷｲｾｷ 大字金浜字伊吹 縄文､平安 散布地

72 201428 中道遺跡 ﾅｶﾐﾁｲｾｷ 浪岡大字北中野字中道 平安 集落跡､社寺跡

72 201429 東早稲田遺跡 ﾋｶﾞｼﾜｾﾀﾞｲｾｷ 浪岡大字女鹿沢字東早稲田 平安 散布地

61 201430 大矢沢野田(2)遺跡 ｵｵﾔｻﾜﾉﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大矢沢字野田 縄文 狩猟場

60 201431 篠塚遺跡 ｼﾉﾂｶｲｾｷ 大字上野字篠塚 中世 集落跡

59 201432 山本(2)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字大釈迦字山本 縄文(中･後)､平安 集落跡

59 201433 山本(3)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字大釈迦字山本 縄文(後) 集落跡

72 201434 荷越沢遺跡 ﾆｺﾞｼｻﾞﾜｲｾｷ 浪岡大字吉野田字荷越沢 縄文(前･後･晩) 散布地

72 201435 女鹿沢野尻遺跡 ﾒｶﾞｻﾜﾉｼﾞﾘｲｾｷ 浪岡大字女鹿沢字野尻 平安 散布地

72 201436 樽沢村元(2)遺跡 ﾀﾙｻﾜﾑﾗﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元 平安 散布地

59 201437 山本(4)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 浪岡大字徳才子字山本 縄文(中･後)､平安 散布地

72 201438 本郷松元遺跡 ﾎﾝｺﾞｳﾏﾂﾓﾄｲｾｷ 浪岡大字本郷字松元 平安 散布地

61 201439 野田遺跡 ﾉﾀﾞｲｾｷ 大字野尻字野田 平安 集落跡

61 201440 月見野(7)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字駒込字月見野 縄文 散布地

61 201441 桜峯(3)遺跡 ｻｸﾗﾐﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字横内字桜峯 縄文(中) 散布地

73 201442 小牧野(3)遺跡 ｺﾏｷﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字野沢字小牧野 平安 散布地

60 201443 三内霊園(2)遺跡 ｻﾝﾅｲﾚｲｴﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三内字沢部 縄文(晩)､平安 散布地

73 201444 山吹(5)遺跡 ﾔﾏﾌﾞｷｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字大別内字山吹 縄文(中) 散布地

72 201445 樽沢村元(3)遺跡 ﾀﾙｻﾜﾑﾗﾓﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 浪岡大字樽沢字村元 平安 集落跡

48 201446 新城山田(10)遺跡 ｼﾝｼﾞｮｳﾔﾏﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字新城字山田 縄文 散布地

61 201447 東造道遺跡 ﾋｶﾞｼﾂｸﾘﾐﾁｲｾｷ 東造道2丁目､八重田2丁目､八重田3丁目 縄文 散布地

47 201448 カナクソ沢遺跡 ｶﾅｸｿｻﾜｲｾｷ 内真部字内真部山 不明 生産遺跡

弘　前　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

97 202001 沢部(1)遺跡 ｻﾜﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小栗山字沢部 縄文(中･後･晩)､弥生(後)､平安 集落跡

97 202002 沢部(2)遺跡 ｻﾜﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小栗山字沢部 縄文(前)､弥生(後) 散布地､集落跡

97 202003 天王沢遺跡 ﾃﾝﾉｳｻﾜｲｾｷ 大字小栗山字沢部 縄文(後･晩) 散布地

71 202004 桜山遺跡 ｻｸﾗﾔﾏｲｾｷ 大字糠坪字桜山 縄文(晩)､平安 散布地

71 202005 尾上山(1)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文(晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

70･71 202006 黄金山遺跡 ｺｶﾞﾈﾔﾏｲｾｷ 大字鬼沢字黄金山 縄文(前･後) 散布地

70 202007 大森勝山遺跡 ｵｵﾓﾘｶﾂﾔﾏｲｾｷ 大字大森字勝山 旧石器､縄文(前･後･晩) 集落跡､環状列石

70 202008 裸森遺跡 ﾊﾀﾞｶﾓﾘｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(中･後) 散布地､配石遺構

71 202009 大森中沼遺跡 ｵｵﾓﾘﾅｶﾇﾏｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文 集落跡

70 202010 十腰内(1)遺跡 ﾄｺｼﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 集落跡

70 202011 十腰内(2)遺跡 ﾄｺｼﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 集落跡

70 202012 巌鬼山神社元宮遺跡 ｶﾞﾝｷｻﾝｼﾞﾝｼﾞｬﾓﾄﾐﾔｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(中･後)､平安 散布地

71 202013 砂沢遺跡 ｽﾅｻﾞﾜｲｾｷ 大字三和字下池神 縄文(前･中･後･晩)､弥生(前)､平安 集落跡､生産遺跡

97 202014 大和沢沢田(1)遺跡 ｵｵﾜｻﾜｻﾜﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大和沢字沢田 縄文(後) 散布地

97 202015 野尻(1)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字一野渡字野尻 縄文(前･晩) 散布地

97 202016 一野渡山館遺跡 ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字一野渡字野尻 縄文(中) 散布地

84 202017 町田遺跡 ﾏﾁﾀﾞｲｾｷ 大字藤代字町田 平安 散布地

84 202018 独狐七面山遺跡 ﾄｯｺｼﾁﾒﾝｻﾞﾝｲｾｷ 大字独狐字山辺 縄文(前･中･後･晩) 散布地

84 202019 玄蕃館遺跡 ｹﾞﾝﾊﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字中別所字平山 縄文､平安 散布地

84 202020 別所森(1)遺跡 ﾍﾞｯｼｮﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中別所字平山 平安 散布地

84 202021 細越遺跡 ﾎｿｺﾞｴｲｾｷ 大字細越字宮本 平安 散布地

83 202022 館後新田遺跡 ﾀﾃｳｼﾛｼﾝﾃﾞﾝｲｾｷ 大字館後字新田 縄文､平安 散布地

83 202023 高野館遺跡 ｺｳﾔﾀﾞﾃｲｾｷ 大字国吉字耕田 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

83 202024 国吉板碑群遺跡 ｸﾆﾖｼｲﾀﾋﾞｸﾞﾝｲｾｷ 大字国吉字村元 中世 祭祀跡

83 202025 国吉経塚遺跡 ｸﾆﾖｼｷｮｳﾂﾞｶｲｾｷ 大字国吉字村元 平安 経塚

84･97 202026 若葉遺跡 ﾜｶﾊﾞｲｾｷ 大字若葉一､二丁目 縄文(前)､平安 散布地

83 202027 国吉館遺跡 ｸﾆﾖｼﾀﾞﾃｲｾｷ 大字国吉字坂本 縄文(後)､平安 城館跡

96 202028 平山館遺跡 ﾋﾗﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字桜庭字平山 縄文(後)､平安 城館跡

96 202029 吉川遺跡 ﾖｼｶﾜｲｾｷ 大字吉川 縄文(中･後) 散布地

96 202030 西沢館遺跡 ﾆｼｻﾞﾜﾀﾞﾃｲｾｷ 大字米ヶ袋 中世 城館跡

83 202031 黒土館遺跡 ｸﾛﾂﾁﾀﾞﾃｲｾｷ 大字黒土字山裾 縄文(後)､中世 城館跡

96 202032 番館遺跡 ﾊﾞﾝﾀﾞﾃｲｾｷ 大字番館 縄文(後)､平安 城館跡

98 202033 新館遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃｲｾｷ 大字石川字小山田 縄文(後)､平安 散布地

97 202034 旭ヶ丘遺跡 ｱｻﾋｶﾞｵｶｲｾｷ 大字旭ヶ丘二丁目 平安 散布地

98 202035 野崎館遺跡 ﾉｻﾞｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字石川字野崎 縄文(後)､平安 散布地

98 202036 深沢遺跡 ﾌｶｻﾞﾜｲｾｷ 大字石川字平野 平安 散布地､集落跡

85 202037 早稲田遺跡 ﾜｾﾀﾞｲｾｷ 大字福村字新舘添､字早稲田四丁目 弥生(中)､平安､中世 集落跡

98 202038 石川城跡 ｲｼｶﾜｼﾞｮｳｱﾄ 大字石川字大仏､字平山､字寺山､字小山田 縄文(中･後)､平安､中世､近世 散布地､城館跡

97 202039 笹森山遺跡 ｻｻﾓﾘﾔﾏｲｾｷ 大字小沢字山崎 縄文(後) 散布地

97 202040 久渡寺遺跡 ｸﾄﾞｼﾞｲｾｷ 大字久渡寺 縄文(前･中･後) 散布地

84 202041 野際遺跡 ﾉｷﾞﾜｲｾｷ 大字下湯口字野際 縄文 散布地

98 202042 寺ヶ沢遺跡 ﾃﾗｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字大沢字寺ヶ沢 縄文(後･晩)､平安 散布地

98 202043 堀越城跡 ﾎﾘｺｼｼﾞｮｳｱﾄ 大字堀越字柏田､大字川合字岡本 縄文(晩)､弥生(前･中)､平安､中世､近世 城館跡 史跡

85 202044 福村城跡 ﾌｸﾑﾗｼﾞｮｳｱﾄ 大字福村字新舘添 平安､中世､近世 散布地､城館跡

84 202045 螺喰遺跡 ﾆｼﾊﾞﾐｲｾｷ 大字外崎三丁目 平安 祭祀跡

98 202046 薬師堂元宮遺跡 ﾔｸｼﾄﾞｳﾓﾄﾐﾔｲｾｷ 大字薬師堂字南熊沢 平安 城館跡

98 202047 糠森遺跡 ﾇｶﾓﾘｲｾｷ 大字薬師堂字糠森 縄文 散布地
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84 202048 大久保(1)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大久保 縄文(晩) 散布地

84 202049 和泉遺跡 ﾜｲｽﾞﾐｲｾｷ 大字和泉一丁目 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

98 202050 八幡舘(1)遺跡 ﾔﾜﾀﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字乳井字沢田 平安 城館跡

98 202051 八幡舘(2)遺跡 ﾔﾜﾀﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字乳井字茶臼館､字古堂 縄文(後) 散布地

98 202052 大舘山遺跡 ｵｵﾀﾞﾃﾔﾏｲｾｷ 大字乳井字沢田 縄文(後)､平安 散布地､城館跡

98 202053 天池遺跡 ｱﾏｲｹｲｾｷ 大字乳井 縄文(後) 散布地

84 202054 平山(1)遺跡 ﾋﾗﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中別所字平山 平安 散布地

84 202055 平山(2)遺跡 ﾋﾗﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中別所字平山 縄文(後) 散布地

83 202056 山伏館遺跡 ﾔﾏﾌﾞｼﾀﾞﾃｲｾｷ 大字国吉字坂本 平安 城館跡

83 202057 桜庭館遺跡 ｻｸﾗﾊﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字桜庭 平安 城館跡

97 202058 鷹ノ巣遺跡 ﾀｶﾉｽｲｾｷ 大字松木平字鷹ノ巣 縄文(中･後･晩) 散布地

84 202059 三ッ森(1)遺跡 ﾐﾂﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字富栄字鳥羽 縄文(中) 散布地

84 202060 三ッ森(2)遺跡 ﾐﾂﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字富栄字鳥羽 縄文(中) 散布地

98 202061 堂ヶ平遺跡 ﾄﾞｳｶﾞﾀｲｲｾｷ 大字大沢 縄文､平安 散布地

71 202062 堂ヶ沢遺跡 ﾄﾞｳｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字鬼沢字山ノ越 縄文(中)､平安 散布地

71 202063 泉田遺跡 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲｾｷ 大字鬼沢字二千刈 縄文､平安､中世 集落跡､城館跡

84 202064 青柳舘遺跡 ｱｵﾔｷﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字下湯口字青柳 平安 城館跡

84 202065 三世寺遺跡 ｻﾝｾﾞｲｼﾞｲｾｷ 大字三世寺字色吉 縄文(前･中)､平安 散布地

70 202066 大石神社遺跡 ｵｵｲｼｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(晩) 散布地

84 202067 中崎舘遺跡 ﾅｶｻｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字中崎字川原田 縄文(後･晩)､弥生(前･後)､平安､中世 集落跡､城館跡

70 202068 手白森遺跡 ﾃｼﾛﾓﾘｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文 散布地

70 202069 甕子山遺跡 ｶﾒｺﾔﾏｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(晩) 散布地

84 202070 高長根(1)遺跡 ﾀｶﾅｶﾞﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中別所字向野 縄文(中･後･晩) 散布地

84 202071 高長根(2)遺跡 ﾀｶﾅｶﾞﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中別所字向野 縄文(中･後･晩) 集落跡

70 202072 常夜森遺跡 ｼﾞｮｳﾔﾓﾘｲｾｷ 大字十面沢字大面 縄文(晩) 散布地

71 202073 小友館遺跡 ｵﾄﾓﾀﾞﾃｲｾｷ 大字小友字宇田野 縄文(前･後･晩)､弥生(後)､奈良､平安､中世 集落跡､城館跡

84 202074 弘前城跡 ﾋﾛｻｷｼﾞｮｳｱﾄ
大字下白銀町､大字西茂森一､二丁目､大字南塘町､大字桶屋町､大字銅屋
町

縄文､平安､近世 城館跡 史跡

84 202075 蔵主町遺跡 ｸﾗﾇｼﾁｮｳｲｾｷ 大字蔵主町 縄文､近世 散布地

84 202076 緑町遺跡 ﾐﾄﾞﾘﾁｮｳｲｾｷ 大字緑町 縄文(晩) 散布地

84 202077 和徳町遺跡 ﾜﾄｸﾏﾁｲｾｷ 大字和徳町 縄文(中) 散布地､城館跡

84 202078 紙漉町遺跡 ｶﾐｽｷﾏﾁｲｾｷ 大字紙漉町 縄文(晩) 散布地

84 202079 新寺町遺跡 ｼﾝﾃﾗﾏﾁｲｾｷ 大字新寺町 縄文 散布地

84 202080 西茂森遺跡 ﾆｼｼｹﾞﾓﾘｲｾｷ 大字西茂森 平安 散布地

97 202081 小沢遺跡 ｺｻﾞﾜｲｾｷ 大字小沢 縄文(後･晩) 散布地

97 202082 鷲ノ巣(1)遺跡 ﾜｼﾉｽｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小栗山字鷲ノ巣､字小松ヶ沢 縄文(後)､弥生(後)､平安 集落跡

71 202083 牧野(1)遺跡 ﾏｷﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字楢木字牧野 縄文(前･中)､平安 散布地

71 202084 牧野(2)遺跡 ﾏｷﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字楢木字牧野 縄文(晩)､平安 散布地

71 202085 神原(1)遺跡 ｶﾝﾊﾞﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小友字神原 弥生(前) 散布地

98 202086 乳井神社遺跡 ﾆｭｳｲｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字乳井 平安 散布地

71 202087 笹館 ｻｻﾀﾞﾃ 大字笹舘字市原 縄文､平安 城館跡

98 202088 石川長者森遺跡 ｲｼｶﾜﾁｮｳｼﾞｬﾓﾘｲｾｷ 大字石川字長者森 旧石器､ 縄文(前)､弥生(後)､奈良､平安 散布地､城館跡
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71 202089 種市館 ﾀﾈｲﾁﾀﾞﾃ 大字種市 平安､中世 城館跡

71 202090 高杉館遺跡 ﾀｶｽｷﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文､平安､中世 散布地､城館跡

84 202091 中別所館遺跡 ﾅｶﾍﾞｯｼｮﾀﾞﾃｲｾｷ 大字宮舘字房崎 縄文(早･中･後･晩)､平安､中世 散布地､城館跡

84 202092 別所館 ﾍﾞｯｼｮﾀﾞﾃ 大字中別所字電 平安､中世 城館跡

84 202093 宮館遺跡 ﾐﾔﾀﾞﾃｲｾｷ 大字中別所字狐沢 縄文､平安､中世 散布地､城館跡

84 202094 折笠館 ｵﾘｶｻﾀﾞﾃ 大字折笠字宮川 平安､中世 城館跡

84 202095 志戸野沢館 ｼﾄﾉｻﾜﾀﾞﾃ 大字富栄字笹崎 平安､中世 城館跡

84 202096 蒔苗館 ﾏｶﾅｴﾀﾞﾃ 大字蒔苗字野田 平安､中世 散布地､城館跡

98 202097 大沢窯跡遺跡 ｵｵｻﾜｶﾏｱﾄｲｾｷ 大字大沢字鳥井長根 近世 窯跡

84 202098 笹森館遺跡 ｻｻﾓﾘﾀﾞﾃｲｾｷ 大字独狐字石田 縄文(前･中･晩)､奈良､平安､中世 集落跡､城館跡

84 202099 町田館 ﾏﾁﾀﾞﾀﾞﾃ 大字町田字山吹 平安､中世 城館跡

84 202100 船水館 ﾌﾅﾐｽﾞﾀﾞﾃ 大字船水字横船 平安､中世 城館跡

84 202101 藤代館 ﾌｼﾞｼﾛﾀﾞﾃ 大字藤代字川面 平安､中世 城館跡

85 202102 境関館 ｻｶｲｾﾞｷﾀﾞﾃ 大字境関字富岳 弥生､奈良､平安､中世 城館跡

85 202103 福村古館 ﾌｸﾑﾗﾌﾙﾀﾞﾃ 大字福村字俵元 平安､中世 城館跡

98 202104 乳井城 ﾆｭｳｲｼﾞｮｳ 大字薬師堂 平安､中世 城館跡

98 202105 乳井古館 ﾆｭｳｲﾌﾙﾀﾞﾃ 大字乳井字平山 平安､中世 城館跡

98 202106 乳井茶臼館 ﾆｭｳｲﾁｬｳｽﾀﾞﾃ 大字乳井字茶臼館 平安､中世 城館跡

97 202107 小栗山館遺跡 ｺｸﾞﾘﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字小栗山字沢部 縄文､平安､中世､近世 集落跡､城館跡

97 202108 大和沢館 ｵｵﾜｻﾜﾀﾞﾃ 大字一野渡字野尻 平安､中世 城館跡

97 202109 小沢館 ｺｻﾞﾜﾀﾞﾃ 大字小沢字前沢 平安､中世 城館跡

83 202110 坂本館 ｻｶﾓﾄﾀﾞﾃ 大字館後字新田 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(中)､平安､中世 城館跡

83 202111 古屋敷 ﾌﾙﾔｼｷ 大字国吉字村元 平安､中世 城館跡

84 202112 出間館 ｲﾂﾙﾏﾀﾞﾃ 大字銅屋町 縄文(後)､平安､近世 散布地､城館跡

84 202113 津軽山革秀寺庭園遺跡 ﾂｶﾞﾙｻﾝｶｸｼｭｳｼﾞﾃｲｴﾝｲｾｷ 大字藤代一丁目 近世 庭園

84 202114 高長根山城 ﾀｶﾅｶﾞﾈﾔﾏｼﾞｮｳ 大字中別所字向野 中世 城館跡

85 202115 高田遺跡 ﾀｶﾀﾞｲｾｷ 大字高田一丁目 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

71 202116 尾上山(2)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文､平安 散布地

71 202117 鬼沢猿沢(1)遺跡 ｵﾆｻﾞﾜｻﾙｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鬼沢字猿沢 縄文 集落跡

70 202118 猿沢(1)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(前･後･晩) 散布地

70 202119 猿沢(2)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩)､平安 散布地

70 202120 猿沢(3)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202121 猿沢(4)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202122 猿沢(5)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202123 猿沢(6)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202124 猿沢(7)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202125 猿沢(8)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202126 猿沢(9)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202127 猿沢(10)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202128 猿沢(11)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(前･後) 散布地

70 202129 猿沢(12)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202130 猿沢(13)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(晩) 散布地
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70 202131 猿沢(14)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202132 猿沢(15)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202133 猿沢(16)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(前･後) 散布地

70 202134 猿沢(17)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202135 猿沢(18)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(晩) 散布地

70 202136 猿沢(19)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202137 猿沢(20)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202138 猿沢(21)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202139 猿沢(22)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(晩)､平安 散布地

70 202140 猿沢(23)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 平安 散布地

70 202141 猿沢(24)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202142 猿沢(25)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202143 猿沢(26)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 平安 散布地

70 202144 猿沢(27)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202145 猿沢(28)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(前･後) 散布地

70 202146 猿沢(29)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202147 猿沢(30)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202148 猿沢(31)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(晩)､平安 散布地

70 202149 猿沢(32)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202150 猿沢(33)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202151 猿沢(34)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202152 猿沢(35)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202153 猿沢(36)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202154 猿沢(37)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

70 202155 猿沢(38)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(中･後) 散布地

70 202156 猿沢(39)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202157 猿沢(40)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(中･後) 散布地

70 202158 猿沢(41)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後) 散布地

57 202159 野中(1)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(後･晩) 散布地

57 202160 野中(2)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(前) 散布地

57 202161 野中(3)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(早) 散布地

57･70 202162 野中(4)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(後･晩) 散布地

57 202163 野中(5)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字十腰内字野中 平安 散布地

57 202164 野中(6)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(後･晩) 散布地

57 202165 野中(7)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(後･晩) 散布地

57 202166 野中(8)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文(後) 散布地

70 202167 野中(9)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字十腰内字野中 縄文 散布地

70 202168 狐森(1)遺跡 ｷﾂﾈﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字狐森 縄文(後) 散布地

70 202169 狐森(2)遺跡 ｷﾂﾈﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十面沢字狐森 平安 散布地

70 202170 狐森(3)遺跡 ｷﾂﾈﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十面沢字狐森 縄文(中･後) 散布地

70 202171 森田(1)遺跡 ﾓﾘﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字森田 縄文(後) 散布地

70 202172 森田(2)遺跡 ﾓﾘﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十面沢字森田 縄文(前) 散布地
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70 202173 浜妻ノ神(1)遺跡 ﾊﾏｻｲﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字浜妻ノ神 縄文(前) 散布地

70 202174 浜妻ノ神(2)遺跡 ﾊﾏｻｲﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十面沢字浜妻ノ神 縄文(後･晩) 散布地

70 202175 浜妻ノ神(3)遺跡 ﾊﾏｻｲﾉｶﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十面沢字浜妻ノ神 縄文(後) 散布地

70 202176 森田(3)遺跡 ﾓﾘﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十面沢字森田 平安 散布地

70 202177 森田(4)遺跡 ﾓﾘﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十面沢字森田 縄文(前) 散布地

70 202178 森田(5)遺跡 ﾓﾘﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字十面沢字森田 縄文(晩) 散布地

70 202179 浜妻ノ神(4)遺跡 ﾊﾏｻｲﾉｶﾐｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十面沢字浜妻ノ神 縄文(後･晩) 散布地

70 202180 大面遺跡 ｵｵﾂﾗｲｾｷ 大字十面沢字大面 縄文(晩) 散布地

70 202181 湯ヶ森(1)遺跡 ﾕｶﾞﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字湯ヶ森 平安 散布地

70 202182 湯ヶ森(2)遺跡 ﾕｶﾞﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十面沢字湯ヶ森 縄文(後･晩) 散布地

70 202183 湯ヶ森(3)遺跡 ﾕｶﾞﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十面沢字湯ヶ森 縄文(後) 散布地

70･71 202184 湯ヶ森(4)遺跡 ﾕｶﾞﾓﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十面沢字湯ヶ森 縄文(前･後) 散布地

70 202185 湯ヶ森(5)遺跡 ﾕｶﾞﾓﾘｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字十面沢字湯ヶ森 縄文(後･晩) 散布地

70 202186 十面沢沢田(1)遺跡 ﾄﾂﾗｻﾞﾜｻﾜﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字沢田 縄文(前･後) 散布地

70 202187 轡(1)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(晩) 散布地

70 202188 轡(2)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(晩) 散布地

70 202189 轡(3)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(晩) 散布地

70 202190 轡(4)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

70 202191 轡(5)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(後･晩) 散布地

70 202192 轡(6)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(晩) 散布地

70 202193 轡(7)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(後) 散布地

70 202194 轡(8)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(後) 散布地

70 202195 勝山(1)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(後) 散布地

70 202196 勝山(2)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大森字勝山 弥生 散布地

70 202197 轡(9)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(前) 散布地

70 202198 轡(10)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(前･後) 散布地

70 202199 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 大字十面沢字赤坂 縄文(前) 散布地

70 202200 轡(11)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字十面沢字轡 縄文(後･晩) 散布地

70 202201 十面沢沢田(2)遺跡 ﾄﾂﾗｻﾞﾜｻﾜﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字十面沢字沢田 縄文(晩) 散布地

70 202202 猿沢(42)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(後･晩) 散布地

70 202203 猿沢(43)遺跡 ｻﾙｻﾜｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字十腰内字猿沢 縄文(前･中) 散布地

71 202204 清水森西遺跡 ｼﾐｽﾞﾓﾘﾆｼｲｾｷ 大字十面沢字清水森 縄文(早･中･晩)､弥生､平安 散布地

84 202205 野脇(1)遺跡 ﾉﾜｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中崎字野脇 縄文(後･晩)､弥生､平安､中世､近世 散布地､集落跡

71 202206 清水森遺跡 ｼﾐｽﾞﾓﾘｲｾｷ 大字十面沢字清水森 縄文(中･後･晩) 散布地

71 202207 尾上山(3)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

71 202208 尾上山(4)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文(中･後)､平安 散布地

71 202209 宇田野(1)遺跡 ｳﾀﾞﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小友字宇田野 縄文､平安 散布地

84 202210 高杉神原遺跡 ﾀｶｽｷﾞｶﾝﾊﾞﾗｲｾｷ 大字高杉字神原 縄文､平安 散布地

84 202211 比内沢遺跡 ﾋﾅｲｻﾞﾜｲｾｷ 大字宮舘字比内沢 縄文､平安 散布地

84 202212 独狐遺跡 ﾄｯｺｲｾｷ 大字独狐字独狐森 縄文(草･早･前･中･後･晩)､平安､中世､近世 散布地､城館跡

71 202213 下恋塚遺跡 ｼﾓｺｲﾂﾞｶｲｾｷ 大字三和字下恋塚 縄文(前)､平安 集落跡

70 202214 轡(12)遺跡 ｸﾂﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字大森字勝山､大字十面沢字轡 縄文 散布地
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70 202215 勝山(3)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文 散布地

70 202216 森田(6)遺跡 ﾓﾘﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字十面沢字森田 縄文 散布地

71 202217 草薙(1)遺跡 ｸｻﾅｷﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大森字草薙 縄文 散布地

70 202218 草薙(2)遺跡 ｸｻﾅｷﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大森字草薙 縄文､平安 散布地

71 202219 草薙(3)遺跡 ｸｻﾅｷﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大森字草薙 縄文 散布地

71 202220 草薙(4)遺跡 ｸｻﾅｷﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大森字草薙 縄文 散布地

71 202221 宇田野(2)遺跡 ｳﾀﾞﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小友字宇田野 縄文､弥生､平安 散布地

71 202222 宇田野(3)遺跡 ｳﾀﾞﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字小友字宇田野 縄文 散布地

71 202223 尾上山(5)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文､平安 散布地

71 202224 萩原遺跡　　 ﾊｷﾞﾜﾗｲｾｷ 大字小友字萩原 縄文 散布地

83･84 202225 弥生平(1)遺跡 ﾔﾖｲﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 　　　 大字弥生字弥生平 縄文､弥生 散布地

84 202226 山下(1)遺跡 ﾔﾏｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高杉字山下 平安 散布地

84 202227 山下(2)遺跡 ﾔﾏｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高杉字山下 平安 散布地

84 202228 狐沢遺跡 ｷﾂﾈｻﾜｲｾｷ 大字折笠字狐沢､字三原 縄文(前･後)､平安 散布地

71 202229 鬼神社遺跡 ｷｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字鬼沢字菖蒲沢 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

84 202230 松笠森遺跡 ﾏﾂｶｻﾓﾘｲｾｷ 大字独狐字松ヶ沢 縄文､平安 散布地

84 202231 大久保(2)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大久保字西田 平安､中世 散布地

84 202232 大久保(3)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大久保字西田 平安 散布地

71 202233 福山(1)遺跡 ﾌｸﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字笹舘字福山 縄文 散布地

71 202234 福山(2)遺跡 ﾌｸﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字笹舘字福山 縄文､平安 散布地

71 202235 福山(3)遺跡 ﾌｸﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字笹舘字福山 平安 散布地

84 202236 寺沢(1)遺跡 ﾃﾗｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字清水富田字寺沢､大字常盤坂四丁目 平安 散布地

84 202237 中野(1)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字悪戸字中野 平安 散布地

84･97 202238 中野(2)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字悪戸字中野､大字下湯口字村元､字扇田 縄文､平安 散布地､集落跡

71 202239 長谷野遺跡 ﾊｾﾉｲｾｷ 大字高杉字牧野､字長谷野 縄文(中･後･晩)､平安､中世､近世 散布地

98 202240 梨子平(1)遺跡 ﾅｼｺﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大沢字梨子平 縄文(後)､平安 散布地

71 202241 福山(4)遺跡 ﾌｸﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字笹舘字福山 縄文(晩)､弥生､平安 散布地､集落跡

84 202242 寺沢(2)遺跡 ﾃﾗｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字清水富田字寺沢 縄文､平安 散布地

84 202243 常盤坂遺跡 ﾄｷﾜｻﾞｶｲｾｷ 大字常盤坂一丁目､四丁目 縄文､平安 散布地

85 202244 福富遺跡 ﾌｸﾄﾐｲｾｷ 大字福村字福富 平安 散布地

71 202245 山ノ越(1)遺跡 ﾔﾏﾉｺｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鬼沢字山ノ越 縄文(晩)､平安 集落跡

71 202246 市原(1)遺跡 ｲﾁﾊﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字笹舘字市原 平安 散布地

71 202247 市原(2)遺跡 ｲﾁﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字笹舘字市原､字福山 平安 散布地

71 202248 下池神遺跡 ｼﾓｲｹｶﾞﾐｲｾｷ 大字三和字下池神 縄文(前･中･後) 散布地

84 202249 油伝(1)遺跡 ｱﾌﾞﾗﾃﾞﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蒔苗字油伝 縄文(早･中･後)､平安､中世､近世 散布地､集落跡

84 202250 油伝(2)遺跡 ｱﾌﾞﾗﾃﾞﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蒔苗字油伝 縄文(後･晩)､平安､中世 散布地､集落跡

84 202251 堤田遺跡 ﾂﾂﾐﾀﾞｲｾｷ 大字蒔苗字鳥羽 平安 散布地

84 202252 鳥羽遺跡 ﾄﾘﾊﾞｲｾｷ 大字富栄字鳥羽 縄文､平安 散布地

97 202253 芦野(1)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字悪戸字芦野 縄文(中) 散布地

71 202254 大和田遺跡 ｵｵﾜﾀﾞｲｾｷ 大字笹舘字大和田 縄文(後)､平安 散布地

71 202255 加茂神社境内遺跡 ｶﾓｼﾞﾝｼﾞｬｹｲﾀﾞｲｲｾｷ 大字小友字宇田野 縄文(中)､平安 散布地

84 202256 平清水窯跡 ﾋﾗｼﾐｽﾞｶﾏｱﾄ 大字小人町､大字若党町 近世 窯跡
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84 202257 下川原窯跡 ｼﾀｶﾜﾗｶﾏｱﾄ 大字桔梗野一丁目 近世 窯跡

84 202258 悪戸青柳窯跡 ｱｸﾄﾞｱｵﾔｷﾞｶﾏｱﾄ 大字下湯口字青柳 近世､近代 窯跡

84 202259 悪戸野際窯跡 ｱｸﾄﾞﾉｷﾞﾜｶﾏｱﾄ 大字下湯口字扇田 近世､近代 窯跡

84 202260 悪戸扇田窯跡 ｱｸﾄﾞｵｵｷﾞﾀﾞｶﾏｱﾄ 大字下湯口字村元 近世､近代 窯跡

97 202261 扇田(1)遺跡 ｵｳｷﾞﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下湯口字扇田 縄文(中)､平安 散布地

97 202262 扇田(2)遺跡 ｵｳｷﾞﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下湯口字扇田 縄文(中･後)､平安､中世 集落跡

97 202263 扇田(3)遺跡 ｵｳｷﾞﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字下湯口字扇田､大字悪戸字中野 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

97 202264 芦野(2)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字悪戸字芦野 縄文(中) 散布地

97 202265 芦野(3)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字悪戸字芦野､字後沢 弥生(前) 散布地

97 202266 前萢遺跡 ﾏｴﾔﾁｲｾｷ 大字悪戸字前萢 縄文(中･後) 散布地

97 202267 小沢蟹沢遺跡 ｺｻﾞﾜｶﾆｻﾜｲｾｷ 大字小沢字蟹沢 縄文(中･後)､平安 散布地

97 202268 広野(1)遺跡 ﾋﾛﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小沢字広野､字御笠見 平安 散布地

71 202269 牧野(3)遺跡 ﾏｷﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字楢木字牧野､字島原､大字鬼沢字後田 縄文(晩)､平安 散布地

70 202270 草薙(5)遺跡 ｸｻﾅｷﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字大森字草薙 縄文(前･後) 散布地

70 202271 勝山(4)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(後) 散布地

70 202272 勝山(5)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(中･後･晩) 散布地

70 202273 勝山(6)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(中･後) 散布地

70 202274 勝山(7)遺跡 ｶﾂﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字大森字勝山 縄文(前･中･後･晩) 散布地

70 202275 貝沢(1)遺跡 ｶｲｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字貝沢字沢辺 縄文 散布地

70･71 202276 貝沢(2)遺跡 ｶｲｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字貝沢字沢辺 縄文(中) 散布地

71 202277 貝沢(3)遺跡 ｶｲｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字貝沢字沢辺 縄文 散布地

71 202278 貝沢(4)遺跡 ｶｲｻﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字貝沢字沢辺 縄文(後) 散布地

71 202279 貝沢(5)遺跡 ｶｲｻﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字貝沢字沢辺 縄文(晩) 散布地

71 202280 貝沢(6)遺跡 ｶｲｻﾞﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字貝沢字沢辺 縄文(後) 散布地

71 202281 神原(2)遺跡 ｶﾝﾊﾞﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小友字神原 縄文､平安 散布地

71 202282 神原(3)遺跡 ｶﾝﾊﾞﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字小友字神原 縄文(晩)､弥生(前)､平安 散布地

71 202283 神原(4)遺跡 ｶﾝﾊﾞﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字小友字神原 縄文(前) 散布地

71 202284 山ノ越(2)遺跡 ﾔﾏﾉｺｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鬼沢字山ノ越 縄文 散布地

71 202285 山ノ越(3)遺跡 ﾔﾏﾉｺｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字鬼沢字山ノ越 平安 散布地

71 202286 山ノ越(4)遺跡 ﾔﾏﾉｺｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字鬼沢字山ノ越 平安 散布地

71 202287 鬼沢猿沢(2)遺跡 ｵﾆｻﾞﾜｻﾙｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鬼沢字猿沢 縄文､平安 散布地

71 202288 鬼沢猿沢(3)遺跡 ｵﾆｻﾞﾜｻﾙｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字鬼沢字猿沢 縄文 散布地

71 202289 鬼沢猿沢(4)遺跡 ｵﾆｻﾞﾜｻﾙｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字鬼沢字猿沢 縄文､平安 散布地

71 202290 鬼沢猿沢(5)遺跡 ｵﾆｻﾞﾜｻﾙｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字鬼沢字猿沢 縄文､平安 散布地

84 202291 蒔苗鳥羽遺跡 ﾏｶﾅｴﾄﾘﾊﾞｲｾｷ 大字蒔苗字鳥羽 平安 散布地

71 202292 桂川遺跡 ｶﾂﾗｶﾞﾜｲｾｷ 大字青女子字桂川 平安 散布地

71･84 202293 阿部野遺跡 ｱﾍﾞﾉｲｾｷ 大字高杉字阿部野 縄文､平安 散布地

70 202294 尾上山(6)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文(中) 散布地

71 202295 尾上山(7)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文､平安 散布地

84 202296 赤井遺跡 ｱｶｲｲｾｷ 大字前坂字赤井 縄文(前)､平安 散布地

84 202297 野脇(2)遺跡 ﾉﾜｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中崎字野脇 縄文､平安 散布地

71 202298 尾上山(8)遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字高杉字尾上山 縄文(中) 散布地
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83 202299 弥生平(2)遺跡 ﾔﾖｲﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字弥生字弥生平 縄文(中)､弥生(前) 散布地

83 202300 弥生平(3)遺跡 ﾔﾖｲﾀﾞｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字弥生字弥生平､大字百沢字東岩木山 縄文(中) 散布地

84 202301 平山(3)遺跡 ﾋﾗﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字中別所字平山 縄文(中)､平安 散布地

84 202302 別所森(2)遺跡 ﾍﾞｯｼｮﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中別所字別所森 平安 散布地

84 202303 中別所野中遺跡 ﾅｶﾍﾞｯｼｮﾉﾅｶｲｾｷ 大字中別所字野中 平安 散布地

84 202304 電遺跡 ｲｶｽﾞﾁｲｾｷ 大字中別所字電 縄文 散布地

84 202305 浅井名遺跡 ｱｻｲﾅｲｾｷ 大字富栄字浅井名 縄文(前) 散布地

84 202306 宮舘沢遺跡 ﾐﾔﾀﾞﾃｻﾜｲｾｷ 大字宮舘字宮舘沢 縄文(中) 散布地

84 202307 松ヶ沢遺跡 ﾏﾂｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字独狐字松ケ沢 平安 散布地

85 202308 上川原遺跡 ｶﾐｶﾜﾗｲｾｷ 大字福村字上川原 平安 散布地

98 202309 南熊沢遺跡 ﾐﾅﾐｸﾏｻﾞﾜｲｾｷ 大字薬師堂字南熊沢 縄文 散布地

98 202310 犾舘遺跡 ｲﾀﾞﾃｲｾｷ 大字薬師堂字犾舘､字鳥屋 縄文､平安 散布地

98 202311 乳井沢田遺跡 ﾆｭｳｲｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字乳井字沢田 縄文 散布地

98 202312 西ノ沢(1)遺跡 ﾆｼﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字石川字西ノ沢 縄文(前) 散布地

98 202313 西ノ沢(2)遺跡 ﾆｼﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字石川字西ノ沢 縄文(晩) 散布地

98 202314 梨子平(2)遺跡 ﾅｼｺﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大沢字梨子平 縄文(中･後) 散布地

98 202315 大沢大久保遺跡 ｵｵｻﾜｵｵｸﾎﾞｲｾｷ 大字大沢字大久保 縄文(前) 散布地

97 202316 芹沢遺跡 ｾﾘｻﾞﾜｲｾｷ 大字小栗山字芹沢 縄文(後･晩)､平安 散布地

97 202317 鷲ノ巣(2)遺跡 ﾜｼﾉｽｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小栗山字鷲ノ巣 縄文､平安 散布地

97 202318 大和沢沢田(2)遺跡 ｵｵﾜｻﾜｻﾜﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大和沢字沢田 縄文(後･晩)､平安 散布地

83 202319 耕田(1)遺跡 ｺｳﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字国吉字耕田 縄文､平安 散布地

97 202320 芦野(4)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字悪戸字芦野 平安 散布地

97 202321 大和沢沢田(3)遺跡 ｵｵﾜｻﾜｻﾜﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大和沢字沢田 縄文､平安 散布地

97 202322 野尻(2)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字一野渡字野尻 縄文､平安 散布地

97 202323 野尻(3)遺跡 ﾉｼﾞﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字一野渡字野尻 縄文､平安 散布地

97 202324 赤沢遺跡 ｱｶｻﾞﾜｲｾｷ 大字坂元字赤沢 縄文､平安 散布地

97 202325 前沢遺跡 ﾏｴｻﾞﾜｲｾｷ 大字小沢字前沢 縄文､平安 散布地

97 202326 広野(2)遺跡 ﾋﾛﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小沢字広野 平安 散布地

83 202327 耕田(2)遺跡 ｺｳﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字国吉字耕田 縄文 散布地

83 202328 国吉下川原遺跡 ｸﾆﾖｼｼﾀｶﾞﾜﾗｲｾｷ 大字国吉字下川原 縄文(前)､平安 散布地

96 202329 高野山越(1)遺跡 ｺｳﾔﾔﾏｺｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高野字山越 縄文 散布地

83･96 202330 高野山越(2)遺跡 ｺｳﾔﾔﾏｺｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高野字山越 縄文(後) 散布地

96 202331 オツカ沢(1)遺跡 ｵﾂｶｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高野字オツカ沢 縄文(晩) 散布地

83 202332 オツカ沢(2)遺跡 ｵﾂｶｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高野字オツカ沢 縄文(中･後) 散布地

83 202333 吉川村下遺跡 ﾖｼｶﾜﾑﾗｼﾓｲｾｷ 大字吉川字村下 縄文､平安 散布地

83 202334 吉川山下遺跡 ﾖｼｶﾜﾔﾏｼﾓｲｾｷ 大字吉川字山下 縄文(後･晩) 散布地

83 202335 吉川山上遺跡 ﾖｼｶﾜﾔﾏｶﾐｲｾｷ 大字吉川字山上 平安 散布地

83 202336 川合遺跡 ｶﾜｱｲｲｾｷ 大字黒土字川合､字大道添 縄文(後･晩)､平安 散布地

83 202337 山裾遺跡 ﾔﾏｽｿｲｾｷ 大字黒土字山裾 平安 散布地

83 202338 外山遺跡 ｿﾄﾔﾏｲｾｷ 大字桜庭字外山 縄文､平安 散布地

96 202339 番館長田遺跡 ﾊﾞﾝﾀﾞﾃｵｻﾀﾞｲｾｷ 大字番館字長田 縄文(晩) 散布地

70 202340 湯の沢遺跡 ﾕﾉｻﾜｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(前･後･晩)､弥生 集落跡
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202341 欠番

83 202342 カラカ遺跡 ｶﾗｶｲｾｷ 大字常盤野 中世 城館跡

83 202343 常盤野遺跡 ﾄｷﾜﾉｲｾｷ 大字常盤野字湯段萢 平安 集落跡

83 202344 根の山遺跡 ﾈﾉﾔﾏｲｾｷ 大字百沢字山田 縄文(晩) 散布地､配石遺構

83 202345 小森山西部遺跡 ｺﾓﾘﾔﾏｾｲﾌﾞｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(後) 散布地

83 202346 小森山東部遺跡 ｺﾓﾘﾔﾏﾄｳﾌﾞｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(後･晩) 散布地

83 202347 百沢寺沢(1)遺跡 ﾋｬｸｻﾞﾜﾃﾗｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字百沢字寺沢 縄文(後･晩) 散布地

83 202348 岩木山神社元宮遺跡 ｲﾜｷﾔﾏｼﾞﾝｼﾞｬﾓﾄﾐﾔｲｾｷ 大字百沢字寺沢 縄文､平安 散布地

83 202349 獅子沢遺跡 ｼｼｻﾞﾜｲｾｷ 大字高岡字獅子沢 縄文(後)､平安 散布地

83 202350 一本木沢遺跡 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(中･後･晩) 集落跡

83 202351 薬師遺跡 ﾔｸｼｲｾｷ 大字新岡字片付 縄文(前･中･後･晩)､弥生(前･中) 集落跡

83 202352 新法師遺跡 ｼﾝﾎﾞｳｼｲｾｷ 大字新法師 中世､近世 墳墓

84 202353 荒神山遺跡 ｺｳｼﾞﾝﾔﾏｲｾｷ 大字八幡字長沢 縄文､平安､中世 集落跡､社寺跡､墳墓

83 202354 小松野(1)遺跡 ｺﾏﾂﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字百沢字小松野 縄文(後) 散布地

83 202355 新法師経塚遺跡 ｼﾝﾎﾞｳｼｷｮｳﾂﾞｶｲｾｷ 大字新法師字泉 不明 経塚

83 202356 追子森遺跡 ｵｲｺﾓﾘｲｾｷ 大字百沢 平安 城館跡

83 202357 向野遺跡 ﾑｶｲﾉｲｾｷ 大字新法師 縄文(後) 散布地

84 202358 高舘遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｲｾｷ 大字五代 縄文(後)､平安､中世 城館跡

84 202359 上新岡館 ｶﾐﾆｲｵｶﾀﾞﾃ 大字新岡字山本 中世 城館跡

84 202360 下新岡館 ｼﾓﾆｲｵｶﾀﾞﾃ 大字新岡字萩流 中世 城館跡

84 202361 八幡館 ﾔﾜﾀﾀﾞﾃ 大字八幡字古喜田 縄文(中)､平安､中世 城館跡

84 202362 大浦城跡 ｵｵｳﾗｼﾞｮｳｱﾄ 大字五代字早稲田 平安､中世 城館跡

84 202363 築館 ﾂｷﾀﾞﾃ 大字五代字山本 中世 城館跡

84 202364 一町田館 ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾀﾞﾃ 大字一町田字村元 中世 城館跡

84 202365 葛󠄀原館 ｸｽﾞﾜﾗﾀﾞﾃ 大字宮地 中世 城館跡

84 202366 山下館 ﾔﾏｼﾀﾀﾞﾃ 大字如来瀬字種本 中世 城館跡

83 202367 上黒沢遺跡 ｶﾐｸﾛｻﾜｲｾｷ 大字常盤野字上黒沢 平安 散布地

83 202368 山田遺跡 ﾔﾏﾀﾞｲｾｷ 大字百沢字山田 縄文 散布地

83 202369 東岩木山(1)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(中) 散布地

83 202370 東岩木山(2)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文､平安 散布地

83 202371 東岩木山(3)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文､弥生 散布地

83 202372 東岩木山(4)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文 散布地

83 202373 東岩木山(5)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文 散布地

84 202374 外の沢(1)遺跡 ｿﾄﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字新岡字外の沢 縄文(晩) 散布地

83 202375 平見岱遺跡 ﾋﾗﾐﾀﾞｲｲｾｷ 大字百沢字裾野､字三本柳 縄文(後)､平安 散布地

83 202376 茂上(1)遺跡 ﾓｶﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字葛原字茂上 縄文 散布地

83･84 202377 茂上(2)遺跡 ﾓｶﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字葛原字茂上 縄文(後) 散布地

84 202378 五代山本(1)遺跡 ｺﾞﾀﾞｲﾔﾏﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字五代字山本 平安 散布地

84 202379 五代山本(2)遺跡 ｺﾞﾀﾞｲﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字五代字山本 縄文 散布地

84 202380 松本遺跡 ﾏﾂﾓﾄｲｾｷ 大字横町字松本 縄文(中)､平安 散布地

84 202381 平塚(1)遺跡 ﾋﾗﾂｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字八幡字平塚 平安 散布地

84 202382 村元遺跡 ﾑﾗﾓﾄｲｾｷ 大字一町田字村元 平安 散布地
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84 202383 浅井遺跡 ｱｻｲｲｾｷ 大字一町田字浅井 縄文(中)､平安 散布地

84 202384 長田遺跡 ｵｻﾀﾞｲｾｷ 大字鳥井野字長田 平安 散布地

84 202385 種本遺跡 ﾀﾈﾓﾄｲｾｷ 大字如来瀬字種本 平安 散布地

84 202386 石堂遺跡 ｲｾﾄﾞｳｲｾｷ 大字湯口字二ノ安田 縄文(後･晩) 散布地､墳墓

84 202387 茶臼館遺跡 ﾁｬｳｽﾀﾞﾃｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(後)､平安､中世 城館跡

97 202388 湯口長根遺跡 ﾕｸﾞﾁﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(後) 散布地

84･97 202389 五所神社遺跡 ｺﾞｼｮｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字五所字野沢 縄文(後)､平安 散布地

97 202390 蟹沢遺跡 ｶﾆｻﾜｲｾｷ 大字五所字野沢 平安 散布地

97 202391 湯口鉱泉遺跡 ﾕｸﾞﾁｺｳｾﾝｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(後･晩) 散布地

97 202392 相馬大森(1)遺跡 ｿｳﾏｵｵﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字水木在家字桜井 縄文(中) 散布地

97 202393 相馬大森(2)遺跡 ｿｳﾏｵｵﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字水木在家字桜井 縄文(晩) 散布地

97 202394 相馬大森(3)遺跡 ｿｳﾏｵｵﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字水木在家字桜井 縄文(後)､平安 散布地

97 202395 相馬大森(4)遺跡 ｿｳﾏｵｵﾓﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字水木在家字桜井 縄文(中･晩) 散布地

83･84 202396 幸神遺跡 ｻｲﾉｶﾐｲｾｷ 大字紙漉沢字堰根 縄文(中･後) 集落跡

84 202397 白山堂遺跡 ﾊｸｻﾝﾄﾞｳｲｾｷ 大字紙漉沢字山越 縄文(晩)､奈良､平安 散布地

84 202398 及位(1)遺跡 ﾉｽﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字紙漉沢字山越 縄文(晩)､平安 散布地

84･97 202399 及位(2)遺跡 ﾉｽﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字紙漉沢字山越 平安 散布地

97 202400 舘の下遺跡 ﾀﾃﾉｼﾀｲｾｷ 大字紙漉沢字山越 平安 散布地

96･97 202401 野田遺跡 ﾉﾀﾞｲｾｷ 大字藤沢字野田 縄文(後)､平安 散布地､城館跡

96 202402 大助遺跡 ｵｵｽｹｲｾｷ 大字大助字野田 縄文(前･中･後) 散布地

96 202403 沢田遺跡 ｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字沢田字葚沢 縄文(中･後) 散布地

96 202404 鉢呑沢遺跡 ﾊﾁﾉﾐｻﾜｲｾｷ 大字沢田字鉢呑沢 縄文(後) 散布地

96 202405 篦九枚遺跡 ﾋﾗｸﾏｲｲｾｷ 大字相馬字篦九枚 縄文(後) 散布地

96 202406 竜ケ平(1)遺跡 ﾘｭｳｹﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字相馬字竜ケ平 縄文(中･後)､平安 散布地､城館跡

96 202407 一丁木遺跡 ｲｯﾁｮｳｷﾞｲｾｷ 大字相馬字一丁木 縄文(後･晩) 散布地

96 202408 鴫ヶ沢(1)遺跡 ｼｷﾞｶﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字相馬字鴫ヶ沢 縄文(前･後)､平安 散布地

96 202409 鴫ヶ沢(2)遺跡 ｼｷﾞｶﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相馬字鴫ヶ沢 縄文(後･晩) 散布地

96 202410 鴫ヶ沢(3)遺跡 ｼｷﾞｶﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字相馬字鴫ヶ沢 縄文(後･晩) 散布地

96 202411 薬師平(1)遺跡 ﾔｸｼﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字相馬字薬師平 縄文(後) 散布地

96 202412 薬師平(2)遺跡 ﾔｸｼﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相馬字薬師平 縄文(晩) 散布地

96 202413 舟打遺跡 ﾌﾅｳﾁｲｾｷ 大字沢田字萱萢 縄文(後) 散布地

97 202414 関ヶ平遺跡 ｾｷｶﾞﾀｲｲｾｷ 大字藍内字関ヶ平 縄文(後) 散布地

84 202415 里見館 ｻﾄﾐﾀﾞﾃ 大字五所字里見 中世 城館跡

84･97 202416 紙漉沢館 ｶﾐｽｷｻﾜﾀﾞﾃ 大字紙漉沢字山越 中世 城館跡

97 202417 水木館 ﾐｽﾞｷﾀﾞﾃ 大字水木在家字桜井 平安､中世 城館跡

96 202418 不動洞窟 ﾌﾄﾞｳﾄﾞｳｸﾂ 大字大助字竜ノ口 縄文(前･後) 洞窟遺跡

84･97 202419 長慶天皇御陵墓参考地遺跡 ﾁｮｳｹｲﾃﾝﾉｳｺﾞﾘｮｳﾎﾞｻﾝｺｳﾁｲｾｷ 大字紙漉沢字山越 中世 墳墓

97 202420 一ノ下り山(1)遺跡 ｲﾁﾉｻｶﾞﾘﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前･後)､平安 集落跡

97 202421 一ノ下り山(2)遺跡 ｲﾁﾉｻｶﾞﾘﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(中･後) 散布地

97 202422 一ノ下り山(3)遺跡 ｲﾁﾉｻｶﾞﾘﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(早･前･後)､平安 散布地

97 202423 桜井遺跡 ｻｸﾗｲｲｾｷ 大字水木在家字桜井 縄文(後)､平安 散布地

70 202424 東岩木山(6)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(中･後･晩) 散布地
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83 202425 東岩木山(7)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(中･後) 散布地

83 202426 東岩木山(8)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(後) 散布地

83 202427 東岩木山(9)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文 散布地

83 202428 東岩木山(10)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(中･後･晩) 散布地

83 202429 東岩木山(11)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(晩) 散布地

83 202430 東岩木山(12)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(中･後･晩) 散布地

84 202431 城下町本町遺跡 ｼﾞｮｳｶﾏﾁﾎﾝﾁｮｳｲｾｷ 大字本町 近世 城下町

84 202432 外の沢(2)遺跡 ｿﾄﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新岡字外の沢 縄文(前･後) 散布地

83 202433 外の沢(3)遺跡 ｿﾄﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字新岡字外の沢 縄文(前･晩) 散布地

84 202434 茂上(3)遺跡 ﾓｶﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字葛原字茂上 縄文(中･後)､平安 散布地

84 202435 平岡遺跡 ﾋﾗｵｶｲｾｷ 大字鼻和字平岡 平安 散布地

84 202436 西田遺跡 ﾆｼﾀｲｾｷ 大字鼻和字西田 縄文､平安 散布地

84 202437 長沢遺跡 ﾅｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字八幡字長沢 縄文(晩)､平安 散布地

84 202438 平塚(2)遺跡 ﾋﾗﾂｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字八幡字平塚 平安 散布地

84 202439 左り田遺跡 ﾋﾀﾞﾘﾀｲｾｷ 大字龍ノ口字左り田 平安 散布地

84 202440 大久保平遺跡 ｵｵｸﾎﾞﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字如来瀬字大久保平 縄文 散布地

84 202441 沼田遺跡 ﾇﾏﾀｲｾｷ 大字五代字沼田 平安 散布地

83･84 202442 従弟沢遺跡 ｲﾄｺｻﾞﾜｲｾｷ 大字五代字従弟沢 縄文(後)､平安 散布地

84 202443 宮本遺跡 ﾐﾔﾓﾄｲｾｷ 大字宮地字宮本 縄文､平安 散布地

97 202444 相馬野脇遺跡 ｿｳﾏﾉﾜｷｲｾｷ 大字相馬字野脇 縄文 散布地

83 202445 百沢寺沢(2)遺跡 ﾋｬｸｻﾞﾜﾃﾗｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字百沢字寺沢 平安 散布地

83 202446 東岩木山(13)遺跡 ﾋｶﾞｼｲﾜｷｻﾝｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字百沢字東岩木山 縄文(後･晩) 散布地

83 202447 小松野(2)遺跡 ｺﾏﾂﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字百沢字小松野 縄文(晩) 散布地

83 202448 大平野遺跡 ｵｵﾋﾗﾉｲｾｷ 大字百沢字大平野 縄文(後)､平安 散布地

83 202449 三本柳遺跡 ｻﾝﾎﾞﾝﾔﾅｷﾞｲｾｷ 大字百沢字三本柳 縄文(後･晩) 散布地

97 202450 鷲ノ巣(3)遺跡 ﾜｼﾉｽｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大和沢字鷲ノ巣 縄文(中･後)､弥生(後) 集落跡

97 202451 一ノ松本遺跡 ｲﾁﾉﾏﾂﾓﾄｲｾｷ 大字黒滝字一ノ松本 平安 散布地

84 202452 如来瀬石切丁場跡 ﾆｮﾗｲｾｲｼｷﾘﾁｮｳﾊﾞｱﾄ 大字如来瀬字山田 近世 生産遺跡

84 202453 外の沢(4)遺跡 ｿﾄﾉｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字新岡字外の沢 縄文(前･中･後) 散布地､集落跡

84 202454 外の沢(5)遺跡 ｿﾄﾉｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字新岡字外の沢 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

70 202455 狐森(4)遺跡 ｷﾂﾈﾓﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字十面沢字狐森 縄文(後) 散布地

96 202456 竜ケ平(2)遺跡 ﾘｭｳｹﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相馬字竜ケ平 縄文(後･晩)､平安 散布地

97 202457 扇田(4)遺跡 ｵｳｷﾞﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字下湯口字扇田 縄文(前･中) 散布地

84 202458 平山(4)遺跡 ﾋﾗﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字中別所字平山 縄文 散布地

97 202459 一ノ下り山(4)遺跡 ｲﾁﾉｻｶﾞﾘﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字湯口字一ノ下り山 縄文(前･後･晩)､平安 散布地

84 202460 鳴瀬遺跡 ﾅﾙｾｲｾｷ 大字三世寺字鳴瀬 平安､中世 集落跡

八　戸　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

106 203001 蕪島遺跡 ｶﾌﾞｼﾏｲｾｷ 大字鮫町字鮫 縄文(早)､弥生 散布地

106 203002 綣久保遺跡 ﾍｿｸﾎﾞｲｾｷ 大字鮫町字綣久保､字大開 縄文(前･中･後) 散布地

106 203003 林通り遺跡 ﾊﾔｼﾄﾞｵﾘｲｾｷ 大字鮫町字林通 縄文(中) 貝塚



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

106 203004 盲久保遺跡 ﾒｸﾗｸﾎﾞｲｾｷ 大字鮫町字下松苗場 縄文(後) 散布地

106 203005 古馬屋遺跡 ﾌﾙﾏﾔｲｾｷ 大字鮫町字古馬屋 縄文(早) 散布地

106 203006 白浜遺跡 ｼﾗﾊﾏｲｾｷ 大字鮫町字姥懷､字日蔭沢 縄文(早) 散布地

106 203007 ハン木沢遺跡 ﾊﾝｷｻﾞﾜｲｾｷ 大字鮫町字ハン木沢､字ハンノ木沢 縄文(早) 散布地

106 203008 冷水遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 大字鮫町字冷水､字小長根 縄文(早･前･中) 散布地

106 203009 下松苗場遺跡 ｼﾓﾏﾂﾅｴﾊﾞｲｾｷ 大字鮫町字蟻子､字上松苗場 縄文(早) 散布地

106 203010 小舟渡平遺跡 ｺﾌﾅﾄﾞﾀｲｲｾｷ 大字鮫町字先祖ヶ久保､字日蔭沢 縄文(早) 散布地

106･120 203011 熊ノ林遺跡 ｸﾏﾉﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字鮫町字熊野林､字堀込下 縄文(前･中･晩) 貝塚

120 203012 骨沢(1)遺跡 ﾎﾈｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鮫町字骨沢 縄文(中･後･晩) 貝塚

119 203013 中居遺跡 ﾅｶｲｲｾｷ 大字是川字中居､字長田沢 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡 史跡

119 203014 一王寺遺跡 ｲﾁｵｳｼﾞｲｾｷ 大字是川字一王寺､字中居､字横山､字寺ノ沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前)､奈良､平安､近世 散布地､集落跡 史跡

119 203015 田中遺跡 ﾀﾅｶｲｾｷ 大字是川字小林､字田中､字寺ノ沢 縄文(中) 散布地､集落跡､貝塚

120 203016 留流遺跡 ﾄﾒﾅｶﾞﾚｲｾｷ 大字十日市字留流､字風山､字押口､大字是川字長根､大字松館字水野平 縄文(前･中) 散布地

120 203017 東母袋子遺跡 ﾋｶﾞｼﾎﾛｺｲｾｷ 大字是川字東母袋子､字白蛇久保､字水野､字横道 縄文(晩) 散布地

203018 欠番

120 203019 蟹沢遺跡 ｶﾆｻﾜｲｾｷ 大字妙字蟹沢 縄文(前･中･後) 集落跡

120 203020 蟹沢窯跡 ｶﾆｻﾜｶﾏｱﾄ 大字妙字蟹沢 近世 窯跡

105 203021 糠塚遺跡 ﾇｶﾂﾞｶｲｾｷ 長者三丁目 縄文(後) 散布地

106 203022 帽子屋敷貝塚 ﾎﾞｯﾁﾔｼｷｶｲﾂﾞｶ 類家二丁目 縄文(早) 貝塚

120 203023 赤御堂遺跡 ｱｶﾐﾄﾞｳｲｾｷ 大字十日市字赤御堂､字上樋田 縄文(早) 集落跡､貝塚

120 203024 館平遺跡 ﾀﾃﾋﾗｲｾｷ 大字新井田字館平､字館下､字外館､字古戸沢､字前田､字市子林 縄文(早･中･後)､平安､中世 集落跡､城館跡

119 203025 鹿島沢古墳 ｶｼﾏｻﾜｺﾌﾝ 大字沢里字鹿島沢､字鍋久保 縄文､奈良､平安 古墳

119 203026 八幡遺跡 ﾔﾜﾀｲｾｷ 大字八幡字館ノ下､字八幡丁 縄文(晩)､弥生(前)､奈良､平安､中世､近世 集落跡､社寺跡

105 203027 日計遺跡 ﾋﾊﾞｶﾘｲｾｷ 大字河原木字小田平 縄文(早) 散布地

105 203028 長七谷地貝塚 ﾁｮｳｼﾁﾔﾁｶｲﾂﾞｶ 桔梗野工業団地三丁目 縄文(早･後) 貝塚 史跡

120 203029 水野遺跡 ﾐｽﾞﾉｲｾｷ 大字是川字卯花木長根 縄文 散布地

120 203030 田向遺跡 ﾀﾑｶｲｲｾｷ 田向二丁目､三丁目 縄文(早･前･後)､弥生(前)､古墳､平安､中世､
近世

集落跡

106 203031 野馬小屋遺跡 ﾉﾊﾞｺﾞﾔｲｾｷ 大字大久保字野馬小屋､字生平､大字白銀町字佐部長根 縄文(後)､弥生 散布地

119･120 203032 石手洗遺跡 ｲｼﾃｱﾗｲｲｾｷ 大字石手洗字上平､字上石手洗､字上長根 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

106･120 203033 重地遺跡 ｼｹﾁｲｾｷ 大字新井田字重地､字石動木､字寺ノ上､字松山 縄文 集落跡

119 203034 田面木遺跡 ﾀﾓﾉｷｲｾｷ 大字田面木字外久保､字上野道下タ､字沼ノ平､字山道下タ､字神明沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 散布地､集落跡

119 203035 直渡(1)遺跡 ｽｶﾞﾜﾀﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字櫛引字直渡 縄文(前･中) 散布地

120 203036 骨沢(2)遺跡 ﾎﾈｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鮫町字骨沢 縄文 散布地

119 203037 鍋久保遺跡 ﾅﾍﾞｸﾎﾞｲｾｷ 大字沢里字上沢内､字沢里山 縄文(後) 散布地

119 203038 千石屋敷遺跡 ｾﾝｺﾞｸﾔｼｷｲｾｷ 大字八幡字五日町､字八幡丁、大字林崎字館ノ下 縄文(晩)､奈良､平安､中世､近世 散布地､集落跡

120 203039 市子林遺跡 ｲﾁｺﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字新井田字市子林､字石仏､字大字妙字古戸､字油久保､字市子林 縄文(早･前･中･後･晩)､古墳､奈良､平安､中世､近世 集落跡

105 203040 笹ノ沢(1)遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢 縄文､平安 散布地

105 203041 笹ノ沢(2)遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢 縄文(前･中) 集落跡

105 203042 笹ノ沢(3)遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尻内町字下毛合清水 縄文(早･前･中･後) 集落跡

105 203043 古場蔵(1)遺跡 ｺﾊﾞｿﾞｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字市川町字古場蔵､字田ノ沢 平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

105 203044 古場蔵(2)遺跡 ｺﾊﾞｿﾞｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大字市川町字田ノ沢 平安 散布地

105 203045 中熊ノ沢遺跡 ﾅｶｸﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字尻内町字中熊ノ沢 縄文､奈良 散布地

105 203046 北熊ノ沢(1)遺跡 ｷﾀｸﾏﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字北熊ノ沢 縄文､平安 散布地

105 203047 田端山遺跡 ﾀﾊﾞﾀﾔﾏｲｾｷ 大字尻内町字田端山 平安 散布地

105 203048 泉沢(1)遺跡 ｲｽﾞﾐｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字泉沢 縄文(前･中) 散布地

105 203049 泉沢(2)遺跡 ｲｽﾞﾐｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字泉沢 縄文(前)､奈良 散布地

105 203050 泉沢(3)遺跡 ｲｽﾞﾐｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尻内町字泉沢､字下平添､字滝谷沢 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

105 203051 西熊ノ沢遺跡 ﾆｼｸﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字尻内町字熊ノ沢､字狼走､字中熊ノ沢､字福田地 縄文､平安 散布地

105 203052 南大谷地遺跡 ﾐﾅﾐｵｵﾔﾁｲｾｷ 大字市川町字南大谷地 弥生 散布地

119 203053 岩ノ沢平遺跡 ｲﾜﾉｻﾜﾀｲｲｾｷ 大字櫛引字岩沢平､字ミタラセ､字穂良 平安 集落跡

105 203054 大仏遺跡 ﾀﾞｲﾌﾞﾂｲｾｷ 大字尻内町字大仏､字館ノ後､字四ツ神､字柳館 縄文､平安､中世 集落跡､城館跡

105 203055 和野前山遺跡 ﾜﾉﾏｴﾔﾏｲｾｷ 大字市川町字和野前山､字尻引堤下､字鍋沢尻 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

119 203056 白椛遺跡 ｼﾗｶﾊﾞｲｾｷ 大字櫛引字白椛 縄文(後･晩)､奈良､平安 散布地

105 203057 売場遺跡 ｳﾘﾊﾞｲｾｷ 大字河原木字見立山､字簀子渡 縄文(早･前･晩)､奈良､平安 集落跡

119 203058 一日市遺跡 ﾋﾄｲﾁｲｾｷ 大字櫛引字一日市､字荒猪沢､字上館場､字大明神 縄文(早･前･中)､奈良､平安､中世､近世 散布地

119 203059 昼場遺跡 ﾋﾙﾊﾞｲｾｷ 大字櫛引字上明戸 縄文(前･中･後･晩)､弥生 散布地

120 203060 石橋遺跡 ｲｼﾊﾞｼｲｾｷ 大字新井田字石橋､字妻ノ神､字外久保､字長宝野､字朴木沢 平安 集落跡

120 203061 細越遺跡 ﾎｿｺﾞｴｲｾｷ 大字松館字細越 奈良､平安 散布地

120 203062 松館遺跡 ﾏﾂﾀﾞﾃｲｾｷ 大字松館字門前､字赤羽根､字夏川戸 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 集落跡､貝塚

119 203063 堀田遺跡 ﾎｯﾀｲｾｷ 大字是川字堀田､字権現堂､字田向 縄文(中･後･晩) 散布地 史跡

105 203064 根城跡 ﾈｼﾞｮｳｱﾄ 大字根城字根城､字下町､字西ノ沢､字東構､根城七～九丁目 縄文(早)､飛鳥､奈良､平安､中世 城館跡 史跡

119 203065 小峠一里塚 ｺﾄｳｹﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字是川字小峠､字田子沢 近世 一里塚

203066 欠番

120 203067 天摩一里塚 ﾃﾝﾏｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字十日市字天摩 近世 一里塚 県史跡

120 203068 松ヶ崎遺跡 ﾏﾂｶﾞｻｷｲｾｷ 大字十日市字松ケ崎､字長根､字風浚､字姥岩､字西､字登手 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 集落跡､貝塚

105･119 203069 牛ヶ沢(1)遺跡 ｳｼｶﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字根城字大久保､字中崎 縄文(前･後･晩)､平安 散布地

106 203070 中崎遺跡 ﾅｶｻｷｲｾｷ 大字鮫町字中崎 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､続縄文 散布地

119 203071 上野平(1)遺跡 ｳﾜﾉﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田面木字上野平､大字八幡字八森 縄文(後･晩)､平安 散布地

203072 欠番

119 203073 盲堤沢(1)遺跡 ﾒｸﾗﾂﾂﾐｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田面木字盲堤沢 平安 散布地

119 203074 盲堤沢(2)遺跡 ﾒｸﾗﾂﾂﾐｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田面木字盲堤沢､字十文字平､大字坂牛字徳良窪 縄文(後) 散布地

119 203075 盲堤沢(3)遺跡 ﾒｸﾗﾂﾂﾐｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字田面木字十文字平 縄文(後) 集落跡

119 203076 盲堤沢(4)遺跡 ﾒｸﾗﾂﾂﾐｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字田面木字長者森 縄文(中･後)､平安 散布地

119 203077 酒美平遺跡 ｻｶﾐﾀｲｲｾｷ 大字田面木字酒美平､字美濃助平 縄文(早･前･中･後)､飛鳥､奈良､平安 集落跡

119 203078 田面木赤坂(1)遺跡 ﾀﾓﾉｷｱｶｻｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田面木字赤坂 縄文(後)､平安 散布地

119 203079 田面木赤坂(2)遺跡 ﾀﾓﾉｷｱｶｻｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田面木字前平 縄文(後)､平安 散布地

105･119 203080 田面木赤坂(3)遺跡 ﾀﾓﾉｷｱｶｻｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字田面木字赤坂 縄文(後)､平安 散布地

119 203081 鶉窪遺跡 ｳｽﾞﾗｸﾎﾞｲｾｷ 大字田面木字鶉窪 縄文(後)､弥生､奈良 集落跡

105 203082 大久保(1)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 根城七丁目 縄文(後･晩) 散布地

119 203083 内沢遺跡 ｳﾁｻﾜｲｾｷ 大字根城字内沢､字馬場頭 縄文(後) 散布地

119 203084 牛ヶ沢(2)遺跡 ｳｼｶﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字根城字牛ケ沢 縄文(後) 散布地

119 203085 牛ヶ窪(1)遺跡 ｳｼｶﾞｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字根城字牛ケ窪 縄文(後･晩)､平安 散布地
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119 203086 大久保(2)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字根城字大久保､字牛ケ窪 縄文(後･晩)､平安 散布地

119 203087 牛ヶ窪(2)遺跡 ｳｼｶﾞｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 北白山台一丁目 縄文(中) 散布地

119 203088 古宮遺跡 ﾌﾙﾐﾔｲｾｷ 大字沢里字古宮､北白山台一丁目､東白山台一丁目 平安 散布地

119 203089 湯浅屋新田(1)遺跡 ﾕｱｻﾔｼﾝﾃﾞﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 北白山台一､三丁目 縄文(前)､平安 集落跡

119 203090 白山平(1)遺跡 ﾊｸｻﾝﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 北白山台一～四丁目 平安 散布地

119 203091 湯浅屋新田(2)遺跡 ﾕｱｻﾔｼﾝﾃﾞﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 北白山台三丁目 縄文(前)､平安 散布地

119 203092 白山平(2)遺跡 ﾊｸｻﾝﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 北白山台三～五丁目 縄文(後) 散布地

119 203093 丹後平(1)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 東白山台二丁目 縄文(早･前･中･後･晩)､奈良､平安 散布地

119 203094 丹後谷地(1)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾔﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 東白山台二､四丁目 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

119 203095 丹後谷地(2)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾔﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 東白山台四丁目 縄文(後)､平安 集落跡

119 203096 丹後平(2)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 東白山台四丁目､大字根城字丹後平 縄文(前･後)､平安 散布地

119 203097 丹後平(3)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字根城字丹後平､南白山台一丁目 縄文(後)､平安 散布地

119 203098 丹後谷地(3)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾔﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字根城字丹後谷地 縄文(後)､平安 散布地

119 203099 丹後谷地(4)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾔﾁｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 東白山台四丁目 縄文(後)､平安 散布地

119 203100 丹後谷地(5)遺跡 ﾀﾝｺﾞﾔﾁｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字根城字丹後谷地 縄文(後)､平安 散布地

119 203101 笹子(1)遺跡 ｻｻｺｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字根城字笹子､字丹後谷地 縄文(後)､平安 散布地

119 203102 笹子(2)遺跡 ｻｻｺｶｯｺﾆｲｾｷ 大字根城字笹子､字笹原､大字田面木字田面木平､字韮窪 縄文(後) 集落跡

119 203103 田面木平(1)遺跡 ﾀﾓﾉｷﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 北白山台六丁目､東白山台三丁目､西白山台三丁目､南白山台一､二丁目 縄文(後)､平安 集落跡

119 203104 田面木平(2)遺跡 ﾀﾓﾉｷﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 南白山台一丁目 平安 散布地

119 203105 鳥ノ木沢遺跡 ﾄﾘﾉｷｻﾜｲｾｷ 西白山台五丁目 縄文(後) 散布地

119 203106 韮窪遺跡 ﾆﾗｸﾎﾞｲｾｷ 大字田面木字韮窪 縄文(中･後)､中世 集落跡

119 203107 笹ノ沢頭遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶﾞｼﾗｲｾｷ 西白山台四､六丁目 縄文(後) 散布地

105 203108 小鍋沖遺跡 ｺﾅﾍﾞｵｷｲｾｷ 大字市川町字田ノ沢､北インター工業団地四丁目 平安 散布地

105 203109 古場蔵(3)遺跡 ｺﾊﾞｿﾞｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字市川町字古場蔵 縄文(晩) 散布地

105 203110 市川長者久保遺跡 ｲﾁｶﾜﾁｮｳｼﾞｬｸﾎﾞｲｾｷ 大字市川町字長者久保 縄文(前･後)､奈良､平安 散布地

203111 欠番

105 203112 大タルミ遺跡 ｵｵﾀﾙﾐｲｾｷ 大字河原木字大タルミ､字高森､字見立山 縄文(後)､平安 散布地

105 203113 見立山(1)遺跡 ﾐﾀﾃﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字河原木字見立山 縄文(早･前･後･晩)､弥生 散布地

105 203114 見立山(2)遺跡 ﾐﾀﾃﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字河原木字見立山 縄文(早･前･後)､続縄文､奈良､平安 散布地

105 203115 見立山(3)遺跡 ﾐﾀﾃﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字河原木字見立山､字蛇ノ沢 縄文(中) 散布地

105 203116 下毛合清水遺跡 ｼﾓｹｱｲｼﾐｽﾞｲｾｷ 大字尻内町字前堀､大字市川町字豊年岱 縄文(前･中･後)､平安 散布地

105 203117 前堀(1)遺跡 ﾏｴﾎﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字前堀 縄文(後)､平安 散布地

105 203118 前堀(2)遺跡 ﾏｴﾎﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字前堀､大字市川町天久岱 縄文(早･後･晩)､平安 散布地

105 203119 狼走(1)遺跡 ｵｲﾉﾊﾞｼﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字狼走､字前堀 縄文(後) 散布地

105 203120 毛合清水(1)遺跡 ｹｱｲｼﾐｽﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字毛合清水､字狼走､字前堀 縄文(前･後)､平安 散布地

105 203121 毛合清水(2)遺跡 ｹｱｲｼﾐｽﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字毛合清水 縄文(前) 散布地

105 203122 毛合清水(3)遺跡 ｹｱｲｼﾐｽﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尻内町字毛合清水､字北熊ノ沢 縄文(前･後)､平安 散布地

105 203123 笹ノ沢(4)遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢､字毛合清水､字杉子沢 縄文(前･後)､平安 散布地

105 203124 上笹ノ沢遺跡 ｶﾐｻｻﾉｻﾜｲｾｷ 大字尻内町字上笹ノ沢､字笹ノ沢 縄文(晩)､平安 散布地

105 203125 杉子沢(1)遺跡 ｽｷﾞｺｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢､字杉子沢 平安 散布地

105 203126 杉子沢(2)遺跡 ｽｷﾞｺｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢､大字河原木字平 平安 散布地
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105 203127 笹ノ沢(5)遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢 平安 散布地

120 203128 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 大字十日市字赤坂沢､字黒坂､大字松館字籠田 縄文(後) 散布地

105 203129 林ノ前遺跡 ﾊﾔｼﾉﾏｴｲｾｷ 大字尻内町字熊ノ沢 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､中世､近世 集落跡

106 203130 塩入遺跡 ｼｵｲﾘｲｾｷ 大字新井田字塩入､字寺沢､字寺窪 縄文(後)､平安 散布地

120 203131 坂中遺跡 ｻｶﾅｶｲｾｷ 大字妙字坂中､大字新井田字石仏 縄文､奈良､平安 散布地

120 203132 家ノ向遺跡 ｲｴﾉﾑｶｲｲｾｷ 大字金浜字家ノ向､字中渡 縄文(早･前･中･後･晩) 散布地

106 203133 沢目遺跡 ｻﾜﾒｲｾｷ 大字大久保字沢目､字坂ノ脇､字サクロツ 縄文(早) 散布地

105 203134 小田平遺跡 ｺﾀﾞﾀｲｲｾｷ 大字河原木字小田平 縄文(早)､平安 散布地

105 203135 下水目沢遺跡 ｼﾓﾐｽﾞﾒｻﾜｲｾｷ 大字市川町字下水目沢､字長七谷地 縄文(前･中) 散布地

105 203136 水目沢遺跡 ﾐｽﾞﾒｻﾜｲｾｷ 大字市川町字水目沢､字長七谷地 縄文(前) 散布地

105 203137 高館遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｲｾｷ 大字河原木字高館､字袖ノ沢 縄文(前)､平安 散布地

105 203138 古玄中寺遺跡 ｺｹﾞﾝﾁｭｳｼﾞｲｾｷ 類家一丁目 縄文(後) 散布地

120 203139 野場遺跡 ﾉﾊﾞｲｾｷ 大字妙字野場､字水上 縄文(早･後)､奈良､平安 散布地

120 203140 弥次郎窪遺跡 ﾔｼﾞﾛｳｸﾎﾞｲｾｷ 大字十日市字弥次郎窪､字姥岩､大字是川字楢館 縄文(早･前･後･晩)､弥生､平安 集落跡

119 203141 新田遺跡 ｼﾝﾃﾞﾝｲｾｷ 大字是川字新田､字金ケ坂､字金谷沢､字権現堂向､字土間沢､字転道平､
大字糠塚字小沢､大字中居林字駒ケ沢

縄文(早･前･中･後･晩)､奈良 集落跡

119･120 203142 風張(1)遺跡 ｶｻﾞﾊﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字是川字犾森 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前･中･後)､奈
良､平安

集落跡

119 203143 風張(2)遺跡 ｶｻﾞﾊﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字是川字稲荷上､字風張 縄文(後･晩)､平安 散布地

120 203144 寺の上遺跡 ﾃﾗﾉｳｴｲｾｷ 大字是川字土樋､字小田頭､字中苗代上､字一本木平､
字白幡､字横大道

縄文(中) 散布地

119 203145 小峠遺跡 ｺﾄｳｹﾞｲｾｷ 大字是川字小峠 縄文(後･晩) 散布地

105 203146 小館遺跡 ｺﾀﾞﾃｲｾｷ 大字河原木字小館 中世 城館跡

120 203147 新井田古館遺跡 ﾆｲﾀﾞﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 大字新井田字古館､字後庵､字中町､字畑中､新井田西三丁目 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安､中世､近世 集落跡､城館跡

120 203148 楢館遺跡 ﾅﾗﾀﾞﾃｲｾｷ 大字是川字楢館､字上神田､字下神田 縄文(前･後･晩)､弥生､奈良､平安､中世 集落跡､城館跡

119 203149 風張館跡 ｶｻﾞﾊﾘﾀﾞﾃｱﾄ 大字是川字館ノ内 縄文(後･晩)､平安 城館跡

119 203150 櫛引遺跡 ｸｼﾋｷｲｾｷ
大字櫛引字岡前､字館神､字下矢倉､字櫛引､字上町､字志賀良木､字通清
水､字清水林､字中崎､字上矢倉､字小沢､字山田､字松倉､字蒼前､字力石､
字箒窪､字大吹張､字吹張平､大字八幡字盆田､字岡前

縄文(草･早･前･中･後･晩)､奈良､平安､中世､
近世

集落跡､城館跡

106 203151 浜道通遺跡 ﾊﾏﾐﾁﾄﾞｵﾘｲｾｷ 大字鮫町字浜道通､字小清水久保､字水上 縄文(前) 散布地

105 203152 八太郎山遺跡 ﾊｯﾀﾛｳﾔﾏｲｾｷ 大字河原木字八太郎山､字日計 縄文(後)､平安 散布地

119 203153 上明戸遺跡 ｶﾐｱｹﾄﾞｲｾｷ 大字上野字上明戸 縄文(後･晩)､奈良､平安 集落跡

119 203154 堀端(1)遺跡 ﾎﾘﾊﾞﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上野字堀端､字西風張 縄文(前･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

119 203155 堀端(2)遺跡 ﾎﾘﾊﾞﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上野字堀端 縄文(晩) 散布地

119 203156 高岩遺跡 ﾀｶｲﾜｲｾｷ 大字上野字高岩､字久根合 縄文(後)､弥生､奈良､平安 散布地

203157 欠番

119 203158 白蛇遺跡 ﾊｸｼﾞｬｲｾｷ 大字上野字白蛇､字吹張 縄文(後･晩)､奈良､平安 散布地

203159 欠番

119 203160 鳥河岸(1)遺跡 ﾄﾘｶﾜｷﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上野字鳥河岸 縄文､奈良､平安､中世､近世 散布地

203161 欠番

105 203162 稲荷後(1)遺跡 ｲﾅﾘｳｼﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字市川町字稲荷後 縄文(早･前)､平安 散布地

105 203163 稲荷後(2)遺跡 ｲﾅﾘｳｼﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 大字市川町字稲荷後 縄文(前)､平安 集落跡

119 203164 鴨平(1)遺跡 ｶﾓﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字是川字鴨平 縄文(早･後) 集落跡
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119 203165 鴨平(2)遺跡 ｶﾓﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字是川字鴨平 縄文(草･早･前･中･後･晩) 集落跡

119 203166 長者森遺跡 ﾁｮｳｼﾞｬﾓﾘｲｾｷ 北白山台五､六丁目 縄文(早･前･中･後･晩)､中世 集落跡

106 203167 大草離遺跡 ｵｵｿﾞｳﾘｲｾｷ 大字鮫町字大草離､字金屎 縄文 散布地

120 203168 大山遺跡 ｵｵﾔﾏｲｾｷ 大字大久保字大山 縄文(後) 散布地

120 203169 南ナシナ窪遺跡 ﾐﾅﾐﾅｼﾅｸﾎﾞｲｾｷ 大字鮫町字南ナシナ窪､字骨沢 縄文(早･晩) 散布地

120 203170 沢堀込遺跡 ｻﾜﾎﾘｺﾒｲｾｷ 大字鮫町字沢堀込､字膳ノ目平､字和山 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

106 203171 下栗沢遺跡 ｼﾓｸﾘｻﾜｲｾｷ 大字鮫町字下栗沢 縄文(後･晩) 散布地

120 203172 上ノ沢遺跡 ｶﾐﾉｻﾜｲｾｷ
大字是川字上ノ沢､字楢館平､字志民､大字十日市字塚ノ下､字風山､字長
根

縄文(後)､奈良､平安 散布地

120 203173 丹内遺跡 ﾀﾝﾅｲｲｾｷ 大字妙字丹内 縄文､奈良､平安 集落跡

120 203174 金浜林ノ前遺跡 ｶﾈﾊﾏﾊﾔｼﾉﾏｴｲｾｷ 大字金浜字林ノ前､字下渡､字内城､字北ノ沢 縄文 散布地

120 203175 蟹沢(2)遺跡 ｶﾆｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字妙字蟹沢 縄文､平安 散布地

120 203176 蟹沢(3)遺跡 ｶﾆｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字妙字蟹沢､字花生 縄文 散布地

120 203177 大開遺跡 ｵｵﾋﾞﾗｷｲｾｷ 大字妙字大開 縄文(後) 散布地

119 203178 牛ヶ沢(3)遺跡 ｳｼｶﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字根城字牛ケ沢､字内沢､北白山台二丁目 縄文(早･前･中･後･晩) 散布地､集落跡

105･119 203179 松長根遺跡 ﾏﾂﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字田面木字松長根 縄文(後) 散布地

105 203180 法霊林遺跡 ﾎｳﾘｮｳﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字田面木字法霊林､大字根城字西ノ沢 縄文､奈良､平安 集落跡

105 203181 八戸城跡 ﾊﾁﾉﾍｼﾞｮｳｱﾄ 内丸一丁目～三丁目 縄文(早)､弥生､古墳､近世､近代 城館跡

120 203182 大茂館跡 ﾀﾞｲﾓﾀﾞﾃｱﾄ 大字妙字大茂館 中世 城館跡

119 203183 笹ノ沢頭経塚遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶﾞｼﾗｷｮｳﾂﾞｶｲｾｷ 大字坂牛字笹ノ沢頭 近世 経塚

120 203184 西遺跡 ﾆｼｲｾｷ 大字妙字西 縄文(中)､平安 散布地

119 203185 笹子(3)遺跡 ｻｻｺｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字根城字笹子､南白山台一丁目 縄文(中･後) 散布地

119 203186 笹子(4)遺跡 ｻｻｺｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 南白山台一丁目､三丁目 縄文(後)､弥生 散布地

119 203187 坊坂遺跡 ﾎﾞｳｻｶｲｾｷ 大字是川字坊ア坂､字石田､字下天狗沢 縄文(中) 散布地

119 203188 上鵜対遺跡 ｶﾐｳｽﾞｲｲｾｷ 大字八幡字上鵜対 奈良 散布地

120 203189 石ノ鉢遺跡 ｲｼﾉﾊﾁｲｾｷ 大字松館字軽井沢 縄文(早･前･後)､弥生､奈良 散布地

92･105 203190 稲荷後(3)遺跡 ｲﾅﾘｳｼﾛｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字市川町字稲荷後､字稲荷岱 縄文(前) 散布地

92 203191 高屋敷遺跡 ﾀｶﾔｼｷｲｾｷ 大字市川町字高屋敷 縄文 散布地

92 203192 北雷平遺跡 ｷﾀｲｶｽﾞﾁﾀｲｲｾｷ 大字市川町字北雷平 縄文(後)､奈良､平安 散布地

105 203193 高森遺跡 ﾀｶﾓﾘｲｾｷ 大字河原木字高森 縄文(早･前) 散布地

105 203194 日計上遺跡 ﾋﾊﾞｶﾘｳｴｲｾｷ 大字河原木字日計上 平安 散布地

105 203195 熊野堂遺跡 ｸﾏﾉﾄﾞｳｲｾｷ 長根二丁目 縄文､奈良､平安 集落跡

105 203196 平(1)遺跡 ﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字河原木字平､字蝦夷館 縄文(前･後)､奈良､平安 散布地

105 203197 熊ノ沢遺跡 ｸﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字尻内町字熊ノ沢 奈良､平安 散布地

105 203198 大崎遺跡 ｵｵｻｷｲｾｷ 大字尻内町字大崎､字下平添 縄文(後) 散布地

120 203199 志民遺跡 ｼﾀﾞﾐｲｾｷ 大字是川字志民､字坂ノ脇､字寒家 縄文(早･後) 散布地

120 203200 上樋田遺跡 ｶﾐﾄｲﾀﾞｲｾｷ 大字十日市字上樋田 縄文 散布地

120 203201 田向冷水遺跡 ﾀﾑｶｲﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 田向四丁目 旧石器､縄文(早･前･後)､弥生(前･後)､古墳､
奈良､平安､中世､近世

集落跡

105 203202 下平遺跡 ｼﾓﾀｲｲｾｷ 大字尻内町字下平､字柳平 縄文(後) 散布地

105 203203 根岸山添遺跡 ﾈｷﾞｼﾔﾏｿﾞｴｲｾｷ 大字尻内町字根岸山添､字泉沢､字熊ノ沢 縄文(後)､弥生(中･後)､奈良 散布地､集落跡

105 203204 館遺跡 ﾀﾃｲｾｷ 大字尻内町字館 平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

105 203205 替地山下遺跡 ｶｴﾁﾔﾏｼﾀｲｾｷ 大字豊崎町字替地山下 縄文(後)､平安 散布地

104 203206 上蛇沢(2)遺跡 ｶﾐﾍﾋﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字豊崎町字一本松､字上七崎 縄文(前･中･後) 集落跡

105 203207 彦ヶ沢遺跡 ﾋｺｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字豊崎町字彦ケ沢 縄文(前) 散布地

104･105 203208 池田遺跡 ｲｹﾀﾞｲｾｷ 大字豊崎町字池田 縄文(後) 散布地

104 203209 桜沢遺跡 ｻｸﾗｻﾜｲｾｷ 大字豊崎町字桜沢､字池田 平安 散布地

104 203210 蛇ヶ沢遺跡 ｼﾞｬｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字豊崎町字蛇ケ沢､字滝谷､字平六沢 縄文(前･後)､奈良､平安 散布地､集落跡

104･105 203211 平六沢遺跡 ﾍｲﾛｸｻﾞﾜｲｾｷ 大字豊崎町字平六沢 縄文(後)､平安 散布地

104 203212 長根遺跡 ﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字豊崎町字長根 縄文(後)､奈良､平安 散布地

105 203213 咽平遺跡 ﾉﾄﾞﾋﾗｲｾｷ 大字豊崎町字咽平､字上永福寺､字下永福寺､字金ケ沢 縄文(後)､奈良､平安 散布地

119 203214 寺沢遺跡 ﾃﾗｻﾜｲｾｷ 大字櫛引字寺沢 奈良､平安 集落跡

119 203215 烏館場遺跡 ｶﾗｽﾀﾃﾊﾞｲｾｷ 大字櫛引字烏館場 縄文(後) 散布地

119 203216 上野遺跡 ｳﾜﾉｲｾｷ 大字上野字上野 縄文(早･前･後)､平安､中世､近世 集落跡

119 203217 沢ノ上遺跡 ｻﾜﾉｳｴｲｾｷ 大字上野字沢ノ上､字吹張､字下ノ沢､字白萩､字山在家 弥生､奈良､平安 集落跡

106 203218 神子沢久保(1)遺跡 ﾐｺｻﾞﾜｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鮫町字神子沢久保､字亦窪 縄文(後) 散布地

106 203219 神子沢久保(2)遺跡 ﾐｺｻﾞﾜｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鮫町字神子沢久保 縄文(中･後･晩) 散布地

106 203220 中道遺跡 ﾅｶﾐﾁｲｾｷ 大字鮫町字中道､字赤コウ 縄文(後) 散布地

106 203221 舟渡ノ上遺跡 ﾌﾅﾄﾞﾉｳｴｲｾｷ 大字鮫町字舟渡ノ上､字坂ノ上､字二ツ石､字館越 縄文(早･前) 散布地

121 203222 前川目遺跡 ﾏｴｶﾜﾒｲｾｷ 大字金浜字前川目､字一ノ久保､字居場､字下作目､字外ノ久保､字長畝 縄文(早･後) 散布地

106 203223 小沢遺跡 ｺｻﾞﾜｲｾｷ 大字鮫町字小沢､字館越､字二ツ石 縄文(早･前) 散布地

119 203224 鷹待場遺跡 ﾀｶﾏﾁﾊﾞｲｾｷ 大字櫛引字鷹待場､字馬場瀬 縄文(早･後)､奈良､平安 集落跡

106 203225 三社遺跡 ｻﾝｼｬｲｾｷ 大字大久保字三社 縄文(後) 散布地

105 203226 大仏館遺跡 ﾀﾞｲﾌﾞﾂﾀﾞﾃｲｾｷ 大字尻内町字大仏館､大字櫛引字仙日平 縄文(早)､奈良､平安 散布地

119 203227 竹原沢遺跡 ﾀｹﾊﾗｻﾞﾜｲｾｷ 大字櫛引字竹原沢､字高筋､字熊ノ沢越 縄文(後)､奈良､平安 散布地

119 203228 直渡(2)遺跡 ｽｶﾞﾜﾀﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字櫛引字直渡 平安 散布地

119 203229 直渡(3)遺跡 ｽｶﾞﾜﾀﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字櫛引字直渡､字矢崎沢 平安 散布地

105 203230 中ノ沢遺跡 ﾅｶﾉｻﾜｲｾｷ 大字尻内町字中ノ沢､字下窪､字木賊沢､字小堤､字西ノ沢 縄文(早･前･後)､平安 散布地

105 203231 夏間木(1)遺跡 ﾅﾂﾏｷﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字櫛引字夏間木､字彦三郎 縄文(前･後)､平安 散布地

105 203232 夏間木(2)遺跡 ﾅﾂﾏｷﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字櫛引字夏間木､大字尻内町字小夏間木沢 縄文(後) 散布地

105 203233 古坂遺跡 ﾌﾙｻｶｲｾｷ 大字櫛引字古坂 縄文(後) 散布地

105 203234 新上平遺跡 ｼﾝｶﾐﾀｲｲｾｷ 大字尻内町字新上平､字大崎谷地 縄文(後) 散布地

105 203235 黒森藩境塚 ｸﾛﾓﾘﾊﾝｷｮｳﾂﾞｶ 大字河原木字海岸 近世 藩境塚

119 203236 法領屋敷遺跡 ﾎｳﾘｮｳﾔｼｷｲｾｷ 大字櫛引字外川､字法領屋敷 縄文(後) 散布地

119 203237 鴨平(3)遺跡 ｶﾓﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字是川字鴨平､字荒田沢､大字櫛引字白田 縄文(後) 散布地

119 203238 蓴菜沼遺跡 ｼﾞｭﾝｻｲﾇﾏｲｾｷ 大字櫛引字蒪菜沼 縄文 散布地

119 203239 土橋遺跡 ﾂﾁﾊｼｲｾｷ 大字櫛引字土橋､字白田､大字是川字土橋､字前平 縄文(後) 散布地

119 203240 天狗沢遺跡 ﾃﾝｸﾞｻﾜｲｾｷ 大字是川字天狗沢､字雲畑､字石田､字久保田､字ウトウ 縄文(早･後)､平安 散布地

119 203241 鍛冶畑遺跡 ｶｼﾞﾊﾞﾀｹｲｾｷ 大字是川字鍛冶畑､字小峠 縄文(後)､平安 散布地

119 203242 潟野遺跡 ｶﾀﾉｲｾｷ 大字是川字潟野､字金花沢､字追立､字田向､字三十刈頭 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安､近世 集落跡

119 203243 二ッ屋遺跡 ﾌﾀﾂﾔｲｾｷ 大字是川字二ツ屋 縄文(後) 散布地

119 203244 沢里山遺跡 ｻﾜｻﾄﾔﾏｲｾｷ 大字沢里字沢里山､字二ツ屋 縄文(後)､奈良､平安 散布地

119 203245 休場遺跡 ﾔｽﾐﾊﾞｲｾｷ 大字沢里字休場､字沢里山 縄文(後)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

119 203246 山内遺跡 ﾔﾏｳﾁｲｾｷ
大字糠塚字山内､字鶉久保､字柳ノ下､字板橋､
五郎兵衛前

縄文(前･中･後)､平安 散布地

119 203247 狐森遺跡 ｷﾂﾈﾓﾘｲｾｷ 大字糠塚字狐森､字板橋､字葭谷地､字大開 縄文(前･中･後) 散布地

119 203248 長久保(1)遺跡 ﾅｶﾞｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字糠塚字長久保､字葭谷地､字小沢､字大沢 縄文(早･前･中･後)､飛鳥､奈良､平安 散布地

119 203249 惣善前遺跡 ｿｳｾﾞﾝﾏｴｲｾｷ 大字糠塚字惣善前､字土取場 縄文(前･後)､平安 散布地

119 203250 大沢遺跡 ｵｵｻﾜｲｾｷ 大字糠塚字大沢､字惣善前､字小沢 縄文(前･後) 散布地

119 203251 狐平遺跡 ｷﾂﾈﾀｲｲｾｷ 大字中居林字狐平､字駒ケ沢､大字石手洗字駒ケ沢 縄文(後)､平安 集落跡

106 203252 下須田遺跡 ｼﾓｽﾀﾞｲｾｷ 大字鮫町字下須田､字棚久保､字葛ノ芽 縄文(前) 散布地

119 203253 殿見遺跡 ﾄﾉﾐｲｾｷ 大字八幡字殿見､字上ミ沢､字八幡丁､大字坂牛字上野平 縄文(後)､奈良､平安 散布地､古墳

119 203254 丹後平古墳群 ﾀﾝｺﾞﾀｲｺﾌﾝｸﾞﾝ 大字根城字丹後平､南白山台一丁目､東白山台二､四丁目 古墳､奈良 古墳 史跡

105 203255 桔梗野遺跡 ｷｷｮｳﾉｲｾｷ 大字河原木字小田平 縄文 散布地

119 203256 合戦場沢遺跡 ｶﾞｯｾﾝﾊﾞｻﾜｲｾｷ 大字是川字栃山沢､南郷大字島守字合戦場沢 縄文(前･晩)､平安 散布地

120 203257 行人塚(2)遺跡 ｷﾞｮｳﾆﾝﾂﾞｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大久保字行人塚､字大塚 縄文(後) 散布地

203258 欠番

119･120 203259 雷遺跡 ｲｶｽﾞﾁｲｾｷ 大字中居林字彦五郎､字雷､大字田向字壇ノ平､字館越下 縄文(中)､平安 散布地

120 203260 行人塚(1)遺跡 ｷﾞｮｳﾆﾝﾂﾞｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大久保字行人塚 縄文(後)､平安 散布地

105 203261 沢合遺跡 ｻﾜｱｲｲｾｷ 大字尻内町字沢合 縄文(早･後)､奈良､平安 散布地

106 203262 大槻窪遺跡 ｵｵﾂｷｸﾎﾞｲｾｷ 大字鮫町字大槻窪 縄文(前) 散布地

119 203263 外山遺跡 ｿﾄﾔﾏｲｾｷ 大字上野字外山､字萱森 縄文 散布地

119 203264 上野平(3)遺跡 ｳﾜﾉﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上野字昼場､大字櫛引字上野平 縄文(後)､平安 散布地

119 203265 小松沢下平遺跡 ｺﾏﾂｻﾞﾜｼﾓﾀｲｲｾｷ 大字上野字大平森 縄文(後)､平安 散布地

120 203266 牛ヶ沢(4)遺跡 ｳｼｶﾞｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字松館字牛ケ沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

119 203267 人首沢遺跡 ﾋﾄｸﾋﾞｻﾜｲｾｷ 大字櫛引字人首沢､字馬場瀬 奈良､平安 散布地

104 203268 上七崎遺跡 ｶﾐﾅﾗｻｷｲｾｷ 大字豊崎字上七崎､字前平､字長窪 平安 城館跡

119 203269 鴨平(4)遺跡 ｶﾓﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字是川字鴨平 縄文(後) 散布地

105 203270 境沢頭遺跡 ｻｶｲｻﾜｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字豊崎町字境沢頭 縄文(前･後)､奈良､平安 集落跡

119 203271 仲間木遺跡 ﾅｶﾏｷﾞｲｾｷ 大字櫛引字仲間木 縄文(後) 散布地

119 203272 鳥河岸(2)遺跡 ﾄﾘｶﾜｷﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上野字鳥河岸 縄文 散布地､狩猟場

119 203273 角内山遺跡 ｶｸｳﾁﾔﾏｲｾｷ 大字上野字角内山 縄文(前･後) 散布地

119 203274 昼巻沢遺跡 ﾋﾙﾏｷｻﾜｲｾｷ 大字櫛引字取揚石､字野場､字蒪菜沼､字野辺古坂 縄文(早･後) 散布地

120 203275 黒坂遺跡 ｸﾛｻｶｲｾｷ 大字十日市字黒坂 縄文(後)､平安､近世 散布地､集落跡

121 203276 石仏沢遺跡 ｲｼﾎﾞﾄｹｻﾞﾜｲｾｷ 大字鮫町字石仏沢 縄文 散布地

119 203277 糠塚大開(1)遺跡 ﾇｶﾂﾞｶｵｵﾋﾞﾗｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字糠塚字大開 縄文(中･後)､平安 散布地

119 203278 糠塚大開(2)遺跡 ﾇｶﾂﾞｶｵｵﾋﾞﾗｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字糠塚字大開 縄文(前) 散布地

119 203279 長久保(2)遺跡 ﾅｶﾞｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字糠塚字長久保､字小沢 縄文(早･前･中･後)､奈良 集落跡

119 203280 糠塚小沢遺跡 ﾇｶﾂﾞｶｺｻﾞﾜｲｾｷ 大字糠塚字小沢 縄文(後)､平安 集落跡

119 203281 中居林遺跡 ﾅｶｲﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字中居林字中居林､大字糠塚字大沢 縄文(後)､弥生､平安 集落跡

120 203282 荒屋敷久保(1)遺跡 ｱﾗﾔｼｷｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字金浜字荒屋敷久保､字土橋 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前)､平安 散布地､生産遺跡

120 203283 荒屋敷久保(2)遺跡 ｱﾗﾔｼｷｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字金浜字荒屋敷久保､字土橋 縄文(晩) 散布地

119 203284 湯ノ沢遺跡 ﾕﾉｻﾜｲｾｷ 大字櫛引字湯ノ沢､字永森 縄文(後) 散布地

119 203285 大久保(3)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字是川字大久保 縄文(早･前･後) 集落跡

128 203286 下山遺跡 ｼﾓﾔﾏｲｾｷ 南郷大字島守字一本向 奈良､平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

128 203287 畑内遺跡 ﾊﾀﾅｲｲｾｷ 南郷大字島守字畑内 縄文(前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

128 203288 市野沢笹子(1)遺跡 ｲﾁﾉｻﾜｻｻｺｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字市野沢字笹子､字簗塚､大字島守字笹子向 縄文(中･後･晩) 散布地

119 203289 江花沢遺跡 ｴﾊﾅｻﾞﾜｲｾｷ 南郷大字島守字山子 古墳 散布地

119 203290 高山(1)遺跡 ﾀｶﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字クビレ松､字高陣場､字西越 縄文(早･前･晩) 散布地

119 203291 高山(2)遺跡 ﾀｶﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字クビレ松､字小林､字田子沢､字北向､字取返 縄文(前･中･後･晩)､古墳 散布地

119 203292 高山(3)遺跡 ﾀｶﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字五輪 縄文(中) 散布地

128 203293 荒谷遺跡 ｱﾗﾔｲｾｷ 南郷大字島守字下荒谷､字奥河原 縄文(前･中･後･晩)､弥生(前)､平安 集落跡

128 203294 三合山遺跡 ｻﾝｺﾞｳﾔﾏｲｾｷ 南郷大字市野沢字三合山 縄文(晩) 散布地､集落跡

128 203295 松石橋遺跡 ﾏﾂｲｼﾊﾞｼｲｾｷ 南郷大字島守字松石橋 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

128 203296 田屋久保遺跡 ﾀﾔｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字中野字田屋久保ノ下 縄文(晩) 散布地

128 203297 中野(1)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字中野字向家前 古墳 散布地

128 203298 田の沢遺跡 ﾀﾉｻﾜｲｾｷ 南郷大字市野沢字田ノ沢 縄文(後･晩) 散布地

128 203299 砂子崎遺跡 ｽﾅｺｻﾞｷｲｾｷ 南郷大字大森字砂子崎 縄文(後) 散布地

128 203300 大森西山遺跡 ｵｵﾓﾘﾆｼﾔﾏｲｾｷ 南郷大字大森字大久保 縄文(後･晩) 散布地

128 203301 泉清水(1)遺跡 ｲｽﾞﾐｼﾐｽﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字泉清水字上田､字大場沢 縄文(後) 散布地

128 203302 泉清水(2)遺跡 ｲｽﾞﾐｼﾐｽﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字泉清水字風吹 縄文､古墳 散布地

128 203303 泉清水(3)遺跡 ｲｽﾞﾐｼﾐｽﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字泉清水字山守長根 縄文(後･晩) 散布地

203304 欠番

128 203305 八ッ役遺跡 ﾔﾂﾔｸｲｾｷ 南郷大字中野字八ツ役 縄文(後･晩) 散布地

128 203306 下洗遺跡 ｼﾓｱﾗｲｲｾｷ 南郷大字中野字大久保 縄文(後) 散布地

119 203307 沢口遺跡 ｻﾜｸﾞﾁｲｾｷ 南郷大字泥障作字泥障作 縄文(後) 散布地

119 203308 下坂遺跡 ｼﾓｻｶｲｾｷ 南郷大字泥障作字下坂 縄文(後･晩) 散布地

128 203309 増田(1)遺跡 ﾏｽﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字坂ノ沢､字北ノ畑 縄文(後･晩) 散布地

128 203310 増田(2)遺跡 ﾏｽﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字堤森､字山田谷地 縄文(後･晩) 散布地

128 203311 増田(3)遺跡 ﾏｽﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字北ノ畑､字坂ノ沢 縄文 散布地

128 203312 犹館(1)遺跡 ｴﾝﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字井戸尻 縄文(後･晩)､古墳 散布地

128 203313 犹館(2)遺跡 ｴﾝﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字井戸尻 縄文(早･晩) 散布地

129 203314 南郷野場(1)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳﾉﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字長坂長根 縄文(後･晩) 散布地

128 203315 南郷野場(2)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳﾉﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字瘤沢､字横平 縄文(後･晩) 散布地

128 203316 四ッ役遺跡 ﾖﾂﾔｸｲｾｷ 南郷大字島守字崎ノ木沢 縄文(中･後)､古墳 散布地

128 203317 持金沢遺跡 ﾓﾁｶﾞﾈｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字上野長根 縄文(後･晩) 散布地

128 203318 田ノ上(1)遺跡 ﾀﾉｳｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字下山長根 縄文(後･晩) 散布地

128 203319 馳下り(1)遺跡 ﾊｾｸﾀﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字外山長根 縄文(中･後･晩) 散布地

128 203320 馳下り(2)遺跡 ﾊｾｸﾀﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字馳下り 縄文(後･晩) 散布地

129 203321 馳下り(3)遺跡 ﾊｾｸﾀﾞﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字前平 縄文(後･晩) 散布地

128 203322 外長根遺跡 ｿﾄﾅｶﾞﾈｲｾｷ 南郷大字島守字瘤沢､字不習 縄文(後･晩) 散布地

129 203323 駒木沢(1)遺跡 ｺﾏｷﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字駒木沢 縄文(後･晩) 散布地

129 203324 タダ越遺跡 ﾀﾀﾞｺｼｲｾｷ 南郷大字島守字古里､字滝ノ平 縄文(後) 散布地

129 203325 若宮遺跡 ﾜｶﾐﾔｲｾｷ 南郷大字島守字下向 縄文(中･後) 散布地

129 203326 売井坂遺跡 ｳﾙｲｻﾞｶｲｾｷ 南郷大字島守字細久保 縄文(後) 散布地

129 203327 田代遺跡 ﾀｼﾛｲｾｷ 南郷大字島守字番屋 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前･中･後)､近世､近代 集落跡

128 203328 下荒谷遺跡 ｼﾓｱﾗﾔｲｾｷ 南郷大字島守字下荒谷 縄文(中) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

128 203329 向山遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｲｾｷ 南郷大字島守字向山根黒 縄文(前) 散布地

119 203330 十文字遺跡 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｲｾｷ 南郷大字島守字十文字､字稲荷 縄文(中･晩) 散布地

120 203331 南郷石橋遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｲｼﾊﾞｼｲｾｷ 南郷大字島守字石橋､字沢代､字宮沢沢 縄文(前･中)､弥生 散布地

203332 欠番

119･128 203333 島守館跡 ｼﾏﾓﾘﾀﾞﾃｱﾄ 南郷大字島守字舘､字外舘､字舘下前 縄文(早･前･中･後)､平安､中世､近世 城館跡

119 203334 十文字一里塚 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字是川字桃ノ窪､南郷大字頃巻沢字長久保 近世 一里塚 県史跡

128 203335 市野沢一里塚 ｲﾁﾉｻﾜｲﾁﾘﾂﾞｶ 南郷大字市野沢字新田､大字中野字大久保 近世 一里塚 県史跡

128 203336 石ノ窪(2)遺跡 ｲｼﾉｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字市野沢字石窪､字東百目木 縄文(前･晩) 集落跡

128 203337 大森一里塚 ｵｵﾓﾘｲﾁﾘﾂﾞｶ 南郷大字大森字林崎後､字砂子崎 近世 一里塚 県史跡

203338 欠番

128 203339 右エ門次郎窪遺跡 ｳｴﾓﾝｼﾞﾛｳｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字市野沢字右エ門次郎窪 縄文(後･晩)､奈良､平安 集落跡

128 203340 石ノ窪(1)遺跡 ｲｼﾉｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字市野沢字石窪 縄文､奈良､平安､近世 散布地

128 203341 馬場瀬(1)遺跡 ﾊﾞﾊﾞｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字市野沢字馬場瀬 縄文(早･後･晩) 集落跡

119･128 203342 馬場瀬(2)遺跡 ﾊﾞﾊﾞｾｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字市野沢字馬場瀬､大字中野字大久保山中 縄文(早･前･後･晩) 集落跡

129 203343 南郷冷水遺跡 ﾅﾝｺﾞｳﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 南郷大字島守字冷水 縄文(後･晩) 散布地

128 203344 田ノ上(2)遺跡 ﾀﾉｳｴｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字田ノ上 縄文(中･後･晩) 散布地

128 203345 馳下り(4)遺跡 ﾊｾｸﾀﾞﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 南郷大字島守字馳下り 縄文(前･中) 散布地

129 203346 前平遺跡 ﾏｴﾋﾗｲｾｷ 南郷大字島守字前平 縄文(後･晩) 散布地

128･129 203347 八森長根遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾅｶﾞﾈｲｾｷ 南郷大字島守字八森長根､字外山長根､字前坂長根 縄文(前･中･晩)､平安 散布地

128 203348 外山長根(1)遺跡 ｿﾄﾔﾏﾅｶﾞﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字外山長根 縄文(後･晩)､平安 散布地

128 203349 外山長根(2)遺跡 ｿﾄﾔﾏﾅｶﾞﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字外山長根 縄文(晩) 散布地

129 203350 狼穴遺跡 ｵｵｶﾐｱﾅｲｾｷ 南郷大字島守字狼穴､字外平 縄文(後･晩) 散布地

129 203351 駒木沢(2)遺跡 ｺﾏｷﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字駒木沢 縄文(前･中) 散布地

129 203352 駒木沢(3)遺跡 ｺﾏｷﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字駒木沢 縄文(晩) 散布地

128 203353 市野沢笹子(2)遺跡 ｲﾁﾉｻﾜｻｻｺｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字市野沢字笹子 縄文(晩) 散布地

128 203354 違折向遺跡 ﾁｶﾞｲｵﾘﾑｶｲｲｾｷ 南郷大字市野沢字駒木山､字高森 縄文(晩) 散布地

128 203355 南郷高森遺跡 ﾅﾝｺﾞｳﾀｶﾓﾘｲｾｷ 南郷大字市野沢字高森 縄文(晩)､平安 散布地

128 203356 佐ノ塚遺跡 ｻﾉﾂｶｲｾｷ 南郷大字島守字佐ノ塚 縄文(晩)､平安 散布地

128 203357 林合遺跡 ﾊﾔｼｱｲｲｾｷ 南郷大字市野沢字大松長根 縄文､平安 散布地

128 203358 中小花(1)遺跡 ﾅｶｺﾊﾞﾅｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字大森字中小花 縄文(晩) 散布地

128 203359 浜梨子平遺跡 ﾊﾏﾅｼﾀｲｲｾｷ 南郷大字泉清水字境沢 縄文(前･晩) 散布地

128 203360 一本木遺跡 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｲｾｷ 南郷大字大森字一本木 縄文(晩)､平安 散布地

128 203361 大森狐森(1)遺跡 ｵｵﾓﾘｷﾂﾈﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字大森字狐森 縄文(晩) 散布地

128 203362 桑ノ木(1)遺跡 ｸﾜﾉｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字大森字桑ノ木 縄文(晩) 散布地

128 203363 力石遺跡 ﾁｶﾗｲｼｲｾｷ 南郷大字島守字力石､大字大森字力石 平安 散布地

128 203364 大向遺跡 ｵｵﾑｶｲｲｾｷ 南郷大字大森字大向 縄文(中･後･晩) 散布地

128 203365 風吹遺跡 ｶｻﾞﾌｷｲｾｷ 南郷大字泉清水字風吹 縄文(早･後･晩) 散布地

128 203366 泉清水(4)遺跡 ｲｽﾞﾐｼﾐｽﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 南郷大字泉清水字上田 縄文(後･晩) 散布地

128 203367 中小花(2)遺跡 ﾅｶｺﾊﾞﾅｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字大森字長森 縄文(晩) 散布地

128 203368 大森長森遺跡 ｵｵﾓﾘﾅｶﾞﾓﾘｲｾｷ 南郷大字大森字右エ門太窪 縄文(晩) 散布地

128 203369 鳩田向(1)遺跡 ﾊﾄﾀﾞﾑｶｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字大森字鳩田向､字芦窪 縄文(晩) 散布地

128 203370 合戦場遺跡 ｶﾞｯｾﾝﾊﾞｲｾｷ 南郷大字市野沢字合戦場 縄文(晩) 散布地
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128 203371 中野館跡 ﾅｶﾉﾀﾞﾃｱﾄ 南郷大字中野字中野､字樋河ノ上 縄文､中世､近世 城館跡

119 203372 頃巻沢館 ｺﾛﾏｷｻﾜﾀﾞﾃ 南郷大字頃巻沢字壁ケ坂､字上頃巻沢 中世 城館跡

119 203373 下長根(1)遺跡 ｼﾓﾅｶﾞﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字泥障作字下長根 縄文(後･晩) 散布地

203374 欠番

119 203375 下長根(3)遺跡 ｼﾓﾅｶﾞﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字泥障作字下長根 縄文(後) 散布地

119 203376 岩ノ平遺跡 ｲﾜﾉﾀｲｲｾｷ 南郷大字泥障作字横座森､字家ノ前 縄文(晩) 散布地

119 203377 桜窪遺跡 ｻｸﾗｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字泥障作字桜窪 縄文(後･晩) 散布地

119 203378 泥障作一本松遺跡 ｱｵﾂﾞｸﾘｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｲｾｷ 南郷大字泥障作字一本松 縄文(後･晩) 散布地

119 203379 青沢遺跡 ｱｵｻﾜｲｾｷ 南郷大字市野沢字青沢 縄文(晩) 散布地

119 203380 妻ノ神(1)遺跡 ｻｲﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字市野沢字妻ノ神 縄文(晩) 散布地

119 203381 妻ノ神(2)遺跡 ｻｲﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字市野沢字妻ノ神 縄文(前) 散布地

128 203382 桜久保遺跡 ｻｸﾗｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字島守字中野沢 縄文(晩) 散布地

119 203383 清水頭遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字風サライ 縄文(晩) 散布地

119 203384 谷地頭遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字谷地頭 縄文(後･晩) 散布地

119 203385 壁ヶ坂遺跡 ｶﾍﾞｶﾞｻｶｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字壁ケ坂 縄文(中･後) 散布地

119 203386 八森遺跡 ﾊﾁﾓﾘｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字八森 縄文(後･晩) 散布地

119 203387 蒼前下遺跡 ｿｳｾﾞﾝｼﾀｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字蒼前下 縄文(前) 散布地

119 203388 下頃巻沢遺跡 ｼﾓｺﾛﾏｷｻﾜｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字下頃巻沢 縄文(晩) 散布地

119 203389 鬼ノ目遺跡 ｵﾆﾉﾒｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字鬼ノ目 縄文(晩) 散布地

119 203390 舘向(1)遺跡 ﾀﾃﾑｶｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字舘向 縄文(前･晩) 散布地

119 203391 舘向(2)遺跡 ﾀﾃﾑｶｲｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字滝 縄文(晩) 散布地

119 203392 十文字平遺跡 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾀｲﾗｲｾｷ 南郷大字頃巻沢字十文字平 縄文(晩) 散布地

203393 欠番

119 203394 砂沢遺跡 ｽﾅｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字砂沢､字横道 縄文(中･後･晩) 散布地

203395 欠番

119 203396 高陣場(1)遺跡 ﾀｶｼﾞﾝﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字高陣場 縄文(後･晩) 散布地

119 203397 北向(1)遺跡 ｷﾀﾑｶｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字北向 縄文(前･晩) 散布地

203398 欠番

203399 欠番

119 203400 島守狐森遺跡 ｼﾏﾓﾘｷﾂﾈﾓﾘｲｾｷ 南郷大字島守字狐森 縄文(晩) 散布地

119 203401 中森遺跡 ﾅｶﾓﾘｲｾｷ 南郷大字島守字中森 縄文(後･晩) 散布地

119 203402 南郷鷹待場遺跡 ﾅﾝｺﾞｳﾀｶﾏﾂﾊﾞｲｾｷ 南郷大字島守字合戦場 縄文(後･晩) 散布地

119 203403 長森遺跡 ﾅｶﾞﾓﾘｲｾｷ 南郷大字島守字長森 縄文(晩) 散布地

203404 欠番

119 203405 帳塚(1)遺跡 ﾁｮｳﾂﾞｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字帳塚 縄文(晩) 散布地

119 203406 帳塚(2)遺跡 ﾁｮｳﾂﾞｶｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字帳塚 縄文(晩) 散布地

119 203407 笹山遺跡 ｻｻﾔﾏｲｾｷ 南郷大字島守字笹山 縄文(早) 散布地

119 203408 帳塚(3)遺跡 ﾁｮｳﾂﾞｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字帳塚､字市ノ久保 縄文(晩) 散布地

120 203409 帳塚(4)遺跡 ﾁｮｳﾂﾞｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 南郷大字島守字市ノ久保 縄文(晩) 散布地

120 203410 池ノ沢遺跡 ｲｹﾉｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字池ノ沢､字帳塚 縄文(後･晩) 散布地

120 203411 駒峰遺跡 ｺﾏﾐﾈｲｾｷ 南郷大字島守字駒峰 縄文(晩) 散布地

203412 欠番



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

203413 欠番

203414 欠番

203415 欠番

119 203416 天魔(1)遺跡 ﾃﾝﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字天魔 縄文(晩) 散布地

119 203417 矢八坂遺跡 ﾔﾊﾁｻｶｲｾｷ 南郷大字島守字矢八坂 縄文(晩) 散布地

119 203418 上江花沢遺跡 ｶﾐｴﾊﾅｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字上江花沢､字矢八坂 縄文(晩) 散布地

119 203419 下江花沢遺跡 ｼﾓｴﾊﾅｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字下江花沢 縄文(晩) 散布地

119 203420 高清水遺跡 ﾀｶｼﾐｽﾞｲｾｷ 南郷大字島守字高清水､字長瀬 縄文(晩) 散布地

119 203421 天魔(2)遺跡 ﾃﾝﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字天魔 縄文(前) 散布地

119 203422 山子(1)遺跡 ﾔﾏｺｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字山子 縄文(晩)､平安 散布地

203423 欠番

119 203424 山子(3)遺跡 ﾔﾏｺｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字上江花沢 縄文(晩)､平安 散布地

119 203425 平ノ脇遺跡 ﾋﾗﾉﾜｷｲｾｷ 南郷大字島守字下江花沢 縄文(前･晩) 散布地

119 203426 熊堂遺跡 ｸﾏﾄﾞｳｲｾｷ 南郷大字島守字五輪 縄文(前) 散布地

119 203427 高陣場(2)遺跡 ﾀｶｼﾞﾝﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字高陣場 縄文(晩) 散布地

119 203428 高陣場(3)遺跡 ﾀｶｼﾞﾝﾊﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字高陣場 縄文(前) 散布地

119 203429 西越遺跡 ﾆｼｺｼｲｾｷ 南郷大字島守字西越､字取返 縄文(晩) 散布地

203430 欠番

119 203431 五輪遺跡 ｺﾞﾘﾝｲｾｷ 南郷大字島守字五輪 縄文(晩) 散布地

203432 欠番

119 203433 野月遺跡 ﾉﾂﾞｷｲｾｷ 南郷大字島守字野月､字高山 縄文(早･中･後･晩) 散布地

119 203434 舘遺跡 ﾀﾃｲｾｷ 南郷大字島守字舘､字野月 平安 散布地

119 203435 南郷大久保(1)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｵｵｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字大久保､字大開､字取返 縄文(前･後･晩) 散布地

119 203436 南郷大久保(2)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｵｵｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字大久保 縄文(前) 散布地

119･128 203437 南郷大久保(3)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｵｵｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字大久保 縄文(晩) 散布地

128 203438 小花遺跡 ｺﾊﾞﾅｲｾｷ 南郷大字島守字小花､字大久保 縄文(晩) 散布地

128 203439 南郷赤坂(1)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｱｶｻｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字赤坂 縄文(晩) 散布地

203440 欠番

119･128 203441 南郷赤坂(2)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｱｶｻｶｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字赤坂､字大開 縄文(前･晩) 散布地

203442 欠番

203443 欠番

128 203444 古坊遺跡 ﾌﾙﾎﾞｳｲｾｷ 南郷大字島守字古坊 縄文(早･前･中･後･晩) 散布地

128 203445 門前遺跡 ﾓﾝｾﾞﾝｲｾｷ 南郷大字島守字門前 縄文(晩) 散布地

128 203446 内山遺跡 ｳﾁﾔﾏｲｾｷ 南郷大字島守字向山根黒 縄文(前･後･晩) 散布地

128 203447 目蕪ラ(1)遺跡 ﾒｶﾌﾞﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字目蕪ラ 縄文(後) 散布地

128 203448 目蕪ラ(2)遺跡 ﾒｶﾌﾞﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字目蕪ラ 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

128 203449 目蕪ラ(3)遺跡 ﾒｶﾌﾞﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字島守字目蕪ラ下 縄文(晩) 散布地

128 203450 林遺跡 ﾊﾔｼｲｾｷ 南郷大字島守字林 縄文(晩) 散布地

128 203451 山口遺跡 ﾔﾏｸﾞﾁｲｾｷ 南郷大字島守字三代坂 縄文(晩) 散布地

128 203452 三代坂(1)遺跡 ｻﾝﾀﾞｲｻｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字山口 縄文(後･晩) 散布地

128 203453 三代坂(2)遺跡 ｻﾝﾀﾞｲｻｶｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字三代坂､字山口 縄文(前) 散布地

128 203454 竹野遺跡 ﾀｹﾉｲｾｷ 南郷大字島守字竹野､字石橋 縄文(後･晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

128 203455 上荒谷遺跡 ｶﾐｱﾗﾔｲｾｷ 南郷大字島守字上荒谷､字根岸平 縄文(晩) 散布地

128 203456 黒坂出口遺跡 ｸﾛｻｶﾃﾞｸﾞﾁｲｾｷ 南郷大字島守字黒坂出口 縄文(後･晩) 散布地

128 203457 二ッ石遺跡 ﾌﾀﾂｲｼｲｾｷ 南郷大字島守字二ツ石 縄文(晩) 散布地

128 203458 小山田遺跡 ｺﾔﾏﾀﾞｲｾｷ 南郷大字島守字小山田､字上野坂 縄文(晩) 散布地

128 203459 坂本遺跡 ｻｶﾓﾄｲｾｷ 南郷大字島守字坂本 縄文(晩) 散布地

128 203460 舘下前遺跡 ﾀﾃｼﾀﾏｴｲｾｷ 南郷大字島守字田中 縄文(晩) 散布地

128 203461 砂篭遺跡 ｻﾛｳｲｾｷ 南郷大字島守字砂篭 縄文(晩)､平安 散布地

128 203462 小平遺跡 ｺﾋﾞﾗｲｾｷ 南郷大字島守字小平､字ヒノコ前 縄文(前･中) 散布地

128 203463 白山遺跡 ｼﾛﾔﾏｲｾｷ 南郷大字島守字白山 縄文(後) 散布地

128 203464 ヒノコ前遺跡 ﾋﾉｺﾏｲｲｾｷ 南郷大字島守字ヒノコ前 縄文(晩) 散布地

119 203465 長瀬(1)遺跡 ﾅｶﾞｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字長瀬 縄文(晩) 散布地

119 203466 長瀬(2)遺跡 ﾅｶﾞｾｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字長瀬 縄文(後･晩) 散布地

203467 欠番

119 203468 上旦平遺跡 ｳｴﾀﾞﾝﾀｲｲｾｷ 南郷大字島守字上旦平 縄文(中･後) 散布地

119 203469 坂ノ下遺跡 ｻｶﾉｼﾀｲｾｷ 南郷大字島守字坂ノ下 縄文(晩) 散布地

120 203470 駒坂(2)遺跡 ｺﾏｻｶｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字駒坂 縄文(晩) 散布地

203471 欠番

119 203472 長ツム子(1)遺跡 ﾅｶﾞﾂﾑﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字島守字長ツム子 縄文(晩) 散布地

120 203473 長ツム子(2)遺跡 ﾅｶﾞﾂﾑﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字島守字沢田沢 縄文(後･晩) 散布地

120 203474 沢田沢遺跡 ｻﾜﾀﾞｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字沢田沢､字長ツム子 縄文(中･晩) 散布地

120 203475 高嶽遺跡 ﾀｶﾀﾞｹｲｾｷ 南郷大字島守字高嶽 縄文(前) 散布地

203476 欠番

203477 欠番

120 203478 宮沢沢遺跡 ﾐﾔｻﾜｻﾜｲｾｷ 南郷大字島守字宮沢沢､字浜坂 縄文(晩) 散布地

119 203479 境久保遺跡 ｻｶｲｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字中野字境久保､大字泥障作字大畑､字西小木森 縄文(前) 散布地

203480 欠番

119 203481 中久喜(1)遺跡 ﾅｶｸｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字中野字中久喜 縄文(晩) 散布地

119 203482 中久喜(2)遺跡 ﾅｶｸｷｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字中野字中久喜､字小舘ノ下､字梨子木平 縄文(晩) 散布地

119 203483 南郷石ノ鉢(1)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｲｼﾉﾊﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字中野字石ノ鉢 縄文(後･晩) 散布地

119 203484 南郷石ノ鉢(2)遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｲｼﾉﾊﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字中野字石ノ鉢 縄文(晩) 散布地

119 203485 境井沢遺跡 ｻｶｲｻﾞﾜｲｾｷ 南郷大字中野字境井沢 縄文(晩) 散布地

119 203486 下葭平遺跡 ｼﾓﾖｼﾀｲｲｾｷ 南郷大字中野字下葭平 縄文(晩) 散布地

119 203487 上葭平(1)遺跡 ｶﾐﾖｼﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字中野字上葭平 縄文(晩) 散布地

119 203488 上葭平(2)遺跡 ｶﾐﾖｼﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字中野字上葭平 縄文(晩) 散布地

119 203489 上葭平(3)遺跡 ｶﾐﾖｼﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字中野字上葭平 平安 散布地

119 203490 萱久保(1)遺跡 ｶﾔｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字中野字萱久保､字鳥喰 縄文(晩) 散布地

119･128 203491 萱久保(2)遺跡 ｶﾔｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字中野字萱久保 縄文(晩) 散布地

119･128 203492 萱久保(3)遺跡 ｶﾔｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 南郷大字中野字萱久保 縄文(晩) 散布地

128 203493 南郷黒坂遺跡 ﾅﾝｺﾞｳｸﾛｻｶｲｾｷ 南郷大字中野字黒坂 縄文(晩) 散布地

128 203494 下家前遺跡 ｼﾓｶﾏｴｲｾｷ 南郷大字中野字下家前 平安､縄文 散布地

128 203495 中野(2)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字中野字下家前 平安 散布地

128 203496 干草久保遺跡 ﾋｸｻｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字中野字家口､字中野､字樋河ノ上 縄文(晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

128 203497 治仏塚遺跡 ｼﾞﾌﾞﾂﾂﾞｶｲｾｷ 南郷大字中野字治仏塚 縄文(晩) 散布地

128 203498 待ア台遺跡 ﾏﾁｱﾀﾞｲｲｾｷ 南郷大字中野字待ア台､字兎口､字半堂森 縄文(後･晩) 散布地

128 203499 半堂(1)遺跡 ﾊﾝﾄﾞｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字中野字半堂 縄文(晩) 散布地

128 203500 半堂(2)遺跡 ﾊﾝﾄﾞｳｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字中野字半堂 平安 散布地

128 203501 下市野沢(1)遺跡 ｼﾓｲﾁﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字市野沢字下市野沢 縄文(晩) 散布地

128 203502 下市野沢(2)遺跡 ｼﾓｲﾁﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字市野沢字下市野沢 縄文(晩) 散布地

128 203503 黄檗遺跡 ｷﾜﾀﾞｲｾｷ 南郷大字市野沢字黄檗 縄文(晩) 散布地

128 203504 市野沢平(1)遺跡 ｲﾁﾉｻﾜﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 南郷大字市野沢字市野沢平 縄文(晩) 散布地

128 203505 市野沢平(2)遺跡 ｲﾁﾉｻﾜﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字市野沢字市野沢平 縄文(晩) 散布地

128 203506 狐久保遺跡 ｷﾂﾈｸﾎﾞｲｾｷ 南郷大字大森字狐久保 縄文(晩) 散布地

203507 欠番

128 203508 大森狐森(2)遺跡 ｵｵﾓﾘｷﾂﾈﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字大森字狐森 縄文(晩) 散布地

128 203509 鳩田向(2)遺跡 ﾊﾄﾀﾞﾑｶｲｶｯｺﾆｲｾｷ 南郷大字大森字鳩田向 縄文(後･晩) 散布地

128 203510 世増館跡 ﾖﾏｻﾘﾀﾞﾃｱﾄ 南郷大字島守字滝沢 中世 城館跡

128 203511 砂子遺跡 ｽﾅｺｲｾｷ 南郷大字島守字砂子 縄文､平安 集落跡

128 203512 筋久辺遺跡 ｽｼﾞｸﾍﾞｲｾｷ 南郷大字島守字筋久辺 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

128 203513 槻ノ木遺跡 ﾂｷﾉｷｲｾｷ 南郷大字島守字槻ノ木 縄文､平安 散布地

128 203514 水吉遺跡 ﾐｽﾞﾖｼｲｾｷ 南郷大字島守字菖蒲沢､字水吉 縄文(中･後･晩) 集落跡

128 203515 北の畑遺跡 ｷﾀﾉﾊﾀｲｾｷ 南郷大字島守字北ノ畑 縄文(前･後) 散布地

203516 欠番

119 203517 泥障作狐森遺跡 ｱｵﾂﾞｸﾘｷﾂﾈﾓﾘｲｾｷ 南郷大字泥障作字狐森 縄文(早) 集落跡

119 203518 西山遺跡 ﾆｼﾔﾏｲｾｷ 南郷大字泥障作字西山､字高田 縄文､弥生 散布地､街道跡

119 203519 是川上館跡 ｺﾚｶﾜｶﾐﾀﾞﾃｱﾄ 大字是川字館前 中世 城館跡

105 203520 北熊ノ沢(2)遺跡 ｷﾀｸﾏﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字北熊ノ沢 縄文(早)､平安 集落跡

105 203521 狼走(2)遺跡 ｵｲﾉﾊﾞｼﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻内町字狼走 縄文(後) 散布地

106 203522 金屎遺跡 ｶﾅｸｿｲｾｷ 大字鮫町字金屎 弥生(後) 散布地

120 203523 駒ケ沢遺跡 ｺﾏｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字石手洗字駒ケ沢 縄文(中･後) 集落跡

105 203524 平(2)遺跡 ﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字河原木字平､字程ノ沢 縄文(早･前･後) 散布地

105 203525 笹ノ沢(6)遺跡 ｻｻﾉｻﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字尻内町字笹ノ沢・杉子沢 縄文、平安 集落跡

黒　石　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

72･73 204001 竹鼻遺跡 ﾀｹﾊﾅｲｾｷ 大字竹鼻字山平 縄文(後･晩)､平安 散布地

72･73 204002 高館(1)遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高舘字丁高原 縄文(後)､平安 散布地

73 204003 高館(2)遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高舘字甲里見 縄文(中･後)､平安 散布地

73 204004 高館(3)遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字高舘字甲里見 縄文(後･晩) 散布地

86 204005 安入(1)遺跡 ｱﾝﾆｭｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高舘字乙高原 縄文(後) 散布地

73･86 204006 安入(2)遺跡 ｱﾝﾆｭｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高舘字乙高原 縄文(後) 散布地

73 204007 安入(3)遺跡 ｱﾝﾆｭｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字高舘字乙高原 奈良､平安 散布地

73･86 204008 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 縄文(中･後)､平安､中世 集落跡

85 204009 十川遺跡 ﾄｶﾞﾜｲｾｷ 大字上十川字村元二番 平安 散布地

86 204010 長谷沢(1)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

86 204011 長谷沢(2)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 縄文(中･後) 散布地

86 204012 長谷沢(3)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文(後) 散布地

86 204013 長谷沢(4)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文(後) 散布地

86 204014 長谷沢(5)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文(後) 散布地

86 204015 長坂(1)遺跡 ﾅｶﾞｻｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上十川字柳沢 縄文(前･中･後) 散布地

85 204016 長坂(2)遺跡 ﾅｶﾞｻｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字東野添字長坂道北 縄文(中･後･晩) 散布地

86 204017 野間頭遺跡 ﾉﾏｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 縄文(後) 散布地

86 204018 夏焼山遺跡 ﾅﾂﾔｹﾔﾏｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 縄文 集落跡､墳墓

86 204019 浅沢遺跡 ｱｻｻﾞﾜｲｾｷ 大字上十川字浅沢 縄文(中･後) 散布地

85 204020 牡丹平南遺跡 ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｲﾗﾐﾅﾐｲｾｷ 大字牡丹平字牡丹平南 縄文､平安 集落跡

86 204021 豊岡(1)遺跡 ﾄﾖｵｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字豊岡字豊岡 縄文(中･後) 散布地､配石遺構

86 204022 豊岡(2)遺跡 ﾄﾖｵｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字豊岡字長坂　 縄文(後)､平安 散布地

86 204023 豊岡(3)遺跡 ﾄﾖｵｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字豊岡字白兀 縄文(中･後)､平安 散布地

86 204024 石名坂遺跡 ｲｼﾅｻﾞｶｲｾｷ 大字石名坂字舘 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

86 204025 花巻遺跡 ﾊﾅﾏｷｲｾｷ 大字花巻字花巻 縄文(前･中･後) 集落跡

86 204026 高賀野(1)遺跡 ｺｶﾞﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文(中･後) 散布地

85･86 204027 高賀野八幡遺跡 ｺｶﾞﾉﾔﾊﾀｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文(後) 散布地

86 204028 六万平(1)遺跡 ﾛｸﾏﾝﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文(後)､平安 散布地

86 204029 築館遺跡 ﾂｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字上山形字田山堰下 縄文(中･後)､中世 散布地､城館跡

86 204030 上野遺跡 ｳｴﾉｲｾｷ 大字袋字上野 縄文(中･後) 散布地

85 204031 高賀野(2)遺跡 ｺｶﾞﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 平安 散布地､城館跡

85 204032 浅瀬石遺跡 ｱｾｲｼｲｾｷ 大字浅瀬石字山辺 縄文､平安 散布地､集落跡

86 204033 大川原(1)遺跡 ｵｵｶﾜﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字川原字大鉄沢 縄文(後) 散布地

86 204034 大川原(2)遺跡 ｵｵｶﾜﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大川原字萢森 縄文(後) 散布地

86 204035 南中野(1)遺跡 ﾐﾅﾐﾅｶﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字南中野字上平 縄文(中･後)､平安 散布地

86 204036 南中野(2)遺跡 ﾐﾅﾐﾅｶﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字南中野字上平 縄文(後) 散布地

86 204037 板留(1)遺跡 ｲﾀﾄﾞﾒｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字板留字郷ノ沢 縄文(中･後) 散布地

86 204038 板留(2)遺跡 ｲﾀﾄﾞﾒｶｯｺﾆｲｾｷ 大字板留字長坂下 縄文(前･中･後)､平安､中世 集落跡

86 204039 田代平(1)遺跡 ﾀｼﾛﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字南中野字阿平沢 縄文(中･後) 散布地

86 204040 田代平(2)遺跡 ﾀｼﾛﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字南中野字不動沢上 縄文(中･後) 散布地

86 204041 田代平(3)遺跡 ﾀｼﾛﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字南中野字水沢 縄文(中･後) 散布地

86 204042 袋遺跡 ﾌｸﾛｲｾｷ 大字袋字富岡 縄文(後) 散布地

86 204043 落合遺跡 ｵﾁｱｲｲｾｷ 大字袋字富田 縄文(後) 城館跡

86 204044 白沢遺跡 ｼﾗｻﾜｲｾｷ 大字袋字富田 縄文(後) 散布地

99 204045 雷山遺跡 ｲｶｽﾞﾁﾔﾏｲｾｷ 大字沖浦字雷山 中世 城館跡

99 204046 厚目内(1)遺跡 ｱﾂﾒﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(後) 散布地

99 204047 厚目内(2)遺跡 ｱﾂﾒﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(中･後) 散布地

99 204048 厚目内(3)遺跡 ｱﾂﾒﾅｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(中･後) 散布地

99 204049 厚目内(4)遺跡 ｱﾂﾒﾅｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字沖浦字大巻前 縄文､平安 城館跡

99 204050 葛川平(1)遺跡 ｸｽﾞｶﾜﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(中･後) 散布地

99 204051 葛川平(2)遺跡 ｸｽﾞｶﾜﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(中･後) 散布地

99 204052 葛川平(3)遺跡 ｸｽﾞｶﾜﾀﾞｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(中) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

99 204053 葛川平(4)遺跡 ｸｽﾞｶﾜﾀﾞｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字沖浦字青荷沢 縄文(中･後) 散布地

73 204054 山派立遺跡 ﾔﾏﾊﾀﾞﾁｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 平安 集落跡

72･73 204055 高館ハチマキ山遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃﾊﾁﾏｷﾔﾏｲｾｷ 大字高舘字丁高原 縄文(前)､平安 集落跡

86 204056 六万平(2)遺跡 ﾛｸﾏﾝﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文(後) 散布地

73 204057 北野崎遺跡 ｷﾀﾉｻﾞｷｲｾｷ 大字赤坂字北野崎 縄文(後) 散布地

85 204058 浅瀬石五輪塔遺跡 ｱｾｲｼｺﾞﾘﾝﾄｳｲｾｷ 大字浅瀬石字山辺 不明 散布地

99 204059 一ノ渡遺跡 ｲﾁﾉﾜﾀﾘｲｾｷ 大字沖浦字一ノ渡村上 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

86 204060 柏木山館 ｶｼﾜｷﾞﾔﾏﾀﾞﾃ 大字牡丹平字柏木山 中世 城館跡

85 204061 黒石城 ｸﾛｲｼｼﾞｮｳ 境松一丁目､二丁目 中世 城館跡

86 204062 中野不動館 ﾅｶﾉﾌﾄﾞｳﾀﾞﾃ 大字南中野字不動館 中世 城館跡

99 204063 厚目内館 ｱﾂﾒﾅｲﾀﾞﾃﾞ 大字沖浦字大巻前 中世 城館跡

85 204064 あけぼの町遺跡 ｱｹﾎﾞﾉﾁｮｳｲｾｷ あけぼの町 縄文(後) 散布地

85 204065 北原四番遺跡 ｷﾀﾊﾗﾖﾝﾊﾞﾝｲｾｷ 大字上十川字北原四番 縄文 集落跡

73 204066 山平(1)遺跡 ﾔﾏﾋﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字竹鼻字山平 縄文､平安 散布地

72 204067 富田(1)遺跡 ﾄﾐﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 富田 平安 散布地

72 204068 飛内(1)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飛内字飛内 縄文､平安 集落跡

72 204069 西田(1)遺跡 ﾆｼﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三島字西田 平安 散布地

72 204070 二双子遺跡 ﾆｿｳｼｲｾｷ 大字二双子字十川 縄文､平安 散布地

85 204071 松原(1)遺跡 ﾏﾂﾊﾞﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 松原 縄文(後)､平安 散布地

85 204072 松原(2)遺跡 ﾏﾂﾊﾞﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 松原 縄文 散布地

86 204073 柏木山(1)遺跡 ｶｼﾜｷﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字牡丹平字柏木山 縄文 散布地

204074 欠番

73･86 204075 長谷沢一番囲(1)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｲﾁﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 縄文(後)､平安 散布地

86 204076 山元(1)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上十川字山元 縄文 散布地

86 204077 山元(2)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上十川字山元 縄文 散布地

86 204078 山元(3)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上十川字山元 縄文 散布地

86 204079 柳沢遺跡 ﾔﾅｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字上十川字柳沢 縄文(中･後) 散布地

72 204080 飛内北(1)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｷﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飛内字北村岸 平安 散布地

85 204081 浅田遺跡 ｱｻﾀﾞｲｾｷ 追子野木 不明 散布地

86 204082 浅瀬石山(1)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

86 204083 浅瀬石山(2)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

86 204084 前山遺跡 ﾏｴﾔﾏｲｾｷ 大字花巻字前山 縄文 散布地

86 204085 狼森沢(1)遺跡 ｵｲﾉﾓﾘｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字花巻字狼森沢 縄文 散布地

86 204086 地蔵沢遺跡 ｼﾞｿﾞｳｻﾞﾜｲｾｷ 大字花巻字村家岸 縄文 散布地､集落跡

86 204087 西花巻遺跡 ﾆｼﾊﾅﾏｷｲｾｷ 大字花巻字北村下平 縄文 散布地､集落跡

86 204088 豊岡(4)遺跡 ﾄﾖｵｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字豊岡字豊岡 縄文､平安 散布地､集落跡

86 204089 柳沢(2)遺跡 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾆｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上十川字柳沢 縄文 散布地

85 204090 柏木山(3)遺跡 ｶｼﾜｷﾞﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字牡丹平字柏木山 縄文 散布地

86 204091 田ノ沢遺跡 ﾀﾉｻﾜｲｾｷ 大字南中野字田ノ沢 不明 散布地

204092 欠番

86 204093 龍ノ口(1)遺跡 ﾀﾂﾉｸﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浅瀬石字山辺 縄文 散布地

204094 欠番



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

86 204095 浅瀬石山(4)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

86 204096 浅瀬石山(5)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

85 204097 山辺(1)遺跡 ﾔﾏﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 不明 散布地

85 204098 龍ノ口(2)遺跡 ﾀﾂﾉｸﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文 散布地

85 204099 龍ノ口(3)遺跡 ﾀﾂﾉｸﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字浅瀬石字山辺 縄文 散布地

86 204100 浅瀬石山(6)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

86 204101 浅瀬石山(7)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

86 204102 浅瀬石山(8)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

86 204103 龍ノ口(4)遺跡 ﾀﾂﾉｸﾁｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文 散布地

86 204104 龍ノ口(5)遺跡 ﾀﾂﾉｸﾁｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字浅瀬石字龍ノ口 縄文 散布地

86 204105 浅瀬石山(9)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

204106 欠番

204107 欠番

86 204108 鱈頭(1)遺跡 ﾀﾗｶﾞｼﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字石名坂字夏焼 縄文 散布地

86 204109 狼森(1)遺跡 ｵｲﾉﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字石名坂字木通沢 縄文 散布地

86 204110 狼森沢(2)遺跡 ｵｲﾉﾓﾘｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字石名坂字木通沢 縄文 散布地

86 204111 仮間沢(1)遺跡 ｶﾘﾏｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字牡丹平字仮間沢 縄文､奈良､平安 散布地､集落跡

86 204112 木通沢(2)遺跡 ｱｹﾋﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字石名坂字木通沢 縄文 散布地

73 204113 甲里見(1)遺跡 ｺｳｻﾄﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高舘字甲里見 縄文､奈良､平安 散布地

73 204114 甲里見(2)遺跡 ｺｳｻﾄﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高舘字甲里見 奈良､平安 散布地

73 204115 甲里見(3)遺跡 ｺｳｻﾄﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字高舘字甲里見 縄文 散布地

204116 欠番

73 204117 甲里見(5)遺跡 ｺｳｻﾄﾐｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字高舘字甲里見 縄文 散布地

86 204118 長谷沢二番囲(1)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜﾆﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文 散布地

86 204119 山元(4)遺跡 ﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字上十川字山元 縄文 散布地

204120 欠番

86 204121 石倉下遺跡 ｲｼｸﾗｼﾀｲｾｷ 大字上山形字石倉下 縄文(後･晩)､平安 散布地､集落跡

86 204122 花巻村上遺跡 ﾊﾅﾏｷﾑﾗｶﾐｲｾｷ 大字花巻字村上 縄文(中･後) 散布地､集落跡

204123 欠番

72･73 204124 山平(2)遺跡 ﾔﾏﾋﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字竹鼻字山平 平安 散布地

73 204125 山平(3)遺跡 ﾔﾏﾋﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字竹鼻字山平 平安 散布地

73 204126 山平(4)遺跡 ﾔﾏﾋﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字竹鼻字山平 平安 散布地

73 204127 山平(5)遺跡 ﾔﾏﾋﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字竹鼻字山平 平安 散布地

72 204128 竹鼻宮元(1)遺跡 ﾀｹﾊﾅﾐﾔﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字竹鼻字宮元 縄文 散布地

72 204129 竹鼻宮元(2)遺跡 ﾀｹﾊﾅﾐﾔﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字竹鼻字宮元 縄文 散布地

72 204130 飛内北(2)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｷﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 飛内北 平安 散布地

72 204131 飛内北(3)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｷﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 飛内北 縄文､平安 散布地

204132 欠番

204133 欠番

72 204134 野田遺跡 ﾉﾀﾞｲｾｷ 大字二双子字野田 平安 散布地

72 204135 飛内(2)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飛内字飛内 平安 散布地

72 204136 小屋敷西(1)遺跡 ｺﾔｼｷﾆｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 小屋敷西 平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

72 204137 小屋敷西(2)遺跡 ｺﾔｼｷﾆｼｶｯｺﾆｲｾｷ 小屋敷西 平安 散布地

72 204138 飛内北(5)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｷﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 飛内北 平安 散布地

72 204139 飛内北(6)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｷﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 飛内北 平安 散布地

72 204140 飛内北(7)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲｷﾀｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 飛内北 平安 散布地

72 204141 馬場尻東遺跡 ﾊﾞﾊﾞｼﾘﾋｶﾞｼｲｾｷ 馬場尻東 平安 散布地

204142 欠番

204143 欠番

72 204144 飛内東村岸(1)遺跡 ﾄﾋﾞﾅｲﾋｶﾞｼﾑﾗｷﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飛内字東村岸 中世 散布地

72 204145 小屋敷東村岸(2)遺跡 ｺﾔｼｷﾋｶﾞｼﾑﾗｷﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小屋敷字東村岸 縄文 散布地

204146 欠番

72 204147 富田(2)遺跡 ﾄﾐﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 富田 平安 散布地

204148 欠番

72 204149 甲松坂遺跡 ｺｳﾏﾂｻｶｲｾｷ 大字高館字甲松坂 平安 散布地

72 204150 東池田遺跡 ﾋｶﾞｼｲｹﾀﾞｲｾｷ 大字赤坂字東池田 平安 散布地

72 204151 富田(3)遺跡 ﾄﾐﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 富田 平安 散布地

72 204152 富田(4)遺跡 ﾄﾐﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 富田 平安 散布地

72 204153 富田(5)遺跡 ﾄﾐﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 富田 平安 散布地

72 204154 富士見遺跡 ﾌｼﾞﾐｲｾｷ 富士見 平安 散布地

204155 欠番

72 204156 三島宮元遺跡 ﾐｼﾏﾐﾔﾓﾄｲｾｷ 大字三島字宮元 平安 散布地

72 204157 西田(2)遺跡 ﾆｼﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字赤坂字西田 平安 散布地

73･86 204158 長谷沢一番囲(2)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜｲﾁﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上十川字長谷澤一番囲 平安 散布地

86 204159 乙高原遺跡 ｵﾂﾀｶﾊﾗｲｾｷ 大字高館字乙高原 縄文(後) 散布地

86 204160 長谷沢二番囲(2)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜﾆﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文 散布地

86 204161 長谷沢二番囲(3)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜﾆﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文(中･後) 散布地

86 204162 長谷沢二番囲(4)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜﾆﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文(前･中･後) 散布地

86 204163 長谷沢二番囲(5)遺跡 ﾅｶﾞﾔｻﾜﾆﾊﾞﾝｶｺｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字上十川字長谷澤二番囲 縄文(前･中･後) 散布地

86 204164 仮間沢(2)遺跡 ｶﾘﾏｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字牡丹平字仮間沢 縄文(前･中) 散布地

86 204165 夏焼沢遺跡 ﾅﾂﾔｹｻﾜｲｾｷ 大字花巻字夏焼沢 縄文(中･後) 散布地

86 204166 浅瀬石山(10)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文 散布地

204167 欠番

204168 欠番

86 204169 浅瀬石山(13)遺跡 ｱｾｲｼﾔﾏｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字浅瀬石字浅瀬石山 縄文(前･中) 散布地

204170 欠番

72 204171 村里遺跡 ﾑﾗｻﾄｲｾｷ 三島字村里 平安､中世 散布地

86 204172 鱈頭(2)遺跡 ﾀﾗｶﾞｼﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字牡丹平字鱈頭 縄文(後) 散布地

86 204173 鱈頭(3)遺跡 ﾀﾗｶﾞｼﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字牡丹平字鱈頭 縄文(後) 散布地

204174 欠番

86 204175 姥懐遺跡 ｳﾊﾞﾌﾄｺﾛｲｾｷ 大字豊岡字姥懐 縄文､平安 散布地

86 204176 舘ヶ沢(1)遺跡 ﾀﾃｶﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字南中野字舘ヶ沢 平安 散布地

204177 欠番

204178 欠番



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

86 204179 花巻長坂南遺跡 ﾊﾅﾏｷﾅｶﾞｻｶﾐﾅﾐｲｾｷ 大字花巻字長坂南 平安 散布地

86 204180 狼森(3)遺跡 ｵｲﾉﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字豊岡字狼森 縄文 散布地

86 204181 狼森沢(3)遺跡 ｵｲﾉﾓﾘｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字豊岡字狼森 縄文 散布地

86 204182 仮間沢(3)遺跡 ｶﾘﾏｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字牡丹平字仮間沢 縄文(前･中･後) 散布地

86 204183 上野(2)遺跡 ｳﾜﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字袋字上野 縄文 散布地

86 204184 中村平下遺跡 ﾅｶﾑﾗﾀｲﾗｼﾓｲｾｷ 大字下山形字中村平下 縄文 散布地

86 204185 村下遺跡 ﾑﾗｼﾀｲｾｷ 大字上山形字村下 縄文 散布地

86 204186 下目内(1)遺跡 ｼﾓﾒﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下山形字下目内 平安 散布地

86 204187 下目内(2)遺跡 ｼﾓﾒﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下山形字下目内 縄文 散布地

86 204188 中野馬場遺跡 ﾅｶﾉﾊﾞﾊﾞｲｾｷ 大字上山形字中野馬場 不明 散布地

86 204189 田山堰下遺跡 ﾀﾔﾏｾｷｼﾀｲｾｷ 大字上山形字田山堰下 平安 散布地

86 204190 上平(2)遺跡 ｳﾜﾉﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字南中野字上平 平安 散布地

86 204191 富岡遺跡 ﾄﾐｵｶｲｾｷ 大字袋字富岡 不明 散布地

86 204192 十二沢遺跡 ｼﾞｭｳﾆｻﾜｲｾｷ 大字川原字十二沢 縄文(中) 散布地

86 204193 山ノ蛾虫遺跡 ﾔﾏﾉｶﾞﾑｼｲｾｷ 大字大川原字山ノ蛾虫 縄文(中･後) 散布地

86 204194 大鉄沢(1)遺跡 ｵｵﾃﾂｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大川原字大鉄沢 不明 散布地

86 204195 大鉄沢(2)遺跡 ｵｵﾃﾂｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大川原字大鉄沢 不明 散布地

86 204196 黒森向遺跡 ｸﾛﾓﾘﾑｶｲｲｾｷ 大字南中野字黒森向 不明 散布地

86 204197 舘ヶ沢(2)遺跡 ﾀﾃｶﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字南中野字舘ヶ沢 縄文 散布地

86 204198 黒森下(1)遺跡 ｸﾛﾓﾘｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字南中野字黒森下 縄文､平安 散布地

86 204199 黒森下(2)遺跡 ｸﾛﾓﾘｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字南中野字黒森下 不明 散布地

86 204200 狼森(2)遺跡 ｵｲﾉﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字豊岡字狼森 縄文､平安 散布地

86 204201 二世沢(1)遺跡 ﾆｾｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字南中野字二世沢 縄文 散布地

86 204202 二世沢(2)遺跡 ﾆｾｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字南中野字二世沢 縄文 散布地

86 204203 二世沢(3)遺跡 ﾆｾｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字南中野字二世沢 縄文 散布地

86 204204 白兀(3)遺跡 ｼﾗﾊｹｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字豊岡字白兀 縄文､平安 散布地

86 204205 上野(3)遺跡 ｳﾜﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字袋字上野 縄文 散布地

五所川原市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

59 205001 長者森山遺跡 ﾁｮｳｼﾞｬﾓﾘﾔﾏｲｾｷ 大字松野木字花笠 平安､中世 城館跡

59 205002 観音林遺跡 ｶﾝﾉﾝﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字松野木字花笠 縄文(後･晩)､平安､中世 集落跡､城館跡

59 205003 原子溜池(1)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

59 205004 原子溜池(2)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺﾆｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(前･中･後)､平安 散布地

59 205005 原子溜池(3)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(中) 散布地

59 205006 原子城遺跡 ﾊﾗｺｼﾞｮｳｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(前･中･後)､平安､中世 散布地､城館跡

59 205007 野里遺跡 ﾉｻﾞﾄｲｾｷ 大字野里字牧ノ原､字牧原 縄文(晩)､平安､近世 散布地

72 205008 川崎遺跡 ｶﾜｻｷｲｾｷ 大字前田野目字川崎 縄文(晩)､平安､近世 散布地

59･72 205009 桜ヶ峰(１)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾐﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 縄文(草･前･中･後･晩)､弥生､平安､近世 散布地､須恵器窯跡

59 205010 山道溜池遺跡 ﾔﾏﾐﾁﾀﾒｲｹｲｾｷ 大字原子字山元 平安 散布地､須恵器窯跡

59 205011 砂田Ｂ遺跡 ｽﾅﾀﾞﾋﾞｰｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205012 紅葉(1)遺跡 ﾓﾐｼﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字原子字紅葉 平安 集落跡､須恵器窯跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

59 205013 砂田Ｃ遺跡 ｽﾅﾀﾞｼｰｲｾｷ 大字前田野目山　国有林142林班そ小班 平安 須恵器窯跡

59 205014 砂田Ｄ遺跡 ｽﾅﾀﾞﾃﾞｨｰｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

59 205015 野脇遺跡 ﾉﾜｷｲｾｷ 大字前田野目字野脇 平安 須恵器窯跡

59 205016 砂田Ε遺跡 ｽﾅﾀﾞｲｰｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

59 205017 鞠ノ沢窯跡 ﾏﾘﾉｻﾜｶﾏｱﾄ 大字前田野目字鞠ノ沢､字砂田 平安 須恵器窯跡 史跡

72 205018 持子沢館 ﾓｯｺｻﾞﾜﾀﾞﾃ 大字持子沢字隠川 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

59 205019 狼野長根遺跡 ｵｲﾉﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(晩)､平安 集落跡

59 205020 隠川(1)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(中･後)､平安 散布地､須恵器窯跡 史跡

59 205021 持子沢Α遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜｴｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

59 205022 持子沢Ｂ遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜﾋﾞｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

59 205023 持子沢Ｃ遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜｼｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

59 205024 持子沢Ｄ遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜﾃﾞｨｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205025 境山遺跡 ｻｶｲﾔﾏｲｾｷ 大字神山字境山 平安 散布地

46 205026 鴻の巣遺跡 ｺｳﾉｽｲｾｷ 大字桜田字鴻の巣 平安 散布地

46･58･59 205027 沢田遺跡 ｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字飯詰字石田 縄文(前･中･晩) 散布地

46 205028 長富遺跡 ﾅｶﾞﾄﾐｲｾｷ 大字長富字鎧石 縄文(前･中) 散布地

58 205029 金山大溜池遺跡 ｶﾈﾔﾏｵｵﾀﾒｲｹｲｾｷ 大字金山字千代鶴､字松ヶ枝 平安 散布地

58 205030 福泉遺跡 ﾌｸｲｽﾞﾐｲｾｷ 大字飯詰字福泉 縄文(晩) 散布地

58 205031 藤巻遺跡 ﾌｼﾞﾏｷｲｾｷ 大字唐笠柳字藤巻 縄文(後･晩) 散布地

58 205032 十三盛遺跡 ｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘｲｾｷ 大字長橋字広野､大字新宮字稲村 平安､近世 集落跡

59 205033 興隆(1)遺跡 ｺｳﾘｭｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文 散布地

46 205034 尾花原(1)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 縄文(中)､平安 散布地

47 205035 不動遺跡 ﾌﾄﾞｳｲｾｷ 大字飯詰字石田 平安 散布地

46 205036 味噌ヶ沢遺跡 ﾐｿｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字飯詰字影日沢 縄文 散布地

58 205037 飯詰城遺跡 ｲｲﾂﾞﾒｼﾞｮｳｲｾｷ 大字飯詰字福泉 縄文､平安､中世 散布地､城館跡

58 205038 狐野(1)遺跡 ｷﾂﾈﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飯詰字狐野 縄文､平安 集落跡

59 205039 原子溜池(4)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字原子字山元 縄文､平安 須恵器窯跡

59 205040 原子溜池(5)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字原子字紅葉 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

58 205041 金山館遺跡 ｶﾈﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字金山字千代鶴､字梅ヶ枝 平安､中世 城館跡

59 205042 神山館遺跡 ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字神山字鶉野 平安､中世 城館跡

72 205043 真言館遺跡 ｼﾝｺﾞﾝﾀﾞﾃｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 平安､中世 城館跡

46 205044 石田(1)遺跡 ｲｼﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飯詰字石田 縄文､平安､中世､近世 集落跡

59 205045 鶉野遺跡 ｳｽﾞﾗﾉｲｾｷ 大字神山字鶉野 縄文(後･晩)､平安 集落跡

58 205046 七ツ館遺跡 ﾅﾅﾂﾀﾞﾃｲｾｷ 大字七ツ館字西流 平安､中世 散布地､城館跡

46 205047 荒神林遺跡 ｺｳｼﾞﾝﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 縄文(晩)､平安､中世 散布地､城館跡

59 205048 興隆(2)遺跡 ｺｳﾘｭｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文 散布地

59 205049 興隆(3)遺跡 ｺｳﾘｭｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文(前) 散布地

58 205050 狐野(2)遺跡 ｷﾂﾈﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飯詰字狐野 平安 散布地

59 205051 犬走(1)遺跡 ｲﾇﾊﾞｼﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字犬走 平安 散布地

46 205052 五本松遺跡 ｺﾞﾎﾝﾏﾂｲｾｷ 大字飯詰字影日沢 平安 散布地

59 205053 田子ノ浦遺跡 ﾀｺﾞﾉｳﾗｲｾｷ 大字豊成字田子ノ浦 平安 散布地

58 205054 色吉遺跡 ｲﾛﾖｼｲｾｷ 大字浅井字色吉 縄文(中･晩)､平安 散布地
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58 205055 薮里遺跡 ﾔﾌﾞｻﾄｲｾｷ 大字田川字薮里 縄文(晩)､平安､近世 散布地

59 205056 中子遺跡 ﾁｭｳｼｲｾｷ 大字松野木字中子 平安 散布地､城館跡

58 205057 稲葉遺跡 ｲﾅﾊﾞｲｾｷ 大字稲実字稲葉 平安､近世 散布地

58 205058 平野遺跡 ﾋﾗﾉｲｾｷ 大字梅田字平野 平安､中世 散布地

59･72 205059 桜ヶ峰(2)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾐﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 縄文(前･中･後･晩)､弥生､続縄文､平安 散布地

72 205060 桜ヶ峰(3)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾐﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 縄文､平安 散布地

59 205061 犬走(2)遺跡 ｲﾇﾊﾞｼﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字持子沢字犬走 平安 散布地

59 205062 隠川(2)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字持子沢字隠川 旧石器､縄文(早･前･中･後･晩)､平安､近世 集落跡

59･72 205063 隠川(3)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安､近世 集落跡

59･72 205064 隠川(4)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､平安､近世､近代 散布地

72 205065 隠川(5)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 散布地

72 205066 隠川(6)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文､平安 散布地

59 205067 隠川(7)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安､近世 散布地

59 205068 隠川(8)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文､平安 散布地

59 205069 隠川(9)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文 散布地

59 205070 隠川(10)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文､平安 散布地､須恵器窯跡

59 205071 隠川(11)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､古墳､平安､近世､近代 集落跡

59 205072 隠川(12)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安､近世 集落跡

59 205073 隈無(1)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､続縄文､平安､近世､近代 集落跡

59 205074 隈無(2)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､近世､近代 集落跡

59 205075 隈無(3)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文､平安 散布地

59 205076 隈無(4)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､近世､近代 散布地

59 205077 隈無(5)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文 散布地

59 205078 隈無(6)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､近世､近代 集落跡

59 205079 隈無(7)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文､平安 散布地､須恵器窯跡

59 205080 隈無(8)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､中世､近世､近代 集落跡

58 205081 松島遺跡 ﾏﾂｼﾏｲｾｷ 大字米田字松島 縄文､弥生､平安､中世 散布地

58 205082 泉田遺跡 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲｾｷ 大字金山字泉田 平安､近世 散布地

59 205083 松代遺跡 ﾏﾂｼﾛｲｾｷ 大字俵元字松代 縄文､平安 散布地

58 205084 宮井遺跡 ﾐﾔｲｲｾｷ 大字水野尾字宮井 縄文､平安 散布地

46 205085 尾花原(2)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 平安 散布地

46 205086 尾花原(3)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 平安 散布地

46 205087 尾花原(4)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 平安 散布地

59 205088 広富遺跡 ﾋﾛﾄﾐｲｾｷ 大字福山字広富､大字神山字野岸､大字野里字野岸 平安 散布地

46 205089 影日沢遺跡 ｶｹﾞﾋｻﾞﾜｲｾｷ 大字飯詰字影日沢 平安 散布地

59 205090 実吉遺跡 ﾐﾖｼｲｾｷ 大字羽野木沢字実吉 縄文(前･中･後･晩)､平安､中世､近世 集落跡

59 205091 犬走(3)遺跡 ｲﾇﾊﾞｼﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字前田野目字犬走 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205092 隠川(13)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205093 砂田Ｆ遺跡 ｽﾅﾀﾞｴﾌｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

59 205094 砂田Ｇ遺跡 ｽﾅﾀﾞｼﾞｰｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205095 前田野目山(1)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205096 前田野目山(2)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡 史跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

59 205097 前田野目山(3)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

59 205098 前田野目山(4)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

59 205099 前田野目山(5)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205100 前田野目山(6)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山国有林142林班､い2小班 平安 須恵器窯跡

72 205101 広野遺跡 ﾋﾛﾉｲｾｷ 大字高野字広野 縄文､平安 散布地､須恵器窯跡

59 205102 紅葉(2)遺跡 ﾓﾐｼﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字原子字紅葉 平安 須恵器窯跡 史跡

59 205103 砂田Ｈ遺跡 ｽﾅﾀﾞｴｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

205104 欠番

46 205105 千苅(1)遺跡 ｾﾝｶﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町喜良市千苅 縄文(晩)､近世 集落跡

38･47 205106 相野山(1)遺跡 ｱｲﾉﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町芦野 旧石器 散布地

46 205107 坂本(1)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町喜良市坂本 平安 散布地

46･47 205108 阿弥陀寺遺跡 ｱﾐﾀﾞｼﾞｲｾｷ 金木町喜良市相野山 平安 散布地

46 205109 嘉瀬(1)遺跡 ｶｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町嘉瀬上端山崎 縄文(前)､平安 散布地

46 205110 鎧石(1)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文(後･晩) 散布地

46 205111 芦野(1)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町芦野 平安 散布地

37･46 205112 芦野(2)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文(早･前･中･後･晩) 散布地

46 205113 芦野旧競馬遺跡 ｱｼﾉｷｭｳｹｲﾊﾞｲｾｷ 金木町芦野 縄文(中) 散布地

46 205114 妻の神(1)遺跡 ｻｲﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町芦野 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

46 205115 妻の神(2)遺跡 ｻｲﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町芦野 縄文(後) 散布地

46 205116 若松町遺跡 ﾜｶﾏﾂﾁｮｳｲｾｷ 金木町芦野若松町 平安 散布地

37･46 205117 さいの川原遺跡 ｻｲﾉｶﾜﾗｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文､平安 散布地

37 205118 湯の川遺跡 ﾕﾉｶﾜｲｾｷ 金木町川倉七夕野 平安 散布地

37 205119 宇田野遺跡 ｳﾀﾉｲｾｷ 金木町川倉宇田野 平安 散布地

37 205120 川倉小学校遺跡 ｶﾜｸﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文(中･後･晩)､平安 集落跡

46 205121 雲雀野(2)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野､中柏木鎧石 縄文(後)､弥生､平安 散布地

46 205122 三ノ沢溜池遺跡 ﾐﾉｻﾜﾀﾒｲｹｲｾｷ 金木町中柏木不動野 縄文(後) 散布地

46 205123 芦野運動場遺跡 ｱｼﾉｳﾝﾄﾞｳｼﾞｮｳｲｾｷ 金木町芦野 縄文(後)､平安 散布地

46 205124 藤枝溜池南岸遺跡 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾀﾒｲｹﾐﾅﾐｷﾞｼｲｾｷ 金木町芦野 縄文(晩)､平安 散布地

46 205125 藤枝遺跡 ﾌｼﾞｴﾀﾞｲｾｷ 金木町藤枝東田 平安 散布地

46 205126 神明町遺跡 ｼﾝﾒｲﾁｮｳｲｾｷ 金木町芦野 縄文(前･中･後)､弥生､平安 集落跡

46 205127 金木遺跡 ｶﾅｷﾞｲｾｷ 金木町芦野 縄文(前･晩) 散布地

46 205128 へび沢遺跡 ﾍﾋﾞｻﾜｲｾｷ 金木町芦野 縄文(中･後) 散布地

37 205129 林下遺跡 ﾊﾔｼｼﾀｲｾｷ 金木町川倉林下 平安 散布地

46 205130 岩見町遺跡 ｲﾜﾐﾁｮｳｲｾｷ 金木町喜良市坂本 縄文(中･晩)､平安 散布地

37･46 205131 大東ヶ丘遺跡 ﾀﾞｲﾄｳｶﾞｵｶｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文､平安 散布地

46 205132 沢部遺跡 ｻﾜﾍﾞｲｾｷ 金木町沢部 平安､中世 散布地

46 205133 坂本(2)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町喜良市坂本 平安 散布地

46 205134 居升村遺跡 ｲﾏｽﾑﾗｲｾｷ 金木町沢部 平安 散布地

46 205135 金木館遺跡 ｶﾅｷﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 金木町朝日山 平安､中世 城館跡

46 205136 嘉瀬館遺跡 ｶｾﾀﾞﾃｲｾｷ 金木町嘉瀬萩元 平安､中世 城館跡

46 205137 萩元遺跡 ﾊｷﾞﾓﾄｲｾｷ 金木町嘉瀬萩元 平安 散布地

46 205138 鎧石(2)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

46 205139 雲雀野(1)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野 縄文 散布地

46 205140 嘉瀬(2)遺跡 ｶｾｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町嘉瀬上端山崎 縄文(前)､平安 散布地

46 205141 雲雀野(3)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野 縄文 散布地

46 205142 雲雀野(4)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野 平安 散布地

46 205143 鎧石(3)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文 散布地

46 205144 鎧石(4)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文 散布地

46 205145 千苅(2)遺跡 ｾﾝｶﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町喜良市千苅 平安 散布地

38 205146 大倉岳館跡 ｵｵｸﾗﾀﾞｹﾀﾃｱﾄ 金木町金木山 国有林77林班へ 平安､中世 城館跡

47 205147 喜良市蝦夷館跡 ｷﾗｲﾁｴｿﾞﾀﾞﾃｱﾄ 金木町喜良市喜良市山 国有林38林班に2小班 平安､中世 城館跡

46 205148 相野山(2)遺跡 ｱｲﾉﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町喜良市相野山､蔵助平 縄文､平安 散布地

37 205149 川倉遺跡 ｶﾜｸﾗｲｾｷ 金木町川倉七夕野､川倉女坂 近世 製鉄跡

37 205150 中新山製鉄遺跡 ﾅｶｼﾝﾔﾏｾｲﾃﾂｲｾｷ 金木町川倉外ヶ沢 近世 製鉄跡

31 205151 磯松砂山遺跡 ｲｿﾏﾂｽﾅﾔﾏｲｾｷ 磯松磯野 縄文 散布地

31 205152 古館遺跡 ﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 磯松磯野､磯松苗代沢 平安､中世 城館跡

31 205153 唐川(1)遺跡 ｶﾗｶﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 磯松唐皮 平安 集落跡

32 205154 ナガレ山遺跡 ﾅｶﾞﾚﾔﾏｲｾｷ 相内桂川 縄文､平安 散布地

31 205155 磯松遺跡 ｲｿﾏﾂｲｾｷ 磯松磯野 中世､近世 散布地

205156 欠番

31 205157 笹畑遺跡 ｻｻﾊﾞﾀｹｲｾｷ 相内岩井 縄文(前･中･後)､中世 集落跡､貝塚

31 205158 二ツ沼遺跡 ﾌﾀﾂﾇﾏｲｾｷ 相内岩井 縄文(晩)､平安､中世 集落跡

31 205159 山王坊遺跡 ｻﾝﾉｳﾎﾞｳｲｾｷ 相内岩井 中世 社寺跡 史跡

31 205160 唐川城跡 ｶﾗｶﾜｼﾞｮｳｱﾄ 相内岩井､相内山国有林557林班ろ2小班 縄文､平安､中世 散布地､城館跡

31 205161 岩井大沼遺跡 ｲﾜｲｵｵﾇﾏｲｾｷ 相内岩井 縄文(後･晩) 散布地

31 205162 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 相内赤坂 平安 集落跡

31 205163 露草遺跡 ﾂﾕｸｻｲｾｷ 相内露草 中世 社寺跡

31 205164 オセドウ遺跡 ｵｾﾄﾞｳｲｾｷ 相内露草 縄文(前･中･後･晩)､平安､中世 集落跡､貝塚

31･32 205165 実取(1)遺跡 ﾐﾄﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 相内実取 平安 集落跡

31 205166 福島城跡 ﾌｸｼﾏｼﾞｮｳｱﾄ 相内実取 縄文(晩)､平安､中世 集落跡､城館跡

31 205167 蛇石遺跡 ﾍﾋﾞｲｼｲｾｷ 相内実取 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

31 205168 中島遺跡 ﾅｶｼﾞﾏｲｾｷ 十三土佐 奈良 散布地

205169 欠番

205170 欠番

31 205171 五月女萢遺跡 ｿﾄﾒﾔﾁｲｾｷ 相内 縄文(後･晩)､弥生､奈良 散布地 市史跡

31 205172 十三湊遺跡 ﾄｻﾐﾅﾄｲｾｷ 十三琴湖岳､十三古中道､十三通行道､十三深津 縄文､奈良､平安､中世､近世 港湾都市 史跡

205173 欠番

205174 欠番

31 205175 唐川(3)遺跡 ｶﾗｶﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 磯松字磯野 縄文､平安 集落跡

31 205176 唐川(2)遺跡 ｶﾗｶﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 磯松唐皮 平安 散布地

31 205177 実取(2)遺跡 ﾐﾄﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 相内実取 平安 集落跡

205178 欠番

58 205179 石田(2)遺跡 ｲｼﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飯詰字石田 平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

十和田市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

90 206001 深持遺跡 ﾌｶﾓﾁｲｾｷ 大字深持字舟沢 縄文(中･後･晩) 散布地

90 206002 小山遺跡 ｺﾔﾏｲｾｷ 大字藤島字小山 縄文 散布地

90 206003 芦沢(1)遺跡 ｱｼｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字深持字芦沢 縄文(晩) 散布地

103 206004 寺久保遺跡 ﾃﾗｸﾎﾞｲｾｷ 大字滝沢字寺久保 縄文(晩) 散布地

103 206005 川原(1)遺跡 ｶﾜﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字滝沢字川原 縄文(早･中･晩) 散布地

103 206006 和島(1)遺跡 ﾜｼﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字藤島字頭久保 縄文(前) 散布地

90 206007 下平(1)遺跡 ｼﾓﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字赤沼字下平 縄文(前)､平安 散布地､墳墓､経塚

90 206008 下平(2)遺跡 ｼﾓﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字赤沼字下平 縄文(早･前･中･後) 散布地

90 206009 洞内長根(1)遺跡 ﾎﾗﾅｲﾅｶﾞﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字洞内字沼田野 縄文(中･後) 散布地

90 206010 上豊良遺跡 ｶﾐﾄﾖﾗｲｾｷ 大字洞内字上豊良 縄文(中･後･晩) 散布地

103 206011 下切田遺跡 ｼﾓｷﾘﾀﾞｲｾｷ 大字切田字下切田 縄文(中･後) 散布地

103 206012 橋場遺跡 ﾊｼﾊﾞｲｾｷ 大字切田字橋場 縄文(中) 散布地

103 206013 関口遺跡 ｾｷｸﾞﾁｲｾｷ 大字切田字関口 縄文(中) 散布地

103 206014 上館遺跡 ｶﾐﾀﾞﾃｲｾｷ 大字切田字上館 縄文(中･後･晩)､中世 散布地､城館跡

103 206015 見世(1)遺跡 ﾐｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字切田字見世 縄文(中･後) 集落跡

103 206016 中屋敷遺跡 ﾅｶﾔｼｷｲｾｷ 大字切田字中屋敷 縄文(早･前･中) 散布地

103 206017 岩井永寿院遺跡 ｲﾜｲｴｲｼﾞｭｲﾝｲｾｷ 大字滝沢字舘 中世､近世 経塚

90 206018 家の上遺跡 ｲｴﾉｶﾐｲｾｷ 大字洞内字家ノ上 縄文(前) 散布地

90 206019 家の下(1)遺跡 ｲｴﾉｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字洞内字家ノ下 縄文(前･中) 散布地

90 206020 家の下(2)遺跡 ｲｴﾉｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字洞内字家ノ下 縄文(中) 散布地

90 206021 法身塚 ﾎｳｼﾝﾂﾞｶ 大字洞内字沼田野 中世 墳墓 市史跡

90 206022 沼田野遺跡 ﾇﾏﾀﾉｲｾｷ 大字洞内字沼田野 縄文(前) 散布地

103 206023 向町遺跡 ﾑｶｲﾏﾁｲｾｷ 大字米田字向町 縄文(後) 散布地

103 206024 下屋敷遺跡 ｼﾓﾔｼｷｲｾｷ 大字米田字種原 縄文(後)､奈良､平安 集落跡

103 206025 高谷久保遺跡 ﾀｶﾔｸﾎﾞｲｾｷ 大字米田字高谷久保 縄文(前) 散布地

103 206026 中村平遺跡 ﾅｶﾑﾗﾀｲｲｾｷ 大字米田字中村平 縄文(後･晩)､中世 集落跡

90 206027 豊良館跡 ﾄﾖﾗﾀﾞﾃｱﾄ 大字洞内字舘 中世 城館跡

90 206028 豊良家ノ向遺跡 ﾄﾖﾗｲｴﾉﾑｶｲｲｾｷ 大字洞内字家ノ向 縄文(前･後) 集落跡

103 206029 明戸遺跡 ｱｹﾄﾞｲｾｷ 大字滝沢字明戸 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

90 206030 寺上遺跡 ﾃﾗｳｴｲｾｷ 大字赤沼字寺ノ上 縄文(早･前) 散布地

103 206031 小山上平遺跡 ｺﾔﾏｶﾐﾀｲﾗｲｾｷ 大字藤島字小山上平 縄文(前) 散布地

103 206032 小山上平館遺跡 ｺﾔﾏｶﾐﾀｲﾗﾀﾃｲｾｷ 大字藤島字小山上平 縄文(前)､平安 散布地､城館跡

103 206033 折紙遺跡 ｵﾘｶﾞﾐｲｾｷ 大字切田字折紙 奈良､平安 散布地

103 206034 堰向遺跡 ｾｷﾑｶｲｲｾｷ 大字切田字堰向 縄文 散布地

103 206035 生沢遺跡 ｳﾌﾞｻﾜｲｾｷ 大字切田字生沢 縄文(前)､平安 散布地

78 206036 大下内遺跡 ｵｵｼﾀﾅｲｲｾｷ 大字八斗沢字家ノ下 縄文(後) 散布地

77 206037 葉ノ木谷地遺跡 ﾊﾉｷﾔﾁｲｾｷ 大字大沢田字葉ノ木谷地 奈良､平安 散布地

77 206038 大沢田遺跡 ｵｵｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字大沢田字橋場 縄文(前) 散布地

90 206039 前田遺跡 ﾏｴﾀﾞｲｾｷ 大字洞内字前田 縄文(早･前)､奈良､平安 散布地

77 206040 堤尻遺跡 ﾂﾂﾐｼﾞﾘｲｾｷ 大字立崎字堤尻 奈良､平安 散布地
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77 206041 池ノ平一里塚 ｲｹﾉﾀｲｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字大沢田字池ノ平 近世 一里塚 県史跡

104 206042 伝法寺一里塚 ﾃﾞﾝﾎﾟｳｼﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字伝法寺字平窪､上ミ沢 近世 一里塚 県史跡

91 206043 高見(1)遺跡 ﾀｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字相坂字高見 奈良､平安 集落跡

90 206044 洞内城跡 ﾎﾗﾅｲｼﾞｮｳｱﾄ 大字洞内字前田 平安､中世､近世 集落跡､城館跡

90 206045 小田館跡 ｺﾀﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字洞内字上平 中世 城館跡

90 206046 西白上館跡 ﾆｼｼﾗｳｴﾀﾃｱﾄ 大字相坂字白上 中世 城館跡

90 206047 東白上館跡 ﾋｶﾞｼｼﾗｳｴﾀﾃｱﾄ 大字相坂字白上 中世 城館跡

90 206048 下山館跡 ｼﾓﾔﾏﾀﾃｱﾄ 大字三本木字佐井幅 中世 城館跡

103 206049 大不動館跡 ｵｵﾌﾄﾞｳﾀﾃｱﾄ 大字大不動字大不動 中世 城館跡

103 206050 藤島館跡 ﾌｼﾞｼﾏﾀﾃｱﾄ 大字藤島字上野月 中世 城館跡

103 206051 米田館跡 ﾏｲﾀﾀﾃｱﾄ 大字米田字向町 中世 城館跡

104 206052 伝法寺館跡 ﾃﾞﾝﾎﾟｳｼﾞﾀﾃｱﾄ 大字伝法寺字伝法寺 中世 城館跡

90 206053 赤沼備中館跡 ｱｶﾇﾏﾋﾞｯﾁｭｳﾀﾞﾃｱﾄ 大字赤沼字寺ノ上 縄文(早･前)､中世 散布地､城館跡

89 206054 舟沢遺跡 ﾌﾅｻﾜｲｾｷ 大字深持字舟沢 縄文 散布地

103 206055 清瀬(1)遺跡 ｷﾖｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字米田字清瀬 縄文 散布地

103 206056 姫居遺跡 ﾋﾒｵﾘｲｾｷ 大字切田字下後平 弥生 散布地

103･104 206057 大窪(1)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字伝法寺字大窪 縄文 散布地

91･104 206058 大窪(2)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字伝法寺字大窪 縄文 散布地

91 206059 大和田遺跡 ｵｵﾜﾀﾞｲｾｷ 大字相坂字長漕 縄文(前)､奈良､平安 集落跡

103 206060 堀熊遺跡 ﾎﾘｸﾏｲｾｷ 大字切田字堀熊 縄文 散布地

104 206061 虚空蔵遺跡 ｺｸｿﾞｳｲｾｷ 大字米田字山日向 縄文 散布地

103 206062 川原(2)遺跡 ｶﾜﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字滝沢字川原 縄文 散布地

90 206063 相内遺跡 ｱｲﾅｲｲｾｷ 大字深持字相内 奈良､平安､中世 散布地､城館跡

90 206064 山ノ下遺跡 ﾔﾏﾉｼﾀｲｾｷ 大字深持字山ノ下 縄文 散布地

90 206065 柳平遺跡 ﾔﾅｷﾞﾀｲｲｾｷ 大字深持字柳平 縄文 散布地

90 206066 アイノ沢遺跡 ｱｲﾉｻﾜｲｾｷ 大字洞内字芦沢 縄文 散布地

90 206067 矢神遺跡 ﾔｶﾞﾐｲｾｷ 大字三本木字沢幅 縄文 散布地

90 206068 相坂(1)遺跡 ｵｵｻｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字相坂字相坂､字長漕 縄文､奈良､平安 散布地

103 206069 夏間木遺跡 ﾅﾂﾏｷﾞｲｾｷ 大字切田字夏間木 縄文 散布地

103 206070 高屋遺跡 ﾀｶﾔｲｾｷ 大字滝沢字高屋 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

91 206071 高清水(1)遺跡 ﾀｶｼﾐｽﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字相坂字高清水 縄文 散布地

90 206072 沼袋遺跡 ﾇﾏﾌﾞｸﾛｲｾｷ 大字赤沼字沼袋 奈良､平安 集落跡

90 206073 真登地一里塚 ﾏﾄｼﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字洞内字井戸頭 近世 一里塚

90 206074 千歳森遺跡 ｾﾝｻﾞｲﾓﾘｲｾｷ 大字三本木字千歳森 近世 墳墓

90 206075 高清水(2)遺跡 ﾀｶｼﾐｽﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相坂字高清水 不明 製鉄跡

90 206076 高清水(3)遺跡 ﾀｶｼﾐｽﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字相坂字高清水 奈良､平安 集落跡

103 206077 切田前谷地(1)遺跡 ｷﾘﾀﾞﾏｴﾔﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字切田字前谷地 縄文､平安､中世 集落跡､城館跡

103 206078 切田前谷地(2)遺跡 ｷﾘﾀﾞﾏｴﾔﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字切田字前谷地 縄文､奈良､平安 集落跡

103 206079 中崎沢遺跡 ﾅｶｻｷｻﾜｲｾｷ 大字大不動字中崎沢 縄文(前･中)､奈良､平安 集落跡

103 206080 米内沼遺跡 ﾖﾅｲﾇﾏｲｾｷ 大字滝沢字米内沼 奈良､平安､近世 散布地

90 206081 芦沢(2)遺跡 ｱｼｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字洞内字芦沢 縄文､平安 散布地

90 206082 佐井幅遺跡 ｻｲﾊﾊﾞｲｾｷ 大字三本木字佐井幅 縄文､中世 散布地､城館跡
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91 206083 高清水館跡 ﾀｶｼﾐｽﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字相坂字高清水 中世 散布地､城館跡

89 206084 家ノ上遺跡 ｲｴﾉｶﾐｲｾｷ 大字深持字家ノ上 縄文(前) 散布地

90 206085 一本木一里塚 ｲｯﾎﾟﾝｷｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字相坂字白上 近世 一里塚 市史跡

102 206086 月日山遺跡 ﾂｷﾋﾔﾏｲｾｷ 大字米田字月日山 不明 散布地､鍛冶跡

104 206087 荊窪遺跡 ﾊﾞﾗｸﾎﾞｲｾｷ 大字伝法寺字荊窪 縄文 散布地

91 206088 寺山(1)遺跡 ﾃﾗﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字伝法寺字寺山 縄文､奈良､平安 散布地

104 206089 平窪(1)遺跡 ﾋﾗｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字伝法寺字平窪 縄文(後) 散布地

104 206090 平窪(2)遺跡 ﾋﾗｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字伝法寺字平窪 縄文 散布地

104 206091 寺山(2)遺跡 ﾃﾗﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字伝法寺字寺山 縄文 散布地

104 206092 寺山(3)遺跡 ﾃﾗﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字伝法寺字寺山 縄文(後) 集落跡

104 206093 寺山(4)遺跡 ﾃﾗﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字伝法寺字寺山 平安 散布地

104 206094 大窪(3)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字伝法寺字大窪 縄文 散布地

91 206095 六日町遺跡 ﾑｲｶﾏﾁｲｾｷ 大字相坂字高見 縄文､弥生､平安､近世 集落跡

91 206096 高見(2)遺跡 ﾀｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相坂字高見 平安 散布地

90･91 206097 相坂(2)遺跡 ｵｵｻｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相坂字相坂､字高見 奈良､平安 集落跡

103 206098 谷地遺跡 ﾔﾁｲｾｷ 大字切田字谷地 縄文 散布地

103 206099 漆久保遺跡 ｳﾙｼｸﾎﾞｲｾｷ 大字大不動字漆久保 縄文(晩) 散布地

103 206100 下タ久根遺跡 ｼﾀｸﾈｲｾｷ 大字大不動字下タ久根 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

103 206101 高松遺跡 ﾀｶﾏﾂｲｾｷ 大字大不動字高松 縄文(前･後) 散布地

91 206102 高見(3)遺跡 ﾀｶﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字相坂字高見 平安 散布地

104 206103 千刈田遺跡 ｾﾝｶﾞﾘﾀﾞｲｾｷ 大字伝法寺字千刈田 平安 散布地

91 206104 羽立(1)遺跡 ﾊﾀﾞﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字伝法寺字羽立 平安 散布地

90･91 206105 里ノ沢遺跡 ｻﾄﾉｻﾜｲｾｷ 大字三本木字里ノ沢 縄文(中･後) 散布地

77･90 206106 下町遺跡 ｼﾀﾏﾁｲｾｷ 大字馬洗場字下町 縄文(後･晩) 散布地

90 206107 長田遺跡 ﾅｶﾞﾀｲｾｷ 大字洞内字長田 縄文(後･晩) 散布地

90 206108 下豊良遺跡 ｼﾓﾄﾖﾗｲｾｷ 大字洞内字豊良 縄文(後･晩) 散布地

90 206109 菖蒲渡遺跡 ｼｮｳﾌﾞﾜﾀﾘｲｾｷ 大字深持字菖蒲渡 縄文､平安 散布地

104 206110 クゴ谷地遺跡 ｸｺﾞﾔﾁｲｾｷ 大字米田字クゴ谷地､字柳谷地 縄文(後)､平安 散布地

77 206111 有信山(1)遺跡 ｱﾘﾉﾌﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大沢田字有信山 縄文(後･晩) 散布地

89 206112 増沢遺跡 ﾏｽｻﾞﾜｲｾｷ 大字深持字若狭 縄文 集落跡

90 206113 沢幅(1)遺跡 ｻﾜﾊﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三本木字沢幅 縄文(後)､平安 散布地

90 206114 沢幅(2)遺跡 ｻﾜﾊﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三本木字沢幅 平安 散布地

90 206115 沢幅(3)遺跡 ｻﾜﾊﾊﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三本木字沢幅 縄文(後) 散布地

102 206116 西大沼平遺跡 ﾆｼｵｵﾇﾏﾀｲｲｾｷ 大字切田字西大沼平 縄文(前･中) 散布地

77 206117 山ノ外遺跡 ﾔﾏﾉｿﾄｲｾｷ 大字立崎字山ノ外 縄文(早･前･後)､弥生､奈良､平安､近世､近代 集落跡

103 206118 赤平(1)遺跡 ｱｶﾋﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字滝沢字赤平､字寺久保 縄文(前) 散布地

104 206119 金目遺跡 ｶﾅﾒｲｾｷ 大字伝法寺字金目 奈良､平安 集落跡

77 206120 北野(1)遺跡 ｷﾀﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大沢田字北野 縄文(早･前･後)､平安 散布地

77 206121 北野(2)遺跡 ｷﾀﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大沢田字北野 縄文(早)､平安 散布地

103 206122 種原遺跡 ﾀﾈﾊﾗｲｾｷ 大字米田字種原 縄文(後) 散布地

104 206123 山日向遺跡 ﾔﾏﾋﾅﾀｲｾｷ 大字米田字山日向 縄文 散布地

103･104 206124 根木塚遺跡 ﾈｷﾞﾂﾞｶｲｾｷ 大字米田字根木塚 縄文 散布地
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103･104 206125 梨ノ木久保遺跡 ﾅｼﾉｷｸﾎﾞｲｾｷ 大字米田字梨ノ木久保 縄文(後) 散布地

103 206126 赤平(2)遺跡 ｱｶﾋﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字滝沢字赤平 不明 散布地

103 206127 松屋敷遺跡 ﾏﾂﾔｼｷｲｾｷ 大字滝沢字松屋敷 縄文(後･晩) 散布地

103 206128 上大沢遺跡 ｶﾐｵｵｻﾜｲｾｷ 大字滝沢字上大沢 縄文(後･晩) 散布地

117 206129 漆畑遺跡 ｳﾙｼﾊﾀｲｾｷ 大字滝沢字漆畑 縄文 散布地

103 206130 森ノ越遺跡 ﾓﾘﾉｺｼｲｾｷ 大字米田字森ノ越 縄文(中･後) 散布地

103 206131 和島(2)遺跡 ﾜｼﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字藤島字和島 縄文 散布地

103 206132 三人役ノ上遺跡 ｻﾝﾆﾝﾔｸﾉｶﾐｲｾｷ 大字米田字三人役ノ上 縄文(中)､平安 散布地

103 206133 清瀬(2)遺跡 ｷﾖｾｶｯｺﾆｲｾｷ 大字米田字清瀬 縄文(後) 散布地

103 206134 コゲ畑遺跡 ｺｹﾞﾊﾀｲｾｷ 大字米田字コゲ畑 縄文(後) 散布地

103 206135 見世(2)遺跡 ﾐｾｶｯｺﾆｲｾｷ 大字切田字見世 縄文(後) 散布地

103 206136 北ノ沢(1)遺跡 ｷﾀﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字切田字北ノ沢 縄文(後) 散布地

103 206137 北ノ沢(2)遺跡 ｷﾀﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字切田字北ノ沢 縄文(後) 散布地

77･90 206138 林ノ道遺跡 ﾊﾔｼﾉﾐﾁｲｾｷ 大字八斗沢字林ノ道 縄文 散布地

77 206139 有信山(2)遺跡 ｱﾘﾉﾌﾞﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大沢田字有信山 縄文(中･後) 散布地

103 206140 長下遺跡 ﾅｶﾞｼﾀｲｾｷ 大字米田字長下 縄文､平安 散布地

104 206141 羽立(2)遺跡 ﾊﾀﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字伝法寺字羽立 平安 散布地

90 206142 洞内長根(2)遺跡 ﾎﾗﾅｲﾅｶﾞﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字洞内字長根､字杉ノ沢 縄文(中･後) 散布地

89 206143 長沢遺跡 ﾅｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字法量字長沢 縄文､中世 散布地､城館跡

89 206144 中里(1)遺跡 ﾅｶｻﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字法量字中里 中世 城館跡

89 206145 山屋遺跡 ﾔﾏﾔｲｾｷ 大字法量字山屋 中世 城館跡

89 206146 川代遺跡 ｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大字法量字川代 中世 城館跡

89 206147 鳥谷附遺跡 ﾄﾘﾔﾂﾞｸｲｾｷ 大字法量字鳥谷附 中世 城館跡

89 206148 百目木遺跡 ﾄﾞﾒｷｲｾｷ 大字法量字小倉 中世 城館跡

89 206149 片貝沢遺跡 ｶﾀｶｲｻﾞﾜｲｾｷ 大字法量字片貝沢 縄文､平安 散布地

89 206150 善蒼寺遺跡 ｾﾞﾝｿｳｼﾞｲｾｷ 大字法量字淵沢 縄文､平安 散布地､城館跡

90 206151 三日市遺跡 ﾐｯｶｲﾁｲｾｷ 大字沢田字三日市 縄文､中世 散布地､城館跡

103 206152 沢田館跡 ｻﾜﾀﾞﾀﾃｱﾄ 大字沢田字舘 中世 城館跡

102 206153 芦名沢遺跡 ｱｼﾅｻﾞﾜｲｾｷ 大字沢田字芦名沢 縄文､中世 散布地､城館跡

102 206154 中ノ沢遺跡 ﾅｶﾉｻﾜｲｾｷ 大字奥瀬字生内 平安 城館跡

102 206155 奥瀬遺跡 ｵｸｾｲｾｷ 大字奥瀬字上通 縄文､中世 散布地､城館跡

102 206156 中川原遺跡 ﾅｶｶﾞﾜﾗｲｾｷ 大字奥瀬字中川原 縄文(中･後) 散布地

102 206157 野月遺跡 ﾉﾂﾞｷｲｾｷ 大字奥瀬字仙ノ沢 中世 城館跡

102 206158 長瀬遺跡 ﾅｶﾞｾｲｾｷ 大字奥瀬字冷水 縄文､中世 散布地､城館跡

89 206159 立石(1)遺跡 ﾀﾃｲｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥瀬字立石 縄文､中世 城館跡

89 206160 栃久保遺跡 ﾄﾁｸﾎﾞｲｾｷ 大字奥瀬字栃久保 縄文 散布地

101 206161 馬門遺跡 ﾏｶﾄﾞｲｾｷ 大字奥瀬字馬門 縄文(中･後) 散布地

103 206162 種井沢遺跡 ﾀﾈｲｻﾜｲｾｷ 大字沢田字種井沢 縄文(中) 散布地

89 206163 中里(2)遺跡 ﾅｶｻﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字法量字中里 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生 集落跡

102 206164 仙ノ沢遺跡 ｾﾝﾉｻﾜｲｾｷ 大字奥瀬字仙ノ沢 縄文(後) 散布地

89 206165 家ノ脇遺跡 ｲｴﾉﾜｷｲｾｷ 大字法量字家ノ脇 縄文(晩) 散布地

102 206166 冷水遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 大字奥瀬字冷水 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

89 206167 法量神社遺跡 ﾎｳﾘｮｳｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字法量字山ノ下 縄文(後) 散布地

89 206168 蓬畑遺跡 ﾖﾓｷﾞﾊﾀｲｾｷ 大字法量字蓬畑 縄文(晩) 散布地

101 206169 熊ノ沢遺跡 ｸﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字奥瀬字栃久保 縄文(後･晩) 散布地

89 206170 立石(2)遺跡 ﾀﾃｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥瀬字立石 縄文(後) 散布地

103 206171 音道遺跡 ｵﾄﾐﾁｲｾｷ 大字沢田字音道 縄文(前･中) 散布地

89 206172 大筋遺跡 ｵｵｽｼﾞｲｾｷ 大字法量字大筋 縄文(後･晩) 散布地

89 206173 川口平遺跡 ｶﾜｸﾞﾁﾀｲｲｾｷ 大字法量字川口平 縄文(後) 散布地

89 206174 渕瀬遺跡 ﾌﾁｾｲｾｷ 大字法量字渕瀬 縄文 散布地

90 206175 沢田長根遺跡 ｻﾜﾀﾞﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字沢田字長根 続縄文､奈良 散布地

90 206176 三日市一字一石塚 ﾐｯｶｲﾁｲﾁｼﾞｲｯｾｷﾂﾞｶ 大字沢田字長根 不明 経塚

104 206177 米田冷水遺跡 ﾏｲﾀﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 大字米田字冷水､字山日向 縄文 散布地

三　沢　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

78 207001 平畑(1)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 集落跡

78 207002 平畑(2)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

78 207003 平畑(3)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺｻﾝｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 集落跡､墳墓

78 207004 平畑(4)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(早･後) 散布地

78 207005 春日台遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文 散布地

78 207006 鯨森(1)遺跡 ｸｼﾞﾗﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･前･中･晩)､平安 散布地

65 207007 八幡館遺跡 ﾔﾜﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(中)､平安 集落跡

65 207008 野口貝塚 ﾉｸﾞﾁｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前･中･後･晩)､続縄文 集落跡､貝塚

54 207009 鷲森遺跡 ﾜｼﾓﾘｲｾｷ 天ヶ森射爆撃場内 縄文(前･晩)､近世 散布地

65 207010 笹貝沢貝塚 ｻｻｶｲｻﾞﾜｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早) 貝塚

65 207011 矢作坂遺跡 ﾔﾊｷﾞｻﾞｶｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文(早･前･中･後)､弥生(中)､奈良､平安 集落跡

78 207012 風穴遺跡 ｶｻﾞｱﾅｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

66 207013 金糞平貝塚 ｶﾅｸｿﾀｲｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字庭構 縄文(前･晩) 貝塚

78 207014 天狗森貝塚 ﾃﾝｸﾞﾓﾘｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字後久保 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前)､奈良､平安 貝塚

65 207015 山中(1)貝塚 ﾔﾏﾅｶｶｯｺｲﾁｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､平安 貝塚

65 207016 山中(2)貝塚 ﾔﾏﾅｶｶｯｺﾆｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前) 貝塚

65 207017 早稲田(1)貝塚 ﾜｾﾀﾞｶｯｺｲﾁｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前･中･晩)､平安 貝塚

65 207018 早稲田(2)貝塚 ﾜｾﾀﾞｶｯｺﾆｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前) 貝塚

66 207019 砂ヶ森(1)貝塚 ｽﾅｶﾞﾓﾘｶｯｺｲﾁｶｲﾂﾞｶ 砂ヶ森１丁目 縄文(前) 貝塚

66 207020 砂ヶ森(2)遺跡 ｽﾅｶﾞﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 砂ヶ森１丁目 縄文(後) 散布地

78 207021 駒沢(1)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

78 207022 駒沢(2)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前･中) 散布地

78 207023 駒沢(3)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前･中) 散布地

78 207024 猫又(1)遺跡 ﾈｺﾏﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(早･中･後)､平安 散布地

78 207025 猫又(2)遺跡 ﾈｺﾏﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(前･中･後･晩)､弥生(後)､奈良､平安 集落跡

78 207026 小田内沼(1)遺跡 ｵﾀﾞﾅｲﾇﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早･後)､弥生､奈良 集落跡

78 207027 小田内沼(2)遺跡 ｵﾀﾞﾅｲﾇﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早･中･後)､平安 集落跡

78 207028 小田内沼(3)遺跡 ｵﾀﾞﾅｲﾇﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 散布地､集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

78 207029 小山田(1)遺跡 ｵﾔﾏﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(前･中･後) 集落跡

65 207030 根井沼(1)遺跡 ﾈｲﾇﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前)､弥生(後)､奈良､平安 集落跡

66 207031 庭構(1)遺跡 ﾆﾜｶﾞﾏｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文(早)､平安 散布地､製鉄跡

78 207032 平畑(9)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(中･後) 散布地

78 207033 平畑(5)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(早･前･中･後)､弥生､奈良､平安 集落跡､貝塚､墳墓

78 207034 平畑(6)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(後)､奈良､平安 散布地

78 207035 小田内沼(4)遺跡 ｵﾀﾞﾅｲﾇﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早･前･後) 散布地

65 207036 越下貝塚 ｺｼｼﾀｶｲﾂﾞｶ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前) 貝塚

65 207037 越下(1)遺跡 ｺｼｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(後)､奈良､平安 散布地

78 207038 天狗森(1)遺跡 ﾃﾝｸﾞﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(前･後)､奈良 集落跡

78 207039 天狗森(2)遺跡 ﾃﾝｸﾞﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(中･後)､弥生 散布地

79 207040 下タ沢遺跡 ｼﾀｻﾜｲｾｷ 大字三沢字下タ沢 縄文(早) 散布地

78 207041 春日台(1)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 春日台三丁目 奈良､平安 散布地

91 207042 春日台(2)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 春日台三丁目 奈良､平安 散布地

91 207043 春日台(3)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字古間木 奈良､平安 散布地

91 207044 春日台(4)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 春日台二丁目 縄文 散布地

91 207045 春日台(5)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(前)､奈良､平安 散布地

91 207046 春日台(6)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(早･前) 散布地

78 207047 古間木(1)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(早) 散布地

78 207048 古間木(2)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(前) 散布地

78 207049 古間木(3)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

78 207050 古間木(4)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(後) 散布地

78 207051 古間木(5)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字古間木 弥生(後) 散布地

78 207052 古間木(6)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文､奈良､平安 散布地

78 207053 古間木(7)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文 散布地

78 207054 古間木(8)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 古間木二丁目 奈良､平安 散布地

78 207055 古間木(9)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字三沢字古間木 奈良､平安 散布地

78 207056 古間木(10)遺跡 ﾌﾙﾏｷﾞｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字三沢字古間木 縄文(後) 散布地

78 207057 上久保(1)遺跡 ｶﾐｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 上久保一丁目 縄文(前)､弥生､奈良､平安 散布地

78 207058 上久保(2)遺跡 ｶﾐｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 上久保四丁目 縄文 散布地

78 207059 花園(1)遺跡 ﾊﾅｿﾞﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 花園町五丁目 縄文(早･前･中) 散布地

78 207060 駒沢(4)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

78 207061 駒沢(5)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前･中･後)､弥生(後)､奈良､平安 散布地

78 207062 駒沢(6)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(早･前･中･後)､弥生(後)､奈良､平安 散布地

78 207063 駒沢(7)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前･中) 散布地

78 207064 平畑(7)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(前･中) 散布地

78 207065 平畑(8)遺跡 ﾋﾗﾊﾀｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(前) 散布地

78 207066 猫又(3)遺跡 ﾈｺﾏﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(前･中) 散布地

78 207067 猫又(4)遺跡 ﾈｺﾏﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字平畑 縄文(前･中)､奈良､平安 集落跡

79 207068 四川目(1)遺跡 ﾖｶﾜﾒｶｯｺｲﾁｲｾｷ 四川目四丁目 縄文(後) 散布地

79 207069 四川目(2)遺跡 ﾖｶﾜﾒｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字下堀 縄文 散布地

79 207070 四川目(3)遺跡 ﾖｶﾜﾒｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字向平 縄文 散布地
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79 207071 三川目(1)遺跡 ﾐｶﾜﾒｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字流平 縄文 散布地

79 207072 三川目(2)遺跡 ﾐｶﾜﾒｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字流平 縄文 散布地

78 207073 鯨森(2)遺跡 ｸｼﾞﾗﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(前) 散布地

79 207074 五川目(1)遺跡 ｲﾂｶﾜﾒｶｯｺｲﾁｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文 散布地

79 207075 五川目(2)遺跡 ｲﾂｶﾜﾒｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文､奈良､平安 散布地

79 207076 五川目(3)遺跡 ｲﾂｶﾜﾒｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(前･中) 散布地

79 207077 五川目(4)遺跡 ｲﾂｶﾜﾒｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文 散布地

65 207078 根井沼(2)遺跡 ﾈｲﾇﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前) 散布地

65 207079 根井沼(3)遺跡 ﾈｲﾇﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前･中･後)､弥生､奈良 集落跡

65 207080 笹貝沢(1)遺跡 ｻｻｶｲｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(前) 散布地

65 207081 笹貝沢(2)遺跡 ｻｻｶｲｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文 散布地

65 207082 笹貝沢(3)遺跡 ｻｻｶｲｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文 散布地

65 207083 笹貝沢(4)遺跡 ｻｻｶｲｻﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文 散布地

66 207084 谷地頭(1)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文(後) 散布地

66 207085 谷地頭(2)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文 散布地

65 207086 谷地頭(3)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文 散布地

65 207087 谷地頭(4)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文 散布地

65 207088 谷地頭(5)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字庭構 奈良､平安 集落跡

65 207089 谷地頭(6)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文､奈良､平安 散布地

65 207090 谷地頭(7)遺跡 ﾔﾁｶﾞｼﾗｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文(前) 散布地､集落跡

65 207091 八幡(1)遺跡 ﾔﾜﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字早稲田 奈良､平安 散布地

65 207092 八幡(2)遺跡 ﾔﾜﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字早稲田 奈良､平安 散布地

65 207093 八幡(3)遺跡 ﾔﾜﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文 散布地

65 207094 八幡(4)遺跡 ﾔﾜﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

65 207095 八幡(5)遺跡 ﾔﾜﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(早･前･中) 散布地

65 207096 八幡(6)遺跡 ﾔﾜﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文 散布地

54 207097 天ヶ森(1)遺跡 ｱﾏｶﾞﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字天ヶ森字天ヶ森 奈良､平安 散布地

54 207098 天ヶ森(2)遺跡 ｱﾏｶﾞﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字天ヶ森字天ヶ森 奈良､平安 散布地

54 207099 天ヶ森(3)遺跡 ｱﾏｶﾞﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字天ヶ森字天ヶ森 縄文 散布地

54 207100 天ヶ森(4)遺跡 ｱﾏｶﾞﾓﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字天ヶ森字天ヶ森 奈良､平安 散布地

54 207101 天ヶ森(5)遺跡 ｱﾏｶﾞﾓﾘｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字天ヶ森字天ヶ森 縄文 散布地

66 207102 砂ヶ森(3)遺跡 ｽﾅｶﾞﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 砂ヶ森二丁目 縄文 散布地

66 207103 庭構(2)遺跡 ﾆﾜｶﾞﾏｴｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字庭構 奈良､平安 集落跡

66 207104 六川目(1)遺跡 ﾑｶﾜﾒｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字庭構 縄文､奈良､平安 散布地

66 207105 六川目(2)遺跡 ﾑｶﾜﾒｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早) 散布地

66 207106 細谷(1)遺跡 ﾎｿﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字戸崎 縄文 散布地

66 207107 細谷(2)遺跡 ﾎｿﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字戸崎 縄文 散布地

78 207108 駒沢(8)遺跡 ｺﾏｻﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字三沢字猫又 縄文(前) 散布地

65 207109 根井沼(4)遺跡 ﾈｲﾇﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(早) 散布地

65 207110 山中(1)遺跡 ﾔﾏﾅｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文 散布地

78 207111 母衣平出生(1)遺跡 ﾎﾛﾀｲﾊﾌﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 米軍三沢基地内姉沼通信所 旧石器､縄文(早･前･中･後)､平安 散布地

78 207112 母衣平出生(2)遺跡 ﾎﾛﾀｲﾊﾌﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 米軍三沢基地内姉沼通信所 縄文(前･中･後)､弥生(後)､平安 散布地､集落跡
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78 207113 母衣平出生(3)遺跡 ﾎﾛﾀｲﾊﾌﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 米軍三沢基地内姉沼通信所 縄文(早･前･中･後)､平安 散布地

78 207114 母衣平出生(4)遺跡 ﾎﾛﾀｲﾊﾌﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 米軍三沢基地内姉沼通信所 縄文(前･後)､平安 散布地､集落跡

65 207115 笹貝沢(5)遺跡 ｻｻｶｲｻﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字早稲田 縄文(前･中･後)､弥生､平安 散布地

78 207116 鯨森(3)遺跡 ｸｼﾞﾗﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文 散布地

78 207117 小山田(2)遺跡 ｵﾔﾏﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･前･中･後)､弥生(中)､平安 集落跡

78 207118 天狗森(3)遺跡 ﾃﾝｸﾞﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･中)､平安 散布地､集落跡

78 207119 小田内沼(5)遺跡 ｵﾀﾞﾅｲﾇﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字三沢字淋代平 縄文(早･前･後)､弥生､平安 集落跡

78･91 207120 春日台(7)遺跡 ｶｽｶﾞﾀﾞｲｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 春日台一丁目 縄文(前) 散布地

79 207121 五川目(5)遺跡 ｲﾂｶﾜﾒｶｯｺｺﾞｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･前･後)､弥生 散布地

54 207122 天ヶ森(6)遺跡 ｱﾏｶﾞﾓﾘｶｯｺﾛｸｲｾｷ 天ヶ森射爆撃場内 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

78 207123 小山田(3)遺跡 ｵﾔﾏﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早) 散布地

78 207124 天狗森(4)遺跡 ﾃﾝｸﾞﾓﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･後)､平安 散布地､集落跡､貝塚

78 207125 天狗森(5)遺跡 ﾃﾝｸﾞﾓﾘｶｯｺｺﾞｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･前･後)､弥生 散布地､集落跡

79 207126 五川目(6)遺跡 ｲﾂｶﾜﾒｶｯｺﾛｸｲｾｷ 米軍三沢基地内 旧石器､縄文(前)､弥生(中)､平安 散布地､集落跡

78 207127 花園(2)遺跡 ﾊﾅｿﾞﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三沢字平畑､花園町三丁目､米軍三沢基地内 縄文(早･前) 散布地

78 207128 母衣平出生(5)遺跡 ﾎﾛﾀｲﾊﾌﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 米軍三沢基地内 縄文(早･前･後) 散布地

む　つ　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

22 208001 角違(1)遺跡 ｽﾐﾁｶﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字城ケ沢字角違 縄文(晩)､弥生(前)､平安 散布地

22 208002 角違(2)遺跡 ｽﾐﾁｶﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字城ケ沢字角違 縄文(前･後) 散布地

22 208003 角違(3)遺跡 ｽﾐﾁｶﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字城ケ沢字角違 弥生(中) 散布地

22 208004 角違川代遺跡 ｽﾐﾁｶﾞｲｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大字城ケ沢字川代 弥生(中) 散布地

14 208005 松原町遺跡 ﾏﾂﾊﾞﾗﾁｮｳｲｾｷ 松原町 平安 製塩跡

23 208006 大曲海岸遺跡 ｵｵﾏｶﾞﾘｶｲｶﾞﾝｲｾｷ 大字田名部字赤川 弥生(後) 散布地

14 208007 内並木(1)遺跡 ｳﾁﾅﾐｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田名部字赤川ノ内並木 縄文(前･後) 散布地

14 208008 内並木(2)遺跡 ｳﾁﾅﾐｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田名部字赤川ノ内並木 縄文(後) 散布地

14 208009 内並木(3)遺跡 ｳﾁﾅﾐｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字田名部字赤川ノ内並木 縄文(早･前･後) 散布地

14 208010 内並木(4)遺跡 ｳﾁﾅﾐｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字田名部字赤川ノ内並木 弥生(後) 散布地

23 208011 一里小屋遺跡 ｲﾁﾘｺﾞﾔｲｾｷ 大字田名部字赤川ノ内並木 弥生(後) 散布地

24 208012 大室平(1)遺跡 ｵｵﾑﾛﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字大室平 縄文(後) 散布地

24 208013 金谷沢(1)遺跡 ｶﾅﾔｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字金谷沢 縄文(後) 散布地

24 208014 金谷沢(2)遺跡 ｶﾅﾔｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字金谷沢 平安 集落跡

24 208015 浅沢遺跡 ｱｻｻﾞﾜｲｾｷ 大字奥内字浅沢 平安 散布地

24 208016 館下遺跡 ﾀﾃｼﾀｲｾｷ 大字奥内字館下 縄文(後) 散布地

24 208017 浜ノ平遺跡 ﾊﾏﾉﾀｲｲｾｷ 大字奥内字江豚沢 縄文(後) 散布地

24 208018 近川(1)遺跡 ﾁｶｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字近川 縄文(前･晩) 散布地

24 208019 近川(2)遺跡 ﾁｶｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字近川 縄文(後) 散布地

24 208020 近川製塩(1)遺跡 ﾁｶｶﾞﾜｾｲｴﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字近川 平安 製塩跡

24 208021 近川製塩(2)遺跡 ﾁｶｶﾞﾜｾｲｴﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字近川 平安 製塩跡

24 208022 近川製塩(3)遺跡 ﾁｶｶﾞﾜｾｲｴﾝｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字奥内字近川 平安 製塩跡

22 208023 下田遺跡 ｼﾓﾀﾞｲｾｷ 大字城ケ沢字下田 平安 製塩跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

22 208024 八角館遺跡 ﾔｽﾐﾀﾞﾃｲｾｷ 大字城ケ沢字袰木 縄文(後)､平安 集落跡

14 208025 桜木町遺跡 ｻｸﾗｷﾞﾁｮｳｲｾｷ 桜木町 縄文(後･晩) 散布地

14 208026 西の平遺跡 ﾆｼﾉﾀｲｲｾｷ 大湊上町 縄文(後) 散布地

14 208027 大湊近川遺跡 ｵｵﾐﾅﾄﾁｶｶﾞﾜｲｾｷ 大湊浜町 縄文(後) 集落跡

14 208028 新町遺跡 ｼﾝﾏﾁｲｾｷ 大湊新町 縄文(後) 散布地

14 208029 梨の木平遺跡 ﾅｼﾉｷﾀﾞｲﾗｲｾｷ 並川町 縄文(後･晩)､弥生(前) 集落跡

14 208030 土手内遺跡 ﾄﾞﾃｳﾁｲｾｷ 大字田名部字上道 縄文(前･後)､平安 集落跡

8 208031 美付街道遺跡 ﾋﾞﾂｹｶｲﾄﾞｳｲｾｷ 大字関根字北関根 縄文(前･中･後) 散布地

8 208032 浜関根(1)遺跡 ﾊﾏｾｷﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字関根字北関根 縄文(後) 散布地

8 208033 川代遺跡 ｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大字関根字川代 縄文(前) 散布地

14 208034 大湊大沢遺跡 ｵｵﾐﾅﾄｵｵｻﾜｲｾｷ 大字大湊字大沢 縄文(後) 散布地

14 208035 荒川遺跡 ｱﾗｶﾜｲｾｷ 並川町　国有地内 縄文(後) 散布地

23 208036 宇曽利川(1)遺跡 ｳｿﾘｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字城ケ沢字川向 縄文(後) 散布地

23 208037 宇曽利川(2)遺跡 ｳｿﾘｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大湊字宇曽利川村 縄文(晩)､弥生(中) 散布地

23 208038 城ヶ沢館遺跡 ｼﾞｮｳｶﾞｻﾜﾀﾃｲｾｷ 大字城ケ沢字早崎 平安 集落跡

8 208039 高梨(1)遺跡 ﾀｶﾅｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字関根字高梨川目 縄文(後) 散布地

24 208040 二又遺跡 ﾌﾀﾏﾀｲｾｷ 大字奥内字二又街道 平安 集落跡

14 208041 尻釜(1)遺跡 ｼﾘｶﾞﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田名部字尻釜 縄文(後) 散布地

14 208042 万人堂貝塚 ﾏﾝﾆﾝﾄﾞｳｶｲﾂﾞｶ 小川町一丁目 縄文(前) 貝塚

14 208043 斗南丘(1)遺跡 ﾄﾅﾐｶﾞｵｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 縄文(後)､平安 散布地

14 208044 斗南丘(2)遺跡 ﾄﾅﾐｶﾞｵｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 縄文(後) 散布地

14 208045 斗南丘(3)遺跡 ﾄﾅﾐｶﾞｵｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 縄文(中)､平安 散布地

14 208046 斗南丘(4)遺跡 ﾄﾅﾐｶﾞｵｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 平安 散布地

14 208047 酪農(1)遺跡 ﾗｸﾉｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 縄文(後)､平安 散布地

14 208048 酪農(3)遺跡 ﾗｸﾉｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字田名部字斗南岡､字内田 縄文(後) 集落跡

14 208049 酪農(5)遺跡 ﾗｸﾉｳｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字田名部字内田 縄文(前･後) 散布地

14 208050 酪農(10)遺跡 ﾗｸﾉｳｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字田名部字内田 縄文(後) 散布地

14 208051 酪農(20)遺跡 ﾗｸﾉｳｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲｾｷ 大字田名部字内田 縄文 散布地

14･15 208052 最花遺跡 ｻｲﾊﾞﾅｲｾｷ 大字田名部 縄文(早･前･中･後)､平安､中世 集落跡､貝塚

24 208053 向関(1)遺跡 ﾑｶｲｾﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字向関 縄文(後) 散布地

14 208054 第一田名部小学校校庭遺跡 ﾀﾞｲｲﾁﾀﾅﾌﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳｺｳﾃｲｲｾｷ 柳町二丁目 縄文(中)､平安 集落跡

24 208055 江豚沢遺跡 ﾌｸﾞｻﾜｲｾｷ 大字奥内字竹立 縄文(晩)､弥生(前) 散布地

14 208056 田名部館遺跡 ﾀﾅﾌﾞﾀﾃｲｾｷ 小川町二丁目 中世､近世 城館跡

8 208057 関根納屋遺跡 ｾｷﾈﾅﾔｲｾｷ 大字関根字浜関根 縄文(中) 散布地

8 208058 北関根遺跡 ｷﾀｾｷﾈｲｾｷ 大字関根字北関根 縄文(後) 散布地

14 208059 八森遺跡 ﾊﾁﾓﾘｲｾｷ 大湊浜町 縄文(前･後･晩) 散布地

14 208060 川守遺跡 ｶﾜﾓﾘｲｾｷ 川守町 縄文(前･後･晩) 散布地

22 208061 大川目遺跡 ｵｵｶﾜﾒｲｾｷ 大字城ケ沢字大川目 縄文(晩)､弥生(前) 集落跡

14 208062 女館貝塚 ｵﾝﾅﾀﾞﾃｶｲﾂﾞｶ 大字田名部字女館､字女館水向､字小平館 縄文(前) 散布地､集落跡､貝塚

8 208063 名古平遺跡 ﾅｺﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字関根字名古平 縄文 散布地

208064 欠番

14 208065 品の木遺跡 ｼﾅﾉｷｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 縄文(前)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

14 208066 大平遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大湊町大平 縄文(前) 散布地

14 208067 中山遺跡 ﾅｶﾔﾏｲｾｷ 旭町 縄文(前･中) 散布地

22 208068 永下遺跡 ﾅｶﾞｼﾀｲｾｷ 大字城ケ沢字永下 縄文(後) 散布地

24 208069 今泉(1)遺跡 ｲﾏｲｽﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥内字今泉 縄文(早･前)､平安 散布地

24 208070 今泉(2)遺跡 ｲﾏｲｽﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字今泉 縄文(後) 散布地

24 208071 今泉(3)遺跡 ｲﾏｲｽﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字奥内字今泉 平安 集落跡

14 208072 松山遺跡 ﾏﾂﾔﾏｲｾｷ 大字田名部字松山 縄文(後) 散布地

14 208073 金谷貝塚 ｶﾅﾔｶｲﾂﾞｶ 金谷一丁目 縄文(前) 集落跡､貝塚

22 208074 堺田遺跡 ｻｶｲﾀﾞｲｾｷ 大字城ケ沢字堺田 縄文(前･後) 散布地

14 208075 上道遺跡 ｳﾜﾐﾁｲｾｷ 大字田名部字上道 縄文(後) 集落跡

208076 欠番

8 208077 トヤバ館 ﾄﾔﾊﾞﾀﾞﾃ 大字関根字出戸川目ノ内大平山 中世 城館跡

8 208078 浜関根(2)遺跡 ﾊﾏｾｷﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字関根字北関根 縄文(前･後) 散布地

14 208079 宇田遺跡 ｳﾀｲｾｷ 宇田町 縄文(前) 散布地

23 208080 大室平(2)遺跡 ｵｵﾑﾛﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字大室平 縄文 散布地

23 208081 二ッ森一里塚 ﾌﾀﾂﾓﾘｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字田名部字赤川ノ内並木 近世 一里塚 市史跡

24 208082 向関(2)遺跡 ﾑｶｲｾﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥内字向関 縄文(晩)､弥生 散布地

24 208083 向関(3)遺跡 ﾑｶｲｾﾞｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字奥内字向関 縄文(晩)､弥生 散布地

14 208084 宮後遺跡 ﾐﾔｼﾛｲｾｷ 大字田名部字宮後 縄文(後) 集落跡

14 208085 中央(1)遺跡 ﾁｭｳｵｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 中央一丁目 縄文(後) 散布地

14 208086 中央(2)遺跡 ﾁｭｳｵｳｶｯｺﾆｲｾｷ 中央一丁目 縄文(後) 散布地

8 208087 出戸遺跡 ﾃﾞﾄｲｾｷ 大字関根字浜関根 縄文(早･中･後) 散布地

8 208088 浜関根(3)遺跡 ﾊﾏｾｷﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字関根字浜関根 縄文(後) 散布地

8･14 208089 椛山遺跡 ｶﾊﾞﾔﾏｲｾｷ 大字田名部字下平 縄文(後･晩) 散布地

8 208090 高梨(2)遺跡 ﾀｶﾅｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字関根字高梨川目 縄文(後) 散布地

14 208091 栗山町遺跡 ｸﾘﾔﾏﾁｮｳｲｾｷ 栗山町 縄文(後) 散布地

14 208092 落野沢遺跡 ｵﾄｼﾉｻﾜｲｾｷ 大字田名部字落野沢 縄文(中･後) 散布地

8 208093 烏沢遺跡 ｶﾗｽｻﾞﾜｲｾｷ 大字関根字烏沢 縄文(前) 散布地

14 208094 尻釜(2)遺跡 ｼﾘｶﾞﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田名部字尻釜 縄文(後) 散布地

22 208095 隠里遺跡 ｶｸﾚｻﾞﾄｲｾｷ 川内町高野川 縄文(後) 散布地

22 208096 熊ケ平(1)遺跡 ｸﾏｶﾞﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 川内町熊ケ平 縄文(前･中･後) 集落跡

21 208097 上野平遺跡 ｳﾜﾉﾀｲﾗｲｾｷ 川内町宿野部上野平 縄文(前)､平安､中世 集落跡

12 208098 家ノ辺遺跡 ｲｴﾉﾍﾞｲｾｷ 川内町家ノ辺 縄文(晩) 散布地

12 208099 田野沢山遺跡 ﾀﾉｻﾜﾔﾏｲｾｷ 川内町田野沢山 縄文(中･晩) 散布地

22 208100 田野沢(1)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 川内町田野沢 縄文(晩)､古墳､奈良､平安 集落跡

21 208101 榀木平(1)遺跡 ｼﾅﾉｷﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 川内町宿野部榀木平 縄文(後)､弥生 散布地

21 208102 榀木平(2)遺跡 ｼﾅﾉｷﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 川内町宿野部榀木平 縄文(後) 散布地

21 208103 上野松山遺跡 ｳｴﾉﾏﾂﾔﾏｲｾｷ 川内町宿野部上野松山 縄文(晩) 散布地

21 208104 勘七沢遺跡 ｶﾝｼﾁｻﾞﾜｲｾｷ 川内町下小倉平 縄文(晩) 散布地

21 208105 葛沢遺跡 ｸｽﾞｻﾜｲｾｷ 川内町家ノ上 縄文(前･晩) 散布地

21 208106 桧川川代遺跡 ﾋﾉｷｶﾞﾜｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 川内町桧川川代 縄文(前･後)､弥生 散布地

21 208107 蛎崎寺ノ前遺跡 ｶｷｻﾞｷﾃﾗﾉﾏｴｲｾｷ 川内町蛎崎寺ノ前 縄文(前･後)､平安 散布地
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20 208108 蛎崎畑遺跡 ｶｷｻﾞｷﾊﾀｹｲｾｷ 川内町蛎崎水呑沢 不明 配石遺構

21 208109 蛎崎苗畑遺跡 ｶｷｻﾞｷﾅｴﾊﾀｲｾｷ 川内町蛎崎松山国有林第219林班 縄文(前･後) 散布地

12 208110 岩谷沢遺跡 ｲﾜﾔｻﾞﾜｲｾｷ 川内町高野山国有林第24林班 縄文(晩) 散布地

21 208111 桧川野泉遺跡 ﾋﾉｷｶﾞﾜﾉｲｽﾞﾐｲｾｷ 川内町桧川稲沢 縄文(前･後) 散布地

22 208112 袰川(1)遺跡 ﾎﾛｶﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 川内町袰川 縄文(前) 集落跡

21 208113 蛎崎合野遺跡 ｶｷｻﾞｷｱｲﾉｲｾｷ 川内町蛎崎合野 縄文(前･後)､古墳 散布地

22 208114 高野川(1)遺跡 ｺｳﾔｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 川内町高野川 縄文 配石遺構

21 208115 邪馬尻遺跡 ｼﾞｬﾊﾞｼﾞﾘｲｾｷ 川内町桧川川代 弥生 散布地

21 208116 不備無遺跡 ﾌﾋﾞﾅｼｲｾｷ 川内町宿野部中野平 縄文(晩) 散布地

21 208117 蠣崎城跡 ｶｷｻﾞｷｼﾞｮｳｱﾄ 川内町蛎崎合野 中世､近世 城館跡

22 208118 川代製鉄遺跡 ｶﾜﾀﾞｲｾｲﾃﾂｲｾｷ 川内町川代 近世 製鉄跡

22 208119 戸沢川代遺跡 ﾄｻﾞﾜｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 川内町川代 縄文(前･中･後)､弥生 散布地

21･22 208120 鞍越遺跡 ｸﾗｺｼｲｾｷ 川内町板子塚 縄文(前･中･後)､弥生､中世､近世 散布地

22 208121 高野川(2)遺跡 ｺｳﾔｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 川内町高野川 縄文､中世 集落跡

22 208122 石倉沢遺跡 ｲｼｸﾗｻﾞﾜｲｾｷ 川内町石倉沢 縄文 散布地

22 208123 高野川(3)遺跡 ｺｳﾔｶﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 川内町高野川 縄文､平安 散布地

22 208124 戸沢遺跡 ﾄｻﾞﾜｲｾｷ 川内町戸沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､中世､近代 散布地

22 208125 田野沢(2)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 川内町田野沢 縄文 散布地

22 208126 熊ケ平(2)遺跡 ｸﾏｶﾞﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 川内町熊ケ平 縄文､弥生､平安 散布地

22 208127 袰川(2)遺跡 ﾎﾛｶﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 川内町袰川 縄文 散布地

22 208128 袰川(3)遺跡 ﾎﾛｶﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 川内町袰川 縄文 散布地

22 208129 板子塚遺跡 ｲﾀｺﾂﾞｶｲｾｷ 川内町板子塚 縄文､弥生 散布地

21 208130 釜谷遺跡 ｶﾏﾔｲｾｷ 川内町上小倉平釜谷 縄文(後) 散布地

21 208131 蛎崎遺跡 ｶｷｻﾞｷｲｾｷ 川内町蛎崎 平安 生産遺跡

21 208132 榀木平(3)遺跡 ｼﾅﾉｷﾀｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 川内町宿野部榀木平 弥生､近世 散布地

21 208133 桧川遺跡 ﾋﾉｷｶﾞﾜｲｾｷ 川内町桧川 弥生 散布地

22 208134 熊ケ平(3)遺跡 ｸﾏｶﾞﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 川内町熊ケ平 縄文(晩)､弥生(前)､平安 散布地

22 208135 川内川代(1)遺跡 ｶﾜｳﾁｶﾜﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 川内町川代 縄文(後) 散布地

22 208136 川内川代(2)遺跡 ｶﾜｳﾁｶﾜﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 川内町川代 平安 散布地

21 208137 香ノ木遺跡 ｺｳﾉｷｲｾｷ 川内町蛎崎香ノ木 縄文(後･晩) 散布地

8 208138 高橋川遺跡 ﾀｶﾊｼｶﾞﾜｲｾｷ 大畑町高橋川 不明 散布地

8 208139 ノッコロ遺跡 ﾉｯｺﾛｲｾｷ 大畑町上野 縄文(前･中) 散布地

8 208140 涌舘遺跡 ﾜｸﾀﾞﾃｲｾｷ 大畑町涌舘 縄文(前･後) 散布地

8 208141 長根遺跡 ﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大畑町谷地道 縄文(早･後) 散布地

8 208142 関根橋遺跡 ｾｷﾈﾊﾞｼｲｾｷ 大畑町関根橋 縄文(後) 散布地

8 208143 水木沢(1)遺跡 ﾐｽﾞｷｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大畑町水木沢 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

8 208144 水木沢(2)遺跡 ﾐｽﾞｷｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大畑町谷地道 縄文 散布地

8 208145 水木沢(3)遺跡 ﾐｽﾞｷｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大畑町水木沢 縄文(晩) 散布地

8 208146 二枚橋(1)遺跡 ﾆﾏｲﾊﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大畑町大畑道､二枚橋 縄文(早･後)､弥生 集落跡

3 208147 赤川遺跡 ｱｶｶﾞﾜｲｾｷ 大畑町小赤川 縄文(前) 散布地

8 208148 大畑道遺跡 ｵｵﾊﾀﾐﾁｲｾｷ 大畑町大畑道 縄文(後)､続縄文 散布地

8 208149 大安寺遺跡 ﾀﾞｲｱﾝｼﾞｲｾｷ 大畑町本町 近世 経塚



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

8 208150 二枚橋(2)遺跡 ﾆﾏｲﾊﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大畑町二枚橋､八幡湯坂 縄文(早･中･後･晩) 集落跡､祭祀遺跡

7 208151 葉色遺跡 ﾊｲﾛｲｾｷ 大畑町葉色 縄文､弥生(前･後) 集落跡

4 208152 大畑家ノ上遺跡 ｵｵﾊﾀｲｴﾉｳｴｲｾｷ 大畑町家ノ上 縄文､平安 集落跡

4 208153 釣屋浜遺跡 ﾂﾘﾔﾊﾏｲｾｷ 大畑町釣屋浜 近世 生産遺跡

28 208154 脇野沢遺跡 ﾜｷﾉｻﾜｲｾｷ 脇野沢桂沢 縄文(前･中) 散布地

28 208155 桂沢遺跡 ｶﾂﾗｻﾞﾜｲｾｷ 脇野沢桂沢 不明 製鉄跡

28 208156 瀬野川目(1)遺跡 ｾﾉｶﾜﾒｶｯｺｲﾁｲｾｷ 脇野沢瀬野川目 縄文(後) 散布地

28 208157 脇野沢中学校グランド遺跡 ﾜｷﾉｻﾜﾁｭｳｶﾞｯｺｳｸﾞﾗﾝﾄﾞｲｾｷ 脇野沢瀬野川目 縄文(後) 散布地

20 208158 小サ沢(1)遺跡 ｺｻｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 脇野沢小サ沢 縄文(前･中･後)､弥生(後) 集落跡

20･21 208159 田ノ沢遺跡 ﾀﾉｻﾜｲｾｷ 脇野沢鹿間平 縄文(前･中･後)､弥生､中世 散布地

20･28 208160 稲平遺跡 ｲﾅﾀﾞｲﾗｲｾｷ 脇野沢稲平 縄文(前･中･後･晩)､弥生 集落跡

28 208161 大沢遺跡 ｵｵｻﾜｲｾｷ 脇野沢七引 縄文(中･後･晩) 散布地

28 208162 貝崎遺跡 ｶｲｻﾞｷｲｾｷ 脇野沢九艘泊 縄文(中･後)､弥生､続縄文 散布地

28 208163 瀬野遺跡 ｾﾉｲｾｷ 脇野沢黒岩 縄文(前･中)､弥生(前･中)､平安､中世 集落跡

21 208164 外崎沢(1)遺跡 ﾄﾉｻｷｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 脇野沢鹿間平 縄文(中･後) 集落跡

21 208165 外崎沢(2)遺跡 ﾄﾉｻｷｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 脇野沢鹿間平 縄文(早･後) 散布地

28 208166 九艘泊(1)遺跡 ｸｿｳﾄﾞﾏﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 脇野沢九艘泊 縄文(晩) 散布地

28 208167 九艘泊(2)遺跡 ｸｿｳﾄﾞﾏﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 脇野沢九艘泊 縄文(前･中･後･晩) 散布地

28 208168 九艘泊岩陰遺跡 ｸｿｳﾄﾞﾏﾘｲﾜｶｹﾞｲｾｷ 脇野沢九艘泊 縄文(晩)､弥生､続縄文､平安 散布地

20 208169 源藤城遺跡 ｹﾞﾝﾄﾞｳｼﾛｲｾｷ 脇野沢源藤城 縄文(後) 散布地

28 208170 山の神遺跡 ﾔﾏﾉｶﾐｲｾｷ 脇野沢田ノ頭 縄文(晩) 散布地

28 208171 渡向(1)遺跡 ﾜﾀﾑｶｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 脇野沢渡向 縄文(後) 散布地

28 208172 渡向(2)遺跡 ﾜﾀﾑｶｲｶｯｺﾆｲｾｷ 脇野沢渡向 縄文(前･後)､弥生 散布地

28 208173 渡向(3)遺跡 ﾜﾀﾑｶｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 脇野沢渡向 縄文(後) 散布地

20 208174 家の上遺跡 ｲｴﾉｳｴｲｾｷ 脇野沢小サ沢 縄文 散布地

28 208175 尾野崎遺跡 ｵﾉｻｷｲｾｷ 脇野沢赤坂 縄文(後) 集落跡

28 208176 九艘泊上遺跡 ｸｿｳﾄﾞﾏﾘｶﾐｲｾｷ 脇野沢九艘泊 弥生 散布地

28 208177 寄浪遺跡 ｷﾅﾐｲｾｷ 脇野沢寄浪 縄文(後･晩)､平安 散布地

28 208178 脇野沢黒岩遺跡 ﾜｷﾉｻﾜｸﾛｲﾜｲｾｷ 脇野沢黒岩 縄文 散布地

28 208179 瀬野川目(2)遺跡 ｾﾉｶﾜﾒｶｯｺﾆｲｾｷ 脇野沢瀬野川目 縄文(後･晩) 散布地

28 208180 脇野沢赤坂遺跡 ﾜｷﾉｻﾜｱｶｻｶｲｾｷ 脇野沢赤坂 平安 散布地

20 208181 小サ沢(2)遺跡 ｺｻｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 脇野沢小サ沢 縄文(中･後) 散布地

14 208182 斗南丘(5)遺跡 ﾄﾅﾐｶﾞｵｶｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字田名部字斗南岡 縄文(後) 集落跡

14 208183 内田(1)遺跡 ｳﾁﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田名部字内田 縄文(後)､平安 集落跡

12 208184 川内大滝遺跡 ｶﾜｳﾁｵｵﾀｷｲｾｷ 川内町国有林842林班は3小班 縄文(後) 散布地

14 208185 内田(2)遺跡 ｳﾁﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田名部字内田 縄文(後) 集落跡

14 208186 二又川目遺跡 ﾌﾀﾏﾀｶﾜﾒｲｾｷ 大字田名部字二又川目 縄文(中) 散布地

つ　が　る　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

45 209001 田小屋野貝塚 ﾀｺﾞﾔﾉｶｲﾂﾞｶ 木造館岡上沢辺､木造館岡田小屋野 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡､貝塚 史跡

45 209002 亀ヶ岡遺跡 ｶﾒｶﾞｵｶｲｾｷ 木造亀ヶ岡亀山､木造亀ヶ岡近江野沢､木造館岡沢根 縄文(前･中･後･晩)､弥生(前･中)､平安､中世､近世 集落跡 史跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

46 209003 石上神社遺跡 ｲｼｶﾞﾐｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 木造蓮川玉田 平安 集落跡

57 209004 緩沢溜池中島遺跡 ﾕﾙﾐｻﾜﾀﾒｲｹﾅｶｼﾞﾏｲｾｷ 木造越水神山 縄文(早･前･中･後)､平安 散布地

45 209005 弓袋(1)遺跡 ｷｭｳﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造菰槌三好野 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

45 209006 江野島遺跡 ｴﾉｼﾏｲｾｷ 木造菰槌三好野 縄文(中･後)､平安 散布地

45 209007 丸山遺跡 ﾏﾙﾔﾏｲｾｷ 木造丸山竹鼻 旧石器､縄文(中･後)､平安 散布地

57 209008 広岡溜池遺跡 ﾋﾛｵｶﾀﾒｲｹｲｾｷ 木造広岡長谷川 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

57 209009 三ッ館遺跡 ﾐﾂﾀﾞﾃｲｾｷ 木造三ッ館 平安､中世 散布地

45 209010 畑縄遺跡 ﾊﾀﾅﾜｲｾｷ 木造筒木坂畑縄､木造筒木坂杉戸 縄文(前･中･後)､平安 散布地

45 209011 館岡屏風山(1)遺跡 ﾀﾃｵｶﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ  木造館岡屏風山､木造館岡杉戸 縄文(前･後･晩) 散布地

45 209012 上沢辺(1)遺跡 ｶﾐｻﾜﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造館岡上沢辺 縄文(後･晩) 散布地

45 209013 上沢辺(2)遺跡 ｶﾐｻﾜﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 木造館岡上沢辺 縄文(後･晩) 散布地

45 209014 館岡屏風山(2)遺跡 ﾀﾃｵｶﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 木造館岡屏風山 縄文(後･晩)､弥生 散布地

45 209015 城西遺跡 ｼﾛﾆｼｲｾｷ 木造館岡城西､木造館岡屏風山､木造館岡上沢辺 縄文(前･中･後)､弥生､平安 散布地､製鉄跡

45 209016 館岡屏風山(3)遺跡 ﾀﾃｵｶﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝｶｯｺｻﾝｲｾｷ 木造館岡屏風山 縄文(中･後) 散布地

45 209017 野崎(1)遺跡 ﾉｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造館岡野崎 縄文 散布地

45 209018 亀西遺跡 ｶﾒﾆｼｲｾｷ 木造大湯町亀西 縄文(後) 散布地

45 209019 三好野(1)遺跡 ﾐﾖｼﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造菰槌三好野､木造大湯町屏風山 縄文(前･中･後)､平安 散布地

45 209020 三好野(2)遺跡 ﾐﾖｼﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 木造菰槌三好野 縄文(前･後)､平安 散布地

45 209021 三好野(3)遺跡 ﾐﾖｼﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 木造菰槌三好野 縄文(前･後)､平安 散布地

45 209022 野崎(2)遺跡 ﾉｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 木造館岡野崎 縄文(後･晩)､平安 散布地

45 209023 雉子森大沼遺跡 ｷｼﾞﾓﾘｵｵﾇﾏｲｾｷ 木造出来島雉子森大沼 縄文(前･後･晩)､平安 散布地

45 209024 三好野(4)遺跡 ﾐﾖｼﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 木造菰槌三好野 縄文(前･後･晩)､平安 散布地

45 209025 竹鼻(1)遺跡 ﾀｹﾊﾅｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造菰槌三好野､木造丸山竹鼻 縄文(後)､平安 散布地

45 209026 竹鼻(2)遺跡 ﾀｹﾊﾅｶｯｺﾆｲｾｷ 木造丸山竹鼻 縄文(前･後･晩) 散布地

45 209027 雉子森平遺跡 ｷｼﾞﾓﾘﾀﾞｲﾗｲｾｷ 木造出来島雉子森平 縄文(後･晩) 散布地

45･57 209028 竹鼻(3)遺跡 ﾀｹﾊﾅｶｯｺｻﾝｲｾｷ 木造丸山竹鼻 縄文(前･後)､平安 散布地

57 209029 畠元(1)遺跡 ﾊﾀｹﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造吹原畠元､木造吹原屏風山 縄文(前･後)､平安 散布地

57 209030 畠元(2)遺跡 ﾊﾀｹﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 木造吹原畠元 縄文(後) 散布地

57 209031 畠元(3)遺跡 ﾊﾀｹﾓﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 木造吹原畠元 縄文(前･中･後) 散布地

57 209032 畠元(4)遺跡 ﾊﾀｹﾓﾄｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 木造吹原畠元 縄文(前) 散布地

57 209033 神山(1)遺跡 ｶﾐﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 木造越水神山 縄文(前･後)､平安 散布地､貝塚

57 209034 神山(2)遺跡 ｶﾐﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 木造越水神山､木造越水今村 縄文(前･後･晩)､弥生､平安 散布地

57 209035 越水屏風山遺跡 ｺｼﾐｽﾞﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝｲｾｷ 木造越水屏風山､木造越水神山 縄文(後)､続縄文 散布地

57 209036 神山(3)遺跡 ｶﾐﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 木造越水神山 縄文(早･後)､平安 散布地

57 209037 神田遺跡 ｶﾐﾀｲｾｷ 木造越水神山 縄文(後)､続縄文 散布地

45 209038 鳥谷沢遺跡 ﾄﾘﾔｻﾞﾜｲｾｷ 木造筒木沢鳥谷沢 弥生､平安 散布地

45 209039 弓袋(2)遺跡 ｷｭｳﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 木造菰槌三好野 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

45 209040 筒木坂屏風山遺跡 ﾄﾞｳｷﾞｻﾞｶﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝｲｾｷ 木造筒木坂屏風山 縄文(前･中･後)､平安 散布地､集落跡

57 209041 福原遺跡 ﾌｸﾊﾗｲｾｷ 木造福原稲村､木造福原菅原 平安 散布地

45 209042 阿曽沼遺跡 ｱｿﾇﾏｲｾｷ 木造林阿曽沼 平安 散布地

58 209043 清川遺跡 ｷﾖｶﾜｲｾｷ 木造蓮川清川 平安 散布地

45 209044 藤田遺跡 ﾌｼﾞﾀｲｾｷ 木造善積藤田 平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

57 209045 初栄遺跡 ﾊﾂｻｶｴｲｾｷ 木造中館初栄 平安 散布地

45 209046 亀ヶ岡城跡 ｶﾒｶﾞｵｶｼﾞｮｳｾｷ 木造館岡城西 近世 城館跡

57 209047 山田遺跡 ﾔﾏﾀﾞｲｾｷ 森田町山田神崎 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

57 209048 石神遺跡 ｲｼｶﾞﾐｲｾｷ 森田町床舞石神､森田町床舞藤山､森田町大館八重菊 縄文(前･中･後･晩)､平安､中世､近世 集落跡､貝塚､社寺跡

57 209049 狄ヶ館遺跡 ｴｿﾞｶﾞﾀﾃｲｾｷ 森田町大館八重菊 縄文､平安 散布地､城館跡

57 209050 八重菊(1)遺跡 ﾔｴｷﾞｸｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町大館八重菊 縄文(草･早･前･中･後･晩)､弥生(後)､平安､近世､近代 集落跡

57 209051 鶴喰(1)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(前･中)､平安 集落跡

57 209052 大館遺跡 ｵｵﾀﾞﾃｲｾｷ 森田町大館千歳 縄文(晩)､平安 集落跡

57 209053 床舞館遺跡 ﾄｺﾏｲﾀﾞﾃｲｾｷ 森田町床舞駒ヶ渕 中世 城館跡

57 209054 漆館遺跡 ｳﾙｼﾀﾞﾃｲｾｷ 森田町中田米舘､森田町中田米倉､森田町中田小槌 平安､中世 集落跡､城館跡

57 209055 矢伏長根遺跡 ﾔﾌﾞｼﾅｶﾞﾈｲｾｷ 森田町大館勝山 縄文(前･中･後･晩) 散布地､配石遺構

57 209056 下萢遺跡 ｼﾓﾔﾁｲｾｷ 森田町大館勝山 平安 散布地

57 209057 屏風山西遺跡 ﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝﾆｼｲｾｷ 森田町森田屏風山 縄文(前･中)､平安､近世 集落跡

57 209058 神崎南遺跡 ｶﾝｻﾞｷﾐﾅﾐｲｾｷ 森田町山田神崎 平安 集落跡

57 209059 玉井(1)遺跡 ﾀﾏｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町山田玉井 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

57 209060 玉井(2)遺跡 ﾀﾏｲｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町山田玉井 縄文(前)､平安 散布地

57 209061 月見野(1)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町森田月見野 縄文(晩)､平安 散布地

57 209062 月見野(2)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町森田月見野 平安 散布地

57 209063 月見野(3)遺跡 ﾂｷﾐﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 森田町森田月見野 縄文(晩) 散布地

57 209064 藤山(1)遺跡 ﾌｼﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町床舞藤山 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 集落跡

57 209065 藤山(2)遺跡 ﾌｼﾞﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町床舞藤山 縄文(前･中･後･晩) 散布地

57･58 209066 下相野遺跡 ｼﾓｱｲﾉｲｾｷ 森田町下相野住吉､森田町下相野野田､森田町下相野住野蔵 平安､近世 散布地

57 209067 鶴喰(2)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(晩) 散布地

57 209068 鶴喰(3)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(前) 散布地

57 209069 鶴喰(4)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(前･晩) 散布地

57 209070 鶴喰(5)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺｺﾞｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 平安 散布地

57 209071 鶴喰(6)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺﾛｸｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 集落跡

57 209072 鶴喰(7)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(前) 散布地

57 209073 鶴喰(8)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(前･晩) 散布地

57 209074 八重菊(2)遺跡 ﾔｴｷﾞｸｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町大館八重菊 縄文(前)､平安 散布地

57 209075 八重菊(3)遺跡 ﾔｴｷﾞｸｶｯｺｻﾝｲｾｷ 森田町大館八重菊 縄文(晩)､平安 集落跡

57 209076 八重菊(4)遺跡 ﾔｴｷﾞｸｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 森田町大館八重菊 平安 集落跡

58 209077 栄田遺跡 ﾖﾀﾞｲｾｷ 森田町上相野松緑､森田町上相野浪風 平安 散布地

57 209078 勝山遺跡 ｶﾂﾔﾏｲｾｷ 森田町大館勝山 縄文(晩) 集落跡

57 209079 藤山南遺跡 ﾌｼﾞﾔﾏﾐﾅﾐｲｾｷ 森田町床舞藤山 縄文(後･晩) 散布地

57 209080 広ヶ平(1)遺跡 ﾋﾛｶﾞﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町大館広ヶ平 縄文(晩) 散布地

57 209081 広ヶ平(2)遺跡 ﾋﾛｶﾞﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町大館広ヶ平 縄文(前) 散布地

57 209082 尾花崎遺跡 ｵﾊﾞﾅｻﾞｷｲｾｷ 森田町大館尾花崎 平安 散布地

57 209083 広ヶ平(3)遺跡 ﾋﾛｶﾞﾀｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 森田町大館広ヶ平 縄文(晩)､平安 散布地

57 209084 真鶴遺跡 ﾏﾅﾂﾞﾙｲｾｷ 森田町床舞真鶴 縄文(中)､平安､近世 集落跡

57 209085 広ヶ平(4)遺跡 ﾋﾛｶﾞﾀｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 森田町大館広ヶ平 平安 集落跡

58 209086 上相野遺跡 ｶﾐｱｲﾉｲｾｷ 森田町上相野若緑､森田町上相野松緑､森田町上相野明石 平安､近世 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

57 209087 鶴喰(9)遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 森田町床舞鶴喰 縄文(早･中･後)､平安 集落跡

57 209088 共栄遺跡 ｷｮｳｴｲｲｾｷ 森田町山田神崎 縄文(後) 散布地

57 209089 豊原(1)遺跡 ﾄﾖﾊﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 森田町床舞豊原 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

57 209090 豊原(2)遺跡 ﾄﾖﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 森田町床舞豊原 平安､近世 散布地

57 209091 吉野遺跡 ﾖｼﾉｲｾｷ 森田町中田福浦､森田町中田鈴森､森田町中田亀甲 縄文､平安､近世 散布地

57 209092 屏風山東遺跡 ﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝﾋｶﾞｼｲｾｷ 森田町森田屏風山､森田町森田駒ヶ渕､森田町森田月見野 縄文 散布地

57 209093 小狄ヶ館遺跡 ｺｴｿﾞｶﾞﾀﾃｲｾｷ 森田町大館八重菊 平安 散布地､城館跡

58 209094 桑野木田八幡遺跡 ｸﾜﾉｷﾀﾔﾊﾀｲｾｷ 柏桑野木田八幡 平安､近世 散布地

46 209095 久米川遺跡 ｸﾒｶﾞﾜｲｾｷ 稲垣町沼崎幾米川 平安 集落跡 市史跡

45･46 209096 松枝遺跡 ﾏﾂｴﾀﾞｲｾｷ 稲垣町吉出吉田､稲垣町吉出福富 平安 集落跡 市史跡

45 209097 懸河遺跡 ｶｹｶﾞﾜｲｾｷ 稲垣町千年懸河 平安 集落跡

36 209098 乗鞍遺跡 ﾉﾘｸﾗｲｾｷ 車力町乗鞍 縄文(中･後)､平安､中世 散布地

36 209099 柾子館跡 ﾏｻｺﾀﾞﾃｱﾄ 車力町若林 縄文(後)､平安､中世 城館跡

36 209100 笹平遺跡 ｻｻﾀﾞｲﾗｲｾｷ 富萢町笹平 縄文(中･後) 貝塚

36 209101 牛潟(1)遺跡 ｳｼｶﾞﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 牛潟町鷲野沢 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

36 209102 牛潟(2)遺跡 ｳｼｶﾞﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 牛潟町鷲野沢 縄文(前･中･後･晩)､弥生(前)､平安､近世 集落跡､貝塚

36 209103 牛潟(3)遺跡 ｳｼｶﾞﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 牛潟町鷲野沢 縄文(中･後)､平安 散布地

36 209104 中崎遺跡 ﾅｶｻﾞｷｲｾｷ 牛潟町中崎 縄文(中)､平安 散布地

36 209105 花林遺跡 ﾊﾅﾊﾞﾔｼｲｾｷ 車力町花林 縄文(前)､平安､近世 集落跡

36 209106 富萢遺跡 ﾄﾐﾔﾁｲｾｷ 富萢町屏風山 縄文 散布地

36 209107 太田光遺跡 ｵｵﾀｯﾋﾟｲｾｷ 牛潟町太田光 縄文(中･後)､平安 散布地

31 209108 清水遺跡 ｼﾐｽﾞｲｾｷ 富萢町屏風山 縄文(中･後)､平安 集落跡

31 209109 明神沼遺跡 ﾐｮｳｼﾞﾝﾇﾏｲｾｷ 富萢町屏風山 中世､近世 散布地

209110 欠番

36 209111 竹之沢遺跡 ﾀｹﾉｻﾜｲｾｷ 車力町屏風山 縄文(中) 散布地

36 209112 塚野沢遺跡 ﾂｶﾉｻﾜｲｾｷ 牛潟町塚野沢 平安 散布地

36 209113 豊富遺跡 ﾄﾖﾄﾐｲｾｷ 豊富町屏風山 平安 集落跡

57 209114 長谷川遺跡 ﾊｾｶﾞﾜｲｾｷ 木造越水長谷川 縄文､平安 集落跡

平　川　市

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

85 210001 八幡崎(1)遺跡 ﾔﾜﾀｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 八幡崎宮本 縄文(後･晩) 散布地 県史跡

85 210002 八幡崎(2)遺跡 ﾔﾜﾀｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 八幡崎宮本 平安 散布地

85 210003 李平(1)遺跡 ｽﾓﾓﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 李平下安原 縄文(中･後)､平安 散布地､集落跡

85 210004 五輪野遺跡 ｺﾞﾘﾝﾉｲｾｷ 猿賀明堂 縄文､弥生､奈良､平安 散布地､集落跡､墳墓

85 210005 原遺跡 ﾊﾗｲｾｷ 原上原 縄文(中･後･晩)､弥生(前)､奈良､平安 散布地､古墳

85 210006 永泉寺跡 ｴｲｾﾝｼﾞｱﾄ 金屋下早稲田 平安､近世 散布地

85 210007 高木遺跡 ﾀｶｷｲｾｷ 高木原田 奈良､平安､中世 散布地

85 210008 李平下安原遺跡 ｽﾓﾓﾀﾞｲｼﾓﾔｽﾊﾗｲｾｷ 李平下安原､李平西和田 縄文(後)､平安 散布地

85 210009 入瀬館遺跡 ﾆｭｳｾﾀﾞﾃｲｾｷ 李平下安原 中世 城館跡

85 210010 天内館跡 ｱﾏﾅｲﾀﾞﾃｱﾄ 李平上安原 中世 城館跡

85 210011 田中館跡 ﾀﾅｶﾀﾞﾃｱﾄ 南田中村内 中世､近世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

85 210012 猿賀館遺跡 ｻﾙｶﾀﾞﾃｲｾｷ 猿賀石橋 中世 城館跡

210013 欠番

85 210014 沼田遺跡 ﾇﾏﾀｲｾｷ 長田沼田 縄文(後)､奈良､平安､中世 散布地､城館跡

85 210015 浅田遺跡 ｱｻﾀﾞｲｾｷ 猿賀浅田 縄文､弥生､奈良､平安 散布地

85 210016 岡部遺跡 ｵｶﾍﾞｲｾｷ 新山岡部 縄文､弥生､奈良､平安 散布地

85 210017 猿賀浅井(1)遺跡 ｻﾙｶｱｻｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 猿賀浅井 縄文(晩) 散布地

85 210018 猿賀浅井(2)遺跡 ｻﾙｶｱｻｲｶｯｺﾆｲｾｷ 猿賀浅井 縄文 散布地

85 210019 上早稲田遺跡 ｶﾐﾜｾﾀﾞｲｾｷ 金屋上早稲田 縄文(中･後) 散布地

85 210020 李平(2)遺跡 ｽﾓﾓﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 李平上安原 縄文(後)､奈良､平安 散布地､集落跡

98 210021 唐竹城遺跡 ｶﾗﾀｹｼﾞｮｳｲｾｷ 唐竹堀合､唐竹苺原 平安 城館跡

98 210022 唐竹遺跡 ｶﾗﾀｹｲｾｷ 沖館永田 縄文(後･晩) 散布地

98 210023 堀合(1)遺跡 ﾎﾘｱｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 唐竹堀合 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

98 210024 堀合(2)遺跡 ﾎﾘｱｲｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹堀合 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

98 210025 堀合(3)遺跡 ﾎﾘｱｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 唐竹堀合 縄文(後)､平安 集落跡

98 210026 堀合(4)遺跡 ﾎﾘｱｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 唐竹堀合 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

210027 欠番

98 210028 水上(1)遺跡 ﾐｽﾞｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 唐竹水上 縄文(後･晩) 散布地

98 210029 水上(2)遺跡 ﾐｽﾞｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹水上 縄文(晩) 散布地

98 210030 唐竹神社遺跡 ｶﾗﾀｹｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 唐竹薬師沢 縄文(後)､平安 散布地

98 210031 井沢(1)遺跡 ｲｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 唐竹井沢 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 散布地

98 210032 小金森遺跡 ｺｶﾞﾈﾓﾘｲｾｷ 唐竹小金森 縄文(後) 散布地

98 210033 薬師沢(1)遺跡 ﾔｸｼｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 唐竹薬師沢 平安 散布地

98 210034 薬師沢(2)遺跡 ﾔｸｼｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹薬師沢 縄文(後) 集落跡

98 210035 阿蘇(1)遺跡 ｱｿｶｯｺｲﾁｲｾｷ 唐竹阿蘇ケ岳 縄文(後)､平安 集落跡

99 210036 阿蘇(2)遺跡 ｱｿｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹阿蘇ケ岳 平安 集落跡

99 210037 阿蘇(3)遺跡 ｱｿｶｯｺｻﾝｲｾｷ 唐竹阿蘇ケ岳 平安 集落跡

99 210038 萢の沢遺跡 ﾔﾁﾉｻﾜｲｾｷ 小国深沢 平安 集落跡､祭祀跡

99 210039 軍馬平(1)遺跡 ｸﾞﾝﾊﾞﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 小国深沢 縄文(前･中) 散布地

99 210040 軍馬平(2)遺跡 ｸﾞﾝﾊﾞﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 小国深沢 縄文(後) 散布地､祭祀跡

98 210041 鯨森館跡 ｸｼﾞﾗﾓﾘﾀﾞﾃｱﾄ 尾崎平山 縄文(後)､平安 集落跡､城館跡

98 210042 熊屋敷遺跡 ｸﾏﾔｼｷｲｾｷ 広船山下 平安 散布地

98 210043 一本杉遺跡 ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞｲｾｷ 広船嘉瀬沢 縄文(後)､平安 散布地

98 210044 合戦沢(1)遺跡 ｶｯｾﾝｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 広船嘉瀬沢 縄文(晩) 散布地

98 210045 合戦沢(2)遺跡 ｶｯｾﾝｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 広船嘉瀬沢 弥生 散布地

98 210046 柳沢遺跡 ﾔﾅｷﾞｻﾜｲｾｷ 広船山下 縄文(後) 散布地

98 210047 福田遺跡 ﾌｸﾀﾞｲｾｷ 広船福田 平安 散布地

98 210048 広船(1)遺跡 ﾋﾛﾌﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 広船福田 縄文(中･後) 集落跡

98 210049 広船(2)遺跡 ﾋﾛﾌﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 広船福田 縄文(後) 散布地

98 210050 広船(3)遺跡 ﾋﾛﾌﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 広船広沢 縄文(中･後) 散布地

98 210051 広船(4)遺跡 ﾋﾛﾌﾈｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 広船広沢 平安 散布地

98 210052 広船城跡 ﾋﾛﾌﾈｼﾞｮｳｱﾄ 広船広沢 中世 城館跡

85 210053 浅井(1)遺跡 ｱｻｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 尾崎浅井 縄文(後)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

85 210054 浅井(2)遺跡 ｱｻｲｶｯｺﾆｲｾｷ 尾崎浅井 縄文(中) 散布地

85 210055 浅井(3)遺跡 ｱｻｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 尾崎浅井 平安 散布地

85 210056 浅井(4)遺跡 ｱｻｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 尾崎浅井 平安 散布地

98 210057 沢部遺跡 ｻﾜﾍﾞｲｾｷ 尾崎沢部 平安 祭祀跡

85 210058 尾崎城遺跡 ｵｻｷｼﾞｮｳｲｾｷ 尾崎浅井 平安 城館跡､祭祀跡

85 210059 木戸口(1)遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(後･晩) 散布地

99 210060 木戸口(2)遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(前) 集落跡

85 210061 尾崎遺跡 ｵｻｷｲｾｷ 尾崎浅井 縄文(後･晩) 散布地

85 210062 観音遺跡 ｶﾝﾉﾝｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(後･晩)､平安､中世 散布地､集落跡､墳墓

99 210063 木戸口沢(1)遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(後･晩) 散布地

99 210064 木戸口沢(2)遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(後) 散布地

99 210065 稲荷平(1)遺跡 ｲﾅﾘﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(中) 散布地

99 210066 稲荷平(2)遺跡 ｲﾅﾘﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文､平安 散布地

99 210067 稲荷平(3)遺跡 ｲﾅﾘﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(中) 集落跡

99 210068 高頭森遺跡 ﾀｶｽﾞﾓﾘｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(後) 配石遺構

99 210069 寺屋敷遺跡 ﾃﾗﾔｼｷｲｾｷ 尾崎黒倉沢 平安 散布地

85 210070 新屋城遺跡 ｱﾗﾔｼﾞｮｳｲｾｷ 新屋栄館 縄文､平安 城館跡､散布地

85 210071 栄館(1)遺跡 ｻｶｴﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 新屋栄館 不明 散布地

85 210072 栄館(2)遺跡 ｻｶｴﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 新屋栄館 不明 散布地

85 210073 新屋福島遺跡 ｱﾗﾔﾌｸｼﾏｲｾｷ 新屋福島 不明 散布地

85 210074 平野遺跡 ﾋﾗﾉｲｾｷ 新屋平野 不明 散布地

210075 欠番

210076 欠番

85 210077 富山遺跡 ﾄﾐﾔﾏｲｾｷ 新屋富山 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

85 210078 山下(1)遺跡 ﾔﾏｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 新屋山下 不明 散布地

85 210079 山下(2)遺跡 ﾔﾏｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 新屋山下 縄文(晩) 散布地

85 210080 十津村跡遺跡 ﾄﾂﾑﾗｱﾄｲｾｷ 新屋遠手沢 平安 散布地

85 210081 木戸口遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文(早･後･晩)､弥生 散布地

85 210082 滝の沢(1)遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 新屋滝の沢 縄文(中) 散布地

85 210083 滝の沢(2)遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 新屋滝の沢 平安 集落跡

85 210084 滝の沢(3)遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 新屋滝の沢 平安､弥生 集落跡

85･86 210085 滝の沢(4)遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 新屋滝の沢 不明 散布地

86 210086 滝の沢(5)遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 新屋滝の沢 平安 集落跡

86 210087 滝の沢(6)遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 新屋滝の沢 縄文(後) 散布地

86 210088 石の沢(1)遺跡 ｲｼﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 新屋滝の沢 縄文(後) 散布地

86 210089 石の沢(2)遺跡 ｲｼﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 新屋滝の沢 縄文(後) 散布地

86 210090 鍋倉遺跡 ﾅﾍﾞｸﾗｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(中･後) 散布地､集落跡

86 210091 駒毛沢遺跡 ｺﾏｹﾞｻﾜｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(前･中) 散布地

86 210092 堂ケ平遺跡 ﾄﾞｳｶﾞﾀｲｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(前･中) 散布地

86 210093 太師森遺跡 ﾀｲｼﾓﾘｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(前･中･後)､平安 散布地､環状列石

86 210094 清水ヶ沢遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞｻﾜｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(前･中) 散布地

86 210095 遠手沢遺跡 ﾄｵﾃｻﾞﾜｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(前･中･後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

86 210096 南沢遺跡 ﾐﾅﾐｻﾜｲｾｷ 新屋遠手沢 縄文(前･中･後) 散布地

85 210097 平田森(1)遺跡 ﾋﾗﾀﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 平田森下宮本 縄文(後) 散布地

85 210098 平田森(2)遺跡 ﾋﾗﾀﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 平田森下稲村 不明 散布地

85 210099 五輪畑遺跡 ｺﾘﾝﾊﾞﾀｲｾｷ 平田森下稲村 不明 散布地

85 210100 南田遺跡 ﾐﾅﾐﾀｲｾｷ 町居南田 不明 散布地

85 210101 山元遺跡 ﾔﾏﾓﾄｲｾｷ 町居山元 平安 散布地

98 210102 町居神社遺跡 ﾏﾁｲｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 町居山元 平安 散布地

98 210103 新館城遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃｼﾞｮｳｲｾｷ 新館後野､柏崎､藤巻 縄文(後)､平安､中世､近世 集落跡､城館跡

98 210104 新館(1)遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 新館藤巻 平安 散布地

98 210105 新館(2)遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 新館柏崎 縄文(後)､平安 散布地

98 210106 新館山遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃﾔﾏｲｾｷ 新館東山 縄文(後) 配石遺構

98 210107 沖館城跡 ｵｷﾀﾞﾃｼﾞｮｳｱﾄ 沖館宮崎 縄文(後)､平安 城館跡

98 210108 沖館(1)遺跡 ｵｷﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 沖館比山館 縄文(後) 集落跡

98 210109 沖館(2)遺跡 ｵｷﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 沖館比山館 縄文(後･晩) 散布地､集落跡

98 210110 沖館(3)遺跡 ｵｷﾀﾞﾃｶｯｺｻﾝｲｾｷ 沖館比山館 平安 散布地

98 210111 鳥海山遺跡 ﾁｮｳｶｲｻﾝｲｾｷ 沖館比山館 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､平安 城館跡､集落跡

98 210112 沖館神社遺跡 ｵｷﾀﾞﾃｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 沖館宮崎 縄文(中･晩) 散布地

98 210113 院坂遺跡 ｲﾝｻｶｲｾｷ 沖館宮崎 縄文(後)､平安 散布地､集落跡

98 210114 高畑城遺跡 ﾀｶﾊﾞﾀｹｼﾞｮｳｲｾｷ 高畑熊沢 不明 城館跡

98 210115 石郷(1)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 石郷村元 縄文(晩) 散布地

98 210116 石郷(2)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺﾆｲｾｷ 石郷村元 縄文(後･晩) 散布地

98 210117 石郷(3)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 石郷村元 縄文(晩)､平安 散布地､集落跡

98 210118 石郷(4)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 石郷村元 縄文(後･晩) 散布地

98 210119 石郷(5)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺｺﾞｲｾｷ 石郷村元 縄文(晩) 散布地

98 210120 石郷神社裏遺跡 ｲｼｺﾞｳｼﾞﾝｼﾞｬｳﾗｲｾｷ 石郷村元 縄文(後･晩) 集落跡

85 210121 堂の前遺跡 ﾄﾞｳﾉﾏｴｲｾｷ 本町北柳田 近世 社寺跡 市史跡

98 210122 北柳田遺跡 ｷﾀﾔﾅｷﾞﾀﾞｲｾｷ 柏木町広田 弥生 散布地

85 210123 小和森館遺跡 ｺﾜﾓﾘﾀﾞﾃｲｾｷ 小和森松村､松川 縄文(早･後･晩)､中世 散布地､城館跡

85 210124 大光寺新城跡 ﾀﾞｲｺｳｼﾞｼﾝｼﾞｮｳｱﾄ 大光寺三村井 縄文(後･晩)､弥生､平安､中世､近世 城館跡

210125 欠番

210126 欠番

210127 欠番

85 210128 旧大光寺城(1)遺跡 ｷｭｳﾀﾞｲｺｳｼﾞｼﾞｮｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大光寺四滝本 縄文､弥生､平安､中世 散布地､城館跡

85 210129 旧大光寺城(2)遺跡 ｷｭｳﾀﾞｲｺｳｼﾞｼﾞｮｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大光寺四滝本 縄文(後)､弥生､平安､中世 散布地､集落跡､城館跡

85 210130 五日市館遺跡 ｲﾂｶｲﾁﾀﾞﾃｲｾｷ 大光寺西稲村 弥生､平安､中世 散布地､城館跡

85 210131 杉館跡 ｽｷﾞﾀﾞﾃｱﾄ 杉館宮本 平安 城館跡

85 210132 宮本遺跡 ﾐﾔﾓﾄｲｾｷ 杉館宮本 縄文(後)､平安 散布地

85 210133 杉館(1)遺跡 ｽｷﾞﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 杉館滝元､大光寺､西稲村 弥生､平安 散布地

85 210134 杉館(2)遺跡 ｽｷﾞﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 館山下扇田 弥生 散布地

85 210135 杉館(3)遺跡 ｽｷﾞﾀﾞﾃｶｯｺｻﾝｲｾｷ 杉館松橋 弥生 散布地

85 210136 館田遺跡 ﾀﾁﾀｲｾｷ 館田前田 縄文(後･晩) 散布地

99 210137 小国(1)遺跡 ｵｸﾞﾆｶｯｺｲﾁｲｾｷ 切明 縄文(後･晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

99 210138 小国(2)遺跡 ｵｸﾞﾆｶｯｺﾆｲｾｷ 小国川辺 縄文(後･晩) 散布地

99 210139 川辺遺跡 ｶﾜﾍﾞｲｾｷ 小国川辺 縄文(後･晩) 散布地

99 210140 オクバ平遺跡 ｵｸﾊﾞﾀｲｲｾｷ 切明山下 縄文(後･晩) 散布地

99 210141 琵琶野平遺跡 ﾋﾞﾜﾉﾀｲｲｾｷ 切明山下 縄文(後) 散布地

100 210142 大木平遺跡 ｵｵﾎﾞｸﾀｲｲｾｷ 切明滝の森 弥生 散布地

98 210143 堀合(5)遺跡 ﾎﾘｱｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 唐竹堀合 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

98 210144 唐竹古館遺跡 ｶﾗﾀｹﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 唐竹苺原 縄文(後･晩)､平安 散布地､城館跡

98 210145 井沢(2)遺跡 ｲｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹井沢 縄文(前･後･晩) 散布地

98 210146 五輪(1)遺跡 ｺﾞﾘﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 広船福田 平安 散布地

98 210147 五輪(2)遺跡 ｺﾞﾘﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 広船福田 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

99 210148 木戸口沢(3)遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 尾崎木戸口 平安 散布地

85 210149 栄館(3)遺跡 ｻｶｴﾀﾞﾃｶｯｺｻﾝｲｾｷ 新屋福嶋 平安 散布地

85 210150 寺跡遺跡 ﾃﾗｱﾄｲｾｷ 新屋平野 平安 散布地

85 210151 新屋山下遺跡 ｱﾗﾔﾔﾏｼﾀｲｾｷ 新屋山下 平安 散布地

85 210152 金井館跡遺跡 ｶﾅｲﾀﾞﾃｱﾄｲｾｷ 新屋富山 縄文(後･晩)､弥生､平安 散布地

86 210153 新屋(1)遺跡 ｱﾗﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 新屋遠手沢 不明 散布地

86 210154 新屋(2)遺跡 ｱﾗﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 新屋遠手沢 不明 散布地

98 210155 柏木遺跡 ｶｼﾜｷﾞｲｾｷ 柏木町柳田 縄文(後) 散布地

98 210156 石郷(6)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺﾛｸｲｾｷ 石郷柳田 縄文(後･晩) 散布地

98 210157 石郷(7)遺跡 ｲｼｺﾞｳｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 石郷柳田 平安 散布地

85 210158 藤山遺跡 ﾌｼﾞﾔﾏｲｾｷ 柏木町藤山 平安 散布地

85 210159 荒田遺跡 ｱﾗﾀｲｾｷ 荒田下駒田 近世 散布地

98 210160 五輪堂遺跡 ｺﾞﾘﾝﾄﾞｳｲｾｷ 岩館長田 平安､中世 社寺跡

98 210161 岩館長田遺跡 ｲﾜﾀﾞﾃｵｻﾀﾞｲｾｷ 岩館長田 平安 散布地

98 210162 村元遺跡 ﾑﾗﾓﾄｲｾｷ 原田村元 平安 散布地

98 210163 堀合(6)遺跡 ﾎﾘｱｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 唐竹堀合 縄文(前･中) 散布地

98 210164 苺原(2)遺跡 ｲﾁｺﾞﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹平山 平安 散布地

99 210165 焼山遺跡 ﾔｹﾔﾏｲｾｷ 小国川辺 平安 製鉄跡

99 210166 小国城跡 ｵｸﾞﾆｼﾞｮｳｱﾄ 小国川辺 平安､中世 城館跡

98 210167 高田(1)遺跡 ﾀｶﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 唐竹高田 縄文(早･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

98 210168 高田(2)遺跡 ﾀｶﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 唐竹高田 平安､中世 集落跡

98 210169 高田(3)遺跡 ﾀｶﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 唐竹高田 平安､中世 集落跡

98 210170 高田(4)遺跡 ﾀｶﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 唐竹高田 縄文(後･晩)､平安､中世 集落跡

98 210171 水上(3)遺跡 ﾐｽﾞｶﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 唐竹水上 縄文(後) 散布地

98 210172 高畑城(2)遺跡 ﾀｶﾊﾞﾀｹｼﾞｮｳｶｯｺﾆｲｾｷ 吹上平岡 縄文(後)､平安､中世､近世 城館跡

99 210173 葛川館遺跡 ｸｽﾞｶﾜﾀﾞﾃｲｾｷ 葛川家岸 奈良､平安､中世 城館跡

99 210174 誉田屋敷遺跡 ｺﾝﾀﾔｼｷｲｾｷ 切明誉田邸 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

99 210175 切明(1)遺跡 ｷﾘｱｹｶｯｺｲﾁｲｾｷ 切明坂本 奈良､平安､中世 散布地

99 210176 切明(2)遺跡 ｷﾘｱｹｶｯｺﾆｲｾｷ 切明坂本 奈良､平安､中世 散布地

99 210177 切明(3)遺跡 ｷﾘｱｹｶｯｺｻﾝｲｾｷ 切明坂本 平安､中世 散布地

99 210178 井戸沢遺跡 ｲﾄﾞｻﾞﾜｲｾｷ 切明上井戸 縄文(後)､奈良､平安､中世 散布地､集落跡

98 210179 広船古館遺跡 ﾋﾛﾌﾈﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 広船山下 平安､中世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

98 210180 熊屋敷館 ｸﾏﾔｼｷﾀﾞﾃ 広船山下 中世 城館跡

85 210181 飛鳥館 ｱｽｶﾀﾞﾃ 町居稲村 中世 城館跡

85 210182 町居館 ﾏﾁｲﾀﾞﾃ 尾崎川合 中世 城館跡

210183 欠番

85 210184 小館遺跡 ｺﾀﾞﾃｲｾｷ 松館西稲村 中世 城館跡

85 210185 松館 ﾏﾂﾀﾞﾃ 松館井の上 中世 城館跡

85 210186 館山館 ﾀﾃﾔﾏﾀﾞﾃ 館山上扇田 中世 城館跡

98 210187 樋川館 ﾄｲｶﾜﾀﾞﾃ 小杉西田 中世 城館跡

85 210188 南田館 ﾐﾅﾐﾀﾀﾞﾃ 町居西田 中世 城館跡

99 210189 琵琶館 ﾋﾞﾜﾀﾞﾃ 切明山下 中世 城館跡

99 210190 関所館 ｾｷｼｮﾀﾞﾃ 切明坂本 中世 城館跡

98 210191 駒泊遺跡 ｺﾏﾄﾞﾏﾘｲｾｷ 新館駒泊 縄文(前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

85 210192 藤先寺跡 ﾄｳｾﾝｼﾞｱﾄ 大光寺種元 中世 社寺跡

210193 欠番

85 210194 小和森遺跡 ｺﾜﾓﾘｲｾｷ 小和森松川 縄文(後)､弥生 散布地

98･99 210195 志賀坊遺跡 ｼｶﾞﾎﾞｳｲｾｷ 広船嘉瀬沢 縄文､平安､中世 散布地

99 210196 嘉瀬沢(3)遺跡 ｶｾｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 広船嘉瀬沢 縄文(後) 散布地

99 210197 小国山遺跡 ｵｸﾞﾆﾔﾏｲｾｷ 小国川辺 縄文(後)､平安 散布地

100 210198 木賊平遺跡 ﾄｸｻﾀｲｲｾｷ 葛川平六沢上 縄文 散布地

100 210199 第二大木平遺跡 ﾀﾞｲﾆｵｵﾎﾞｸﾀｲｲｾｷ 切明滝の森 縄文 集落跡

98 210200 広船(5)遺跡 ﾋﾛﾌﾈｶｯｺｺﾞｲｾｷ 広船広沢 縄文(前･中･後) 散布地

85･98 210201 館田館遺跡 ﾀﾁﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 館田前田 中世 城館跡

85 210202 種取遺跡 ﾀﾈﾄﾘｲｾｷ 小和森種取 平安 散布地

85 210203 荒田館遺跡 ｱﾗﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 荒田下駒田 中世 城館跡

99 210204 琵琶野下遺跡 ﾋﾞﾜﾉｼﾀｲｾｷ 切明山下 縄文(後) 散布地

99 210205 木戸口(3)遺跡 ｷﾄﾞｸﾞﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 尾崎木戸口 縄文､平安 散布地

85 210206 浅井(5)遺跡 ｱｻｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 尾崎浅井 縄文 散布地

85 210207 坊主屋敷遺跡 ﾎﾞｳｽﾞﾔｼｷｲｾｷ 館山上亀岡 中世 埋納銭

85 210208 泉光院跡 ｾﾝｺｳｲﾝｱﾄ 大光寺種元 中世 社寺跡

112 210209 程森遺跡 ﾎﾄﾞﾓﾘｲｾｷ 碇ヶ関古懸下程森､碇ヶ関古懸上程森 縄文(後･晩) 散布地

112･113 210210 古館遺跡 ﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 碇ヶ関古懸館ノ平 平安､中世 城館跡

113 210211 大面(1)遺跡 ｵｵﾂﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 碇ヶ関古懸大面 縄文､弥生 集落跡

113 210212 大面(2)遺跡 ｵｵﾂﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 碇ヶ関古懸大面 縄文､弥生 集落跡

113 210213 永野遺跡 ﾅｶﾞﾉｲｾｷ 碇ヶ関永野 縄文(早･前･中･後)､弥生､平安､中世 散布地､集落跡､城館跡

113 210214 清ノ沢遺跡 ｾｲﾉｻﾜｲｾｷ 碇ヶ関古懸清ノ沢 縄文(中･後) 散布地

113 210215 小高森遺跡 ｺﾀﾞｶﾓﾘｲｾｷ 碇ヶ関大落前山 平安 城館跡

113 210216 蕷ケ平遺跡 ｲﾓｶﾞﾀｲﾗｲｾｷ 碇ヶ関久吉蕷ケ平 縄文 散布地

113 210217 山岸遺跡 ﾔﾏｷﾞｼｲｾｷ 碇ヶ関久吉山岸 縄文(後)､平安 散布地

113 210218 遠部沢遺跡 ﾄｵﾍﾞｻﾜｲｾｷ 碇ヶ関遠部沢 縄文(後) 散布地

112･113 210219 白沢遺跡 ｼﾗｻﾜｲｾｷ 碇ケ関白沢 縄文､平安 散布地

112 210220 観音堂遺跡 ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳｲｾｷ 碇ケ関白沢 縄文､平安 城館跡

112 210221 樋ケ沢遺跡 ﾄｲｶﾞｻﾜｲｾｷ 碇ケ関樋ケ沢 平安 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

113 210222 大落前(1)遺跡 ｵｵﾗｸﾏｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 碇ケ関大落前 縄文 散布地

113 210223 大落前(2)遺跡 ｵｵﾗｸﾏｴｶｯｺﾆｲｾｷ 碇ケ関大落前 縄文(後) 散布地

113 210224 大落前(3)遺跡 ｵｵﾗｸﾏｴｶｯｺｻﾝｲｾｷ 碇ケ関大落前 縄文(後) 散布地

113 210225 大落前(4)遺跡 ｵｵﾗｸﾏｴｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 碇ケ関大落前 縄文(後) 散布地

113 210226 四戸橋遺跡 ｼﾄﾊﾞｼｲｾｷ 碇ヶ関古懸四戸橋 縄文(中･後･晩) 散布地､集落跡

113 210227 清野沢遺跡 ｾｲﾉｻﾜｲｾｷ 碇ヶ関古懸清野沢 平安 散布地

113 210228 石ヶ戸(洞穴)遺跡 ｲｼｹﾞﾄｳｶｯｺﾄﾞｳｹﾂｲｾｷ 碇ヶ関大落前山国有林288林班､3小班 縄文 散布地

平　内　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

40 301001 槻の木遺跡 ﾂｷﾉｷｲｾｷ 大字小湊字下槻 縄文(晩)､平安 散布地

50 301002 一本松遺跡 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｲｾｷ 大字松野木字小湊越 縄文(前･中) 散布地

40 301003 堀替(1)遺跡 ﾎﾘｶｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浜子字堀替 縄文(後) 散布地

40 301004 家の下遺跡 ｲｴﾉｼﾀｲｾｷ 大字浜子字雷電際 縄文(晩) 散布地

40 301005 雷電際窯跡 ﾗｲﾃﾞﾝｷﾞﾜｶﾏｱﾄ 大字小湊字雷電際 平安 窯跡

40 301006 小館遺跡 ｺﾀﾞﾃｲｾｷ 大字東田沢字小館 縄文(中)､平安 散布地

40 301007 無沢遺跡 ﾑｻﾜｲｾｷ 大字東田沢字無沢 縄文(前) 散布地

41 301008 清水川遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞﾜｲｾｷ 大字清水川 縄文(前･中) 散布地

51 301009 狩場沢遺跡 ｶﾘﾊﾞｻﾜｲｾｷ 大字狩場沢 縄文(中) 散布地

51 301010 口広石神遺跡 ｸﾁﾋﾛｲｼｶﾞﾐｲｾｷ 大字口広字石神 縄文(中) 散布地

51 301011 松野木遺跡 ﾏﾂﾉｷｲｾｷ 大字松野木 縄文(晩)､平安 散布地

50 301012 葛派平遺跡 ｸｽﾞﾊﾀﾞｲｲｾｷ 大字外童子字葛派平 縄文(中)､平安 散布地

50 301013 外童子遺跡 ｿﾄﾄﾞｳｼﾞｲｾｷ 大字外童子字平畑 縄文(晩)､平安 散布地

40 301014 白砂遺跡 ｼﾗｽｲｾｷ 大字白砂字白砂 縄文(前･中)､弥生､平安､近世 散布地､製塩跡 

40 301015 福館遺跡 ﾌｸﾀﾞﾃｲｾｷ 大字福館字沼館 中世 城館跡

40 301016 小湊館跡 ｺﾐﾅﾄﾀﾞﾃｱﾄ 大字小湊字小湊 中世 城館跡

40 301017 沼館遺跡 ﾇﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字小湊字前萢 中世 城館跡

50 301018 山口館跡 ﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞﾃｱﾄ 大字山口字小沢 中世 城館跡

40･50 301019 藤沢蝦夷館跡 ﾌｼﾞｻﾜｴｿﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字藤沢 中世 城館跡

40 301020 横峰貝塚 ﾖｺﾐﾈｶｲﾂﾞｶ 大字東田沢字横峰 縄文(晩)､弥生､平安 貝塚

50 301021 小沢遺跡 ｺｻﾞﾜｲｾｷ 大字小沢 縄文(後･晩) 散布地

40 301022 畑川目遺跡 ﾊﾀｶﾜﾒｲｾｷ 大字福館字畑川目､字大久保 縄文(前) 散布地

40 301023 立石洞穴遺跡 ﾀﾃｲｼﾄﾞｳｸﾂｲｾｷ 雷電林国有林 縄文(晩) 洞穴遺跡

40 301024 大沢遺跡 ｵｵｻﾜｲｾｷ 大字東田沢字立石 奈良､平安､近世 製塩跡

40 301025 大館遺跡 ｵｵﾀﾞﾃｲｾｷ 大字東田沢字大館 縄文(前･中･後) 散布地

50 301026 金堀遺跡 ｶﾅﾎﾘｲｾｷ 大字内童子字金堀沢､大字外童子字与手巻 縄文(後･晩) 散布地

50 301027 小形遺跡 ｵｶﾞﾀｲｾｷ 大字田茂木字助八 縄文(後) 散布地

51 301028 田の沢口遺跡 ﾀﾉｻﾜｸﾞﾁｲｾｷ 大字口広字田野沢 縄文(後) 散布地

51 301029 四ッ森藩境塚 ﾖﾂﾓﾘﾊﾝｷｮｳﾂﾞｶ 大字狩場沢字関口 近世 藩境塚 県史跡

40 301030 大島貝塚 ｵｵｼﾏｶｲﾂﾞｶ 大字東田沢字横峯 平安 貝塚

40 301031 月泊遺跡 ﾂｷﾄﾞﾏﾘｲｾｷ 大字茂浦字月泊 縄文､平安 散布地

50 301032 薬師堂遺跡 ﾔｸｼﾄﾞｳｲｾｷ 大字小湊字薬師堂 縄文 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

301033 欠番

50 301034 保田平(1)遺跡 ﾎﾀﾞﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田茂木字保田平 縄文､平安 散布地

50 301035 保田平(2)遺跡 ﾎﾀﾞﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田茂木字保田平､字壁沢 平安 散布地

51 301036 浜懸遺跡 ﾊﾏｶﾞｹｲｾｷ 大字狩場沢字浜懸 縄文(前･後) 散布地

51 301037 堤ヶ沢遺跡 ﾂﾂﾐｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字狩場沢字堤ヶ沢 縄文(前･晩) 散布地

51 301038 狩場沢(2)遺跡 ｶﾘﾊﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字狩場沢字関口 縄文(後) 散布地

51 301039 狩場沢(3)遺跡 ｶﾘﾊﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字狩場沢 縄文(後) 散布地

51 301040 狩場沢(4)遺跡 ｶﾘﾊﾞｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字狩場沢 縄文(前･後) 散布地

51 301041 口広遺跡 ｸﾁﾋﾛｲｾｷ 大字口広 縄文 散布地

51 301042 左衛門次郎久保遺跡 ｻｴﾓﾝｼﾞﾛｳｸﾎﾞｲｾｷ 大字口広字左右衛門次郎久保 縄文(前･後) 散布地

40 301043 小館跡 ｺﾀﾞﾃｱﾄ 大字東田沢字小館山 中世 城館跡

50 301044 小沢館跡 ｺｻﾞﾜﾀﾞﾃｱﾄ 小湊国有林地内 中世 城館跡

50 301045 山館跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｱﾄ 大字小湊字山館 中世 城館跡

40 301046 内鍋森館跡 ｳﾁﾅﾍﾞﾓﾘﾀﾞﾃｱﾄ 小湊国有林地内 中世 城館跡

40 301047 大萢館跡 ｵｵﾔﾁﾀﾞﾃｱﾄ 大字東田沢字大萢 中世 城館跡

40 301048 土居館跡 ﾄﾞｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字盛田字塚ノ越 中世 城館跡

40 301049 丸山館跡 ﾏﾙﾔﾏﾀﾞﾃｱﾄ 大字東田沢字大沢 中世 城館跡

40 301050 東滝間木遺跡 ﾋｶﾞｼﾀｷﾏｷﾞｲｾｷ 大字東滝字間木 平安 散布地

40 301051 久慈遺跡 ｸｼﾞｲｾｷ 大字稲生字久慈 近世 生産遺跡

40 301052 稲生深沢遺跡 ｲﾉｳﾌｶｻﾜｲｾｷ 大字稲生字深沢 平安 散布地

40 301053 釜場(1)遺跡 ｶﾏﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字茂浦字釜場 近世 生産遺跡

40 301054 茂浦向田遺跡 ﾓｳﾗﾑｶｲﾀｲｾｷ 大字茂浦字向田 平安 散布地､生産遺跡

40 301055 茂浦姥沢遺跡 ﾓｳﾗｳﾊﾞｻﾜｲｾｷ 大字茂浦字姥沢 平安 散布地

40 301056 茂浦遺跡 ﾓｳﾗｲｾｷ 大字茂浦字茂浦､字月泊 平安 散布地､生産遺跡

40 301057 堀替(2)遺跡 ﾎﾘｶｴｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浜子字堀替 縄文 散布地

40 301058 浪打深沢(1)遺跡 ﾅﾐｳﾁﾌｶｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浪打字深沢 平安 散布地､生産遺跡

40 301059 浪打深沢(2)遺跡 ﾅﾐｳﾁﾌｶｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浪打字深沢 縄文(晩)､弥生(中)､平安 散布地

40 301060 釜場(2)遺跡 ｶﾏﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字茂浦字釜場 平安 散布地

40 301061 小湊越遺跡 ｺﾐﾅﾄｺﾞｴｲｾｷ 大字東田沢字小湊越 近世 生産遺跡

40 301062 横峰遺跡 ﾖｺﾐﾈｲｾｷ 大字東田沢字横峰 平安 散布地

40 301063 塚ノ越遺跡 ﾂｶﾉｺｼｲｾｷ 大字盛田字塚ノ越 平安 散布地

40 301064 盛田遺跡 ﾓﾘﾀｲｾｷ 大字盛田字堤ヶ沢､字向田 平安 散布地

51 301065 左エ門次郎遺跡 ｻｴﾓﾝｼﾞﾛｳｲｾｷ 大字口広字左エ門次郎 平安 散布地､生産遺跡

41･51 301066 川向口広沢遺跡 ｶﾜﾑｶｲｸﾁﾋﾛｻﾜｲｾｷ 大字口広字川向口広沢 平安 散布地

50 301067 白狐塚遺跡 ﾋﾞｬｯｺﾂﾞｶｲｾｷ 大字小湊字観音 中世 経塚

40 301068 新道(1)遺跡 ｼﾝﾐﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小湊字新道 中世 経塚

50 301069 新道(2)遺跡 ｼﾝﾐﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小湊字新道 中世 経塚

40 301070 沼館尻遺跡 ﾇﾏﾀﾞﾃｼﾞﾘｲｾｷ 大字沼館字沼館尻 中世 経塚

今　別　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

19 303001 綱不知遺跡 ﾂﾅｼﾗｽﾞｲｾｷ 大字奥平部字赤坂 縄文(中) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

19 303002 綱不知貝塚 ﾂﾅｼﾗｽﾞｶｲﾂﾞｶ 大字奥平部字赤坂 縄文 貝塚

19 303003 袰月洞窟遺跡 ﾎﾛﾂﾞｷﾄﾞｳｸﾂｲｾｷ 大字袰月 縄文(晩) 散布地

19 303004 大泊遺跡 ｵｵﾄﾞﾏﾘｲｾｷ 大字大泊字上山崎 縄文(晩) 散布地

19 303005 与茂内遺跡 ﾖﾓﾅｲｲｾｷ 大字山崎字山元 縄文(前･中) 散布地

19 303006 山崎(1)遺跡 ﾔﾏｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字山崎字山元 旧石器､縄文(前･中･後･晩)､弥生､近世 集落跡

19 303007 山崎(2)遺跡 ﾔﾏｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字山崎字山元 縄文(中) 散布地

19 303008 山崎(3)遺跡 ﾔﾏｻﾞｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字山崎字山崎 旧石器､縄文(前･中･後･晩)､弥生 散布地

19 303009 山崎(4)遺跡 ﾔﾏｻﾞｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字山崎字山崎 縄文 散布地

303010 欠番

18 303011 一本木遺跡 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｲｾｷ 大字山崎字山崎 縄文(中) 散布地

18 303012 今別八幡宮遺跡 ｲﾏﾍﾞﾂﾊﾁﾏﾝｸﾞｳｲｾｷ 大字今別 縄文 集落跡

18 303013 今別遺跡 ｲﾏﾍﾞﾂｲｾｷ 大字今別字中沢 縄文(中･後) 散布地

18 303014 西田五郎兵衛遺跡 ﾆｼﾀｺﾞﾛｳﾍﾞｴｲｾｷ 大字今別字西田 縄文(中･晩)､平安 散布地

18 303015 西田(1)遺跡 ﾆｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字今別字西田 縄文(中･晩)､平安 散布地

18 303016 中宇田(1)遺跡 ﾅｶｳﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字浜名字中宇田 縄文(中･後) 集落跡

19 303017 大川平関口遺跡 ｵｵｶﾜﾀﾞｲｾｷｸﾞﾁｲｾｷ 大字鍋田字関口 縄文(前･中･後･晩) 散布地

18 303018 浜名遺跡 ﾊﾏﾅｲｾｷ 大字浜名字浜名 縄文(中･後･晩) 散布地

18 303019 二ッ石遺跡 ﾌﾀﾂｲｼｲｾｷ 大字浜名字二ッ石 縄文(後･晩) 集落跡

18 303020 黒崎沢遺跡 ｸﾛｻｷｻﾜｲｾｷ 大字浜名字黒崎沢 縄文(後･晩) 散布地

27 303021 清水遺跡 ｼﾐｽﾞｲｾｷ 大字大川平字清水 縄文 散布地

19 303022 鍋田関口遺跡 ﾅﾍﾞﾀｾｷｸﾞﾁｲｾｷ 大字鍋田字関口 縄文(前･晩) 散布地

303023 欠番

303024 欠番

18 303025 西田(2)遺跡 ﾆｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字今別字西田 縄文(中･後) 散布地

18 303026 中宇田(2)遺跡 ﾅｶｳﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字浜名字中宇田 縄文(後･晩) 散布地

18 303027 中宇田(3)遺跡 ﾅｶｳﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字浜名字中宇田 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

18 303028 浜名中野遺跡 ﾊﾏﾅﾅｶﾉｲｾｷ 大字浜名字中野 縄文(後･晩) 散布地

18 303029 浜名沢遺跡 ﾊﾏﾅｻﾞﾜｲｾｷ 大字浜名字浜名沢 縄文(中･後･晩) 散布地

27 303030 大川平村元遺跡 ｵｵｶﾜﾀﾞｲﾑﾗﾓﾄｲｾｷ 大字大川平字村元 縄文(後･晩) 散布地

26 303031 大開城跡 ｵｵﾋﾞﾗｷｼﾞｮｳｱﾄ 西大川平山国有林地内 中世 城館跡 町史跡

27 303032 大川平二股(1)遺跡 ｵｵｶﾜﾀﾞｲﾌﾀﾏﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大川平字二股 縄文(後) 散布地

27 303033 大川平深沢遺跡 ｵｵｶﾜﾀﾞｲﾌｶｻﾜｲｾｷ 大字大川平字深沢 縄文(晩) 散布地

27 303034 佐六助遺跡 ｻﾛｸｽｹｲｾｷ 大字大川平字佐六助 縄文(後) 散布地

27 303035 大川平熊沢遺跡 ｵｵｶﾜﾀﾞｲｸﾏｻﾜｲｾｷ 大字大川平字熊沢 縄文(後) 散布地

19 303036 村元道添(1)遺跡 ﾑﾗﾓﾄﾐﾁｿﾞｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥平部字村元道添 縄文(後) 散布地

19 303037 砂村元(1)遺跡 ｽﾅﾑﾗﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字砂ヶ森字砂村元 平安 散布地

19 303038 下山崎(1)遺跡 ｼﾓﾔﾏｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字砂ヶ森字下山崎 縄文 散布地

19 303039 砂村元(2)遺跡 ｽﾅﾑﾗﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字砂ヶ森字砂村元 平安 散布地

19 303040 砥石遺跡 ﾄｲｼｲｾｷ 大字奥平部字砥石 縄文(後) 散布地

19 303041 袰月村下遺跡 ﾎﾛﾂﾞｷﾑﾗｼﾓｲｾｷ 大字袰月字村下 縄文(後) 散布地

19 303042 下山崎(2)遺跡 ｼﾓﾔﾏｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字砂ヶ森字下山崎 縄文(中) 散布地

19 303043 鋳釜遺跡 ｲｶﾞﾏｲｾｷ 大字大泊字鋳釜 弥生 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

19 303044 村元道添(2)遺跡 ﾑﾗﾓﾄﾐﾁｿﾞｴｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥平部字村元道添 縄文(中･後)､弥生 散布地

18 303045 西田(3)遺跡 ﾆｼﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字今別字西田 縄文 散布地

19 303046 上山崎遺跡 ｶﾐﾔﾏｻｷｲｾｷ 大字大泊字上山崎 平安 散布地

27 303047 大川平二股(2)遺跡 ｵｵｶﾜﾀﾞｲﾌﾀﾏﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大川平字二股 平安 集落跡

蓬　田　村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

39 304001 長科堤遺跡 ﾅｶﾞｼﾅﾂﾂﾐｲｾｷ 大字長科字鶴蝮､大字阿弥陀川字汐干 縄文(中･後) 散布地

39 304002 小館(1)遺跡 ｺﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字阿弥陀川字汐干 縄文(後)､平安､中世 散布地､集落跡

39 304003 汐越(1)遺跡 ｼｵｺｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蓬田字汐越 縄文(後) 散布地

39 304004 蓬田大館遺跡 ﾖﾓｷﾞﾀｵｵﾀﾞﾃｲｾｷ 大字蓬田字宮本 縄文､弥生､平安､中世 集落跡､城館跡

39 304005 玉松台遺跡 ﾀﾏﾏﾂﾀﾞｲｲｾｷ 大字瀬辺地字山田 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

304006 欠番

33 304007 瀬辺地流れ遺跡 ｾﾍｼﾞﾅｶﾞﾚｲｾｷ 大字瀬辺地字山田 縄文(早･前･中) 散布地

33 304008 田浦遺跡 ﾀｳﾗｲｾｷ 大字瀬辺地字田浦 縄文(前･中･後)､平安 散布地

39 304009 池田(1)遺跡 ｲｹﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中沢字池田 縄文(中･後) 散布地

39 304010 池田(2)遺跡 ｲｹﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中沢字池田 縄文(後) 散布地

38･39 304011 鶴蝮遺跡 ﾂﾙﾊﾞﾐｲｾｷ 大字長科字鶴蝮 縄文(後) 散布地

39 304012 小館(2)遺跡 ｺﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字阿弥陀川字汐干 縄文(後)､平安 散布地

38 304013 汐越(2)遺跡 ｼｵｺｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蓬田字汐越 縄文 散布地

304014 欠番

39 304015 宮本(2)遺跡 ﾐﾔﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蓬田字宮本 縄文(前)､平安 散布地

33･39 304016 山田(1)遺跡 ﾔﾏﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字瀬辺地字山田 縄文(前) 散布地

33 304017 山田(2)遺跡 ﾔﾏﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字瀬辺地字山田 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

33 304018 山田(3)遺跡 ﾔﾏﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字瀬辺地字山田 縄文(前) 散布地

33 304019 坂元(1)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字広瀬字坂元 中世 城館跡

33 304020 高根遺跡 ﾀｶﾈｲｾｷ 大字広瀬字高根 縄文(前) 散布地

38 304021 銅屋沢遺跡 ﾄｳﾔｻﾜｲｾｷ 阿弥陀川国有林 不明 製鉄跡

39 304022 浜田(1)遺跡 ﾊﾏﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字郷沢字浜田 縄文(後) 散布地

39 304023 浜田(2)遺跡 ﾊﾏﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字郷沢字浜田 平安 生産遺跡

39 304024 汐越(3)遺跡 ｼｵｺｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字蓬田字汐越 縄文(後) 散布地

39 304025 汐干遺跡 ｼｵﾎｼｲｾｷ 大字阿弥陀川字汐干 縄文(後)､平安 散布地

39 304026 山田(4)遺跡 ﾔﾏﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字瀬辺地字山田 縄文(前･後) 集落跡

33 304027 坂元(2)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字広瀬字坂元 縄文(中) 散布地

33 304028 滝沢遺跡 ﾀｷｻﾜｲｾｷ 大字広瀬字滝沢 縄文(中･後) 散布地

33 304029 坂元(3)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字広瀬字坂元 縄文(前･晩)､平安 散布地

38 304030 大倉岳館跡 ｵｵｸﾗﾀﾞｹﾀﾃｱﾄ 大字阿弥陀川字江利前沢山国有林 中世 城館跡

外　ヶ　浜　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

33 307001 丑ヶ沢(1)遺跡 ｳｼｶﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字蟹田丑ヶ沢 縄文(後) 散布地

33 307002 長坂遺跡 ﾅｶﾞｻｶｲｾｷ 字蟹田小国坂元 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

33 307003 坂元(1)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字蟹田小国坂元 縄文(後) 散布地

33 307004 大平山元Ⅰ遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾔﾏﾓﾄｲﾁｲｾｷ 字蟹田大平山元 旧石器､縄文(草･早) 散布地 史跡

33 307005 大平山元Ⅱ遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾔﾏﾓﾄﾆｲｾｷ 字蟹田大平山元 旧石器 散布地 史跡

33 307006 上小国遺跡 ｶﾐｵｸﾞﾆｲｾｷ 字蟹田小国館下 平安 集落跡

33 307007 大平墓地公園遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾎﾞﾁｺｳｴﾝｲｾｷ 字蟹田大平山元 縄文(前･中) 散布地

33 307008 山本遺跡 ﾔﾏﾓﾄｲｾｷ 字蟹田山本野脇 平安 城館跡

33 307009 館下遺跡 ﾀﾃｼﾀｲｾｷ 字蟹田南沢館下 縄文(後･晩) 散布地

33 307010 丑ヶ沢(2)遺跡 ｳｼｶﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字蟹田丑ヶ沢 縄文(後･晩) 散布地

33 307011 南沢遺跡 ﾐﾅﾐｻﾞﾜｲｾｷ 字蟹田南沢館下 平安､中世 城館跡

33 307012 大平山元Ⅲ遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾔﾏﾓﾄｻﾝｲｾｷ 字蟹田大平山元 旧石器､縄文(前) 散布地

33 307013 大平山元(4)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾔﾏﾓﾄｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字蟹田大平山元 縄文(前･後) 散布地

33 307014 観欄山館 ｶﾝﾗﾝｻﾞﾝﾀﾞﾃ 字蟹田小国東小国山 中世 城館跡

33 307015 姥ヶ沢遺跡 ｳﾊﾞｶﾞｻﾜｲｾｷ 字蟹田姥ヶ沢 縄文(晩) 散布地

33 307016 角橋沢山遺跡 ｶｸﾊﾞｼｻﾞﾜﾔﾏｲｾｷ 国有林109林班い内 近世 製鉄跡

27 307017 藤ヶ股沢遺跡 ﾌｼﾞｶﾞﾏﾀｻﾜｲｾｷ 国有林119林班ち内 近世 製鉄跡

33 307018 沢辺(1)遺跡 ｻﾜﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 国有林165林班い内 旧石器､縄文 散布地

33 307019 石浜遺跡 ｲｼﾊﾏｲｾｷ 字蟹田石浜､字蟹田中師舘ノ沢 縄文(後) 散布地

33 307020 中師宮本遺跡 ﾁｭｳｼﾐﾔﾓﾄｲｾｷ 字蟹田中師宮本 縄文 散布地

33 307021 舘ノ沢遺跡 ﾀﾃﾉｻﾜｲｾｷ 字蟹田中師舘ノ沢 縄文 散布地

33 307022 中師苗代沢遺跡 ﾁｭｳｼﾅｼﾛｻﾜｲｾｷ 字蟹田中師苗代沢 縄文 散布地

33 307023 高銅屋遺跡 ﾀｶﾄﾞｳﾔｲｾｷ 字蟹田高銅屋 縄文(前･中) 散布地

33 307024 沢辺(2)遺跡 ｻﾜﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字蟹田大平沢辺 縄文(前) 散布地

33 307025 坂元(2)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 字蟹田小国坂元 縄文 散布地

33 307026 谷田遺跡 ﾀﾆﾀｲｾｷ 字蟹田小国谷田 縄文 散布地

27 307027 今津(1)遺跡 ｲﾏﾂﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字平舘今津才の神 縄文(晩) 散布地

27 307028 根岸遺跡 ﾈｷﾞｼｲｾｷ 字平舘根岸小川､字平舘根岸湯の沢 縄文(中･後) 散布地

27 307029 間沢遺跡 ﾏｻﾜｲｾｷ 字平舘今津間沢 縄文(前･中･後) 集落跡

27 307030 尻高(1)遺跡 ｼﾘﾀｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字平舘今津尻高､字平舘今津釜の沢 縄文､平安 散布地､生産遺跡

27 307031 尻高(2)遺跡 ｼﾘﾀｶｶｯｺﾆｲｾｷ 字平舘今津尻高川 縄文(前･中･後･晩) 散布地

27 307032 尻高(3)遺跡 ｼﾘﾀｶｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字平舘今津尻高川 縄文(前･中･後･晩) 散布地

27 307033 尻高(4)遺跡 ｼﾘﾀｶｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字平舘今津尻高 縄文(前･中･後･晩) 散布地

307034 欠番

27 307035 今津(2)遺跡 ｲﾏﾂﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字平舘今津才の神 縄文(晩) 散布地

27 307036 今津(3)遺跡 ｲﾏﾂﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字平舘今津才の神 縄文(晩) 散布地

19 307037 石崎沢(1)遺跡 ｲｼｻﾞｷｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字平舘石崎沢 縄文(晩) 散布地

19 307038 石崎沢(2)遺跡 ｲｼｻﾞｷｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字平舘石崎沢 縄文(晩) 散布地

27 307039 山居(1)遺跡 ｻﾝｷｮｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字平舘根岸山居 縄文(晩) 散布地

19 307040 平舘台場跡 ﾀｲﾗﾀﾞﾃﾀﾞｲﾊﾞｱﾄ 字平舘田の沢 近世 台場跡 県史跡

19 307041 石崎沢(3)遺跡 ｲｼｻﾞｷｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字平舘石崎沢 縄文(中) 散布地

19 307042 石崎沢(4)遺跡 ｲｼｻﾞｷｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字平舘石崎沢 縄文(前･後)､平安 散布地

27 307043 後田遺跡 ｳｼﾛﾀｲｾｷ 字平舘後田 縄文 散布地

19 307044 弥蔵釜(1)遺跡 ﾔｿﾞｳｶﾞﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字平舘弥蔵釜 縄文 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

27 307045 間沢(2)遺跡 ﾏｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字平舘今津間沢 平安 散布地

19 307046 弥蔵釜(2)遺跡 ﾔｿﾞｳｶﾞﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 字平舘弥蔵釜 縄文(晩) 散布地

19 307047 弥蔵釜(3)遺跡 ﾔｿﾞｳｶﾞﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字平舘弥蔵釜 平安 散布地､生産遺跡

27 307048 山居(2)遺跡 ｻﾝｷｮｶｯｺﾆｲｾｷ 字平舘根岸山居 平安 散布地､生産遺跡

27 307049 根岸湯の沢遺跡 ﾈｷﾞｼﾕﾉｻﾜｲｾｷ 字平舘根岸湯の沢 平安 散布地

27 307050 鳴川遺跡 ﾅﾙｶﾜｲｾｷ 字平舘野田鳴川 平安 散布地､生産遺跡

27 307051 野田山下遺跡 ﾉﾀﾞﾔﾏｼﾀｲｾｷ 字平舘野田山下 平安 散布地､生産遺跡

18 307052 宇鉄遺跡 ｳﾃﾂｲｾｷ 字三厩釜野澤 縄文(早･前･後･晩)､弥生 散布地

17 307053 梹榔遺跡 ﾋｮｳﾛｳｲｾｷ 字三厩梹榔 縄文(前･中･後) 散布地

18 307054 算用師遺跡 ｻﾝﾖｳｼｲｾｷ 字三厩算用師右平野 縄文(中･後･晩) 散布地

17 307055 龍飛オット遺跡 ﾀｯﾋﾟｵｯﾄｲｾｷ 字三厩龍浜 縄文(前･中) 散布地

18 307056 算用師左平遺跡 ｻﾝﾖｳｼﾋﾀﾞﾘﾋﾗｲｾｷ 字三厩算用師 縄文(後) 散布地

18 307057 上野遺跡 ｳﾜﾉｲｾｷ 字三厩六條間 縄文(晩) 散布地

18 307058 藤嶋沢遺跡 ﾌｼﾞｼﾏｻﾜｲｾｷ 字三厩藤嶋 縄文(中･後) 散布地

18 307059 家ノ上遺跡 ｲｴﾉｳｴｲｾｷ 字三厩藤嶋 縄文(中) 散布地

18 307060 流平遺跡 ﾅｶﾞﾚﾀｲﾗｲｾｷ 字三厩流平 縄文(晩) 散布地

18 307061 釜野澤(1)遺跡 ｶﾏﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字三厩釜野澤 縄文(中･後) 散布地

18 307062 下平遺跡 ｼﾓﾀｲﾗｲｾｷ 字三厩元宇鉄 縄文(前･中･晩) 散布地

18 307063 中ノ平遺跡 ﾅｶﾉﾀｲﾗｲｾｷ 字三厩中ノ平 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

18 307064 鐇泊遺跡 ﾏｻｶﾘﾄﾞﾏﾘｲｾｷ 字三厩鐇泊 縄文(晩)､平安 散布地

17･18 307065 川柱遺跡 ｶﾜｼﾗｲｾｷ 字三厩川柱 縄文､平安 散布地

18 307066 増川遺跡 ﾏｽｶﾜｲｾｷ 字三厩増川 縄文(中･後) 散布地

18 307067 中浜遺跡 ﾅｶﾊﾏｲｾｷ 字三厩中浜 縄文(中･後)､平安 散布地

18 307068 釜野澤(2)遺跡 ｶﾏﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字三厩釜野澤 平安 散布地

鰺　ヶ　沢　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

69 321001 沼の沢遺跡 ﾇﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字深谷町字沼の沢 縄文(後･晩) 散布地

56 321002 芭蕉塚遺跡 ﾊﾞｼｮｳﾂﾞｶｲｾｷ 大字舞戸町字岩谷 縄文(中･後)､平安､中世 散布地

57 321003 浮橋貝塚 ｳｷﾊｼｶｲﾂﾞｶ 大字小屋敷町字浮橋 縄文(前)､平安 貝塚

57 321004 浮橋遺跡 ｳｷﾊｼｲｾｷ 大字北浮田町字外馬屋 縄文(前･中･後)､平安､中世 散布地

57 321005 七尾遺跡 ﾅﾅｵｲｾｷ 大字湯舟町字七尾 縄文(前･後)､平安 散布地､城館跡

70 321006 苗代沢遺跡 ﾅﾜｼﾛｻﾞﾜｲｾｷ 大字松代町字白沢 縄文(後)､平安 散布地

56 321007 土人長根遺跡 ﾄﾞｼﾞﾝﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字日照田町字野脇山の上､大字赤石町字大和田 縄文(後) 散布地､生産遺跡

69 321008 杓子嵩遺跡 ｼｬｸｼｺｳｲｾｷ 大字日照田町字野脇山の上 平安､中世 集落跡

56 321009 土台屋敷遺跡 ﾄﾞﾀﾞｲﾔｼｷｲｾｷ 大字姥袋町字滝の下 縄文(後)､平安 散布地

56 321010 霜坂遺跡 ｼﾓｻｶｲｾｷ 大字姥袋町字大磯 縄文 集落跡

56 321011 樺沢高地(1)遺跡 ｶﾊﾞｻﾜｺｳﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字赤石町字上の山 縄文(中･後)､中世 散布地

56 321012 イサ坂岱遺跡 ｲｻｻｶﾀｲｲｾｷ 大字赤石町字砂山 縄文(後)､平安 散布地

56 321013 寺の山上遺跡 ﾃﾗﾉﾔﾏｳｴｲｾｷ 大字赤石町字宇名原 縄文(中) 散布地

57 321014 杢沢遺跡 ﾓｸｻﾜｲｾｷ 大字湯舟町字若山､字七尾､字若山杢沢 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､近世 散布地､集落跡､製鉄跡

56 321015 上野高地遺跡 ﾜﾉｺｳﾁｲｾｷ 大字舞戸町字北禿､字東禿 縄文(前･中･後)､平安､近世 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

56 321016 館遺跡 ﾀﾃｲｾｷ 大字舞戸町字鷲見 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

82 321017 前森遺跡 ﾏｴﾓﾘｲｾｷ 大字松代町字白沢 縄文(後) 散布地

70 321018 大平野遺跡 ｵｵﾀｲﾉｲｾｷ 大字松代町字大平野 不明 製作所跡

82 321019 願掛遺跡 ｶﾞﾝｶｹｲｾｷ 大字松代町 縄文 散布地

82 321020 若松遺跡 ﾜｶﾏﾂｲｾｷ 大字松代町 縄文(後) 散布地

82 321021 鉄沢遺跡 ﾃﾂｻﾜｲｾｷ 大字松代町 近世 製鉄跡

69 321022 間木遺跡 ﾏｷﾞｲｾｷ 大字間木町 不明 集落跡､製鉄跡

69 321023 川崎遺跡 ｶﾜｻｷｲｾｷ 大字館前町 不明 経塚

69 321024 種里城跡 ﾀﾈｻﾄｼﾞｮｳｱﾄ 大字種里町字大柳､字有原 平安､中世 城館跡 史跡

57 321025 外馬屋遺跡 ｿﾄﾏﾔｲｾｷ 大字北浮田町字外馬屋 縄文(前･中･後)､平安､中世 散布地､城館跡

57 321026 若山遺跡 ﾜｶﾔﾏｲｾｷ 大字湯舟町字若山 縄文(後) 散布地

57 321027 大曲遺跡 ｵｵﾏｶﾞﾘｲｾｷ 大字建石町字大曲､字成沢 縄文(中･後･晩)､平安 集落跡

70 321028 大平野遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗﾉｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(後･晩)､平安 集落跡

70 321029 大館森山遺跡 ｵｵﾀﾞﾃﾓﾘﾔﾏｲｾｷ 大字建石町字大平､大字長平町字甲音羽山 縄文(前･中･後･晩)､平安､中世 集落跡､城館跡

70 321030 長平遺跡 ﾅｶﾞﾀﾞｲｲｾｷ 大字長平町字谷口 縄文(前)､平安 散布地､製鉄跡

69･70 321031 白沢遺跡 ｼﾗｻﾜｲｾｷ 大字松代町字白沢 縄文(後) 散布地

56 321032 米町遺跡 ｺﾒﾏﾁｲｾｷ 大字舞戸町字東松島 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

56 321033 三ツ沢遺跡 ﾐﾂｻﾜｲｾｷ 大字舞戸町字三ツ沢 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

57 321034 餅ノ沢遺跡 ﾓﾁﾉｻﾜｲｾｷ 大字建石町字石神 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

57 321035 今須(1)遺跡 ｲﾏｽｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字北浮田町字今須 縄文(早･前･後･晩)､弥生､平安 散布地

57 321036 今須(2)遺跡 ｲﾏｽｶｯｺﾆｲｾｷ 大字北浮田町字今須 縄文(前･後)､平安 散布地

57 321037 今須(3)遺跡 ｲﾏｽｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字北浮田町字今須 縄文(中･後)､奈良､平安､中世 散布地

57 321038 今須(4)遺跡 ｲﾏｽｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字北浮田町字今須 縄文(前･後)､平安､中世 散布地

57 321039 平野(1)遺跡 ﾋﾗﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字北浮田町字平野 縄文(後･晩)､弥生 集落跡

57 321040 新沢(1)遺跡 ｱﾗｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字北浮田町字新沢 縄文(前･中･後･晩)､奈良､平安 散布地

57 321041 新沢(2)遺跡 ｱﾗｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字北浮田町字新沢 縄文(晩)､弥生､平安 散布地

57 321042 外馬屋前田(1)遺跡 ｿﾄﾏﾔﾏｴﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字北浮田町字外馬屋前田 縄文(前･中･後)､弥生､平安､近世 散布地

57 321043 外馬屋前田(2)遺跡 ｿﾄﾏﾔﾏｴﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字北浮田町字外馬屋前田 縄文(中･後)､平安 散布地

57 321044 北浮田遺跡 ｷﾀｳｷﾀｲｾｷ 大字北浮田町字外馬屋 縄文(中) 散布地

57 321045 建石(1)遺跡 ﾀﾃｲｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字建石町字大曲 縄文(中･後) 散布地

57 321046 建石(2)遺跡 ﾀﾃｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字建石町字大曲 縄文(後) 散布地

57 321047 湯舟(1)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字湯舟町字若山 縄文(前･中･後)､弥生 散布地

57 321048 湯舟(2)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字湯舟町字七尾 縄文(中･後) 散布地

57 321049 建石(3)遺跡 ﾀﾃｲｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字建石町字大曲 縄文(前･中･後) 散布地

57 321050 建石(4)遺跡 ﾀﾃｲｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字建石町字大曲 縄文(後)､平安 散布地

57 321051 鳴沢遺跡 ﾅﾙｻﾜｲｾｷ 大字建石町字成沢 縄文(前･中･後･晩)､弥生 散布地

57 321052 島田遺跡 ｼﾏﾀﾞｲｾｷ 大字建石町字島田 縄文 散布地

57 321053 湯舟(3)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字湯舟町字七尾 縄文(後) 散布地

57 321054 下清水崎(1)遺跡 ｼﾓｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中村町字下清水崎 縄文(前･後)､弥生 散布地

57 321055 下清水崎(2)遺跡 ｼﾓｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中村町字下清水崎 縄文(前･後) 散布地

57 321056 湯舟(4)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字湯舟町字若山 縄文(早･後) 散布地

57･70 321057 湯舟(5)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字湯舟町字若山 縄文(前･後･晩)､平安 散布地
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57･70 321058 湯舟(6)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字湯舟町字若山 縄文(中･後)､平安 散布地

57 321059 湯舟(7)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字湯舟町字七尾 縄文(前･後･晩) 散布地

57･70 321060 湯舟(8)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字湯舟町字若山､字七尾 縄文(前･後) 散布地

70 321061 大平(1)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(中･後)､平安 散布地､製鉄跡

70 321062 大平(2)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(後･晩) 散布地

70 321063 大平(3)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(前･後･晩)､平安 散布地

70 321064 大平(4)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(前･中･後･晩) 散布地

70 321065 甲音羽山(1)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(前･中･後)､平安 散布地

70 321066 甲音羽山(2)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(中･後) 散布地

70 321067 甲音羽山(3)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(前･後)､平安 散布地

70 321068 甲音羽山(4)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(中)､平安 散布地､製鉄跡

70 321069 谷口(1)遺跡 ﾀﾆｸﾞﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字長平町字谷口 縄文(前･後) 散布地

70 321070 谷口(2)遺跡 ﾀﾆｸﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字長平町字谷口 縄文(前･中･後) 散布地

70 321071 谷口(3)遺跡 ﾀﾆｸﾞﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字長平町字谷口 縄文(前･後) 散布地

70 321072 谷口(4)遺跡 ﾀﾆｸﾞﾁｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字長平町字谷口 縄文 散布地

70 321073 上清水崎(1)遺跡 ｶﾐｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字中村町字上清水崎､大字長平町字谷口 縄文(前･後)､平安 散布地

70 321074 甲音羽山(5)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(後･晩)､平安 散布地

70 321075 甲音羽山(6)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(前･中･後･晩) 散布地

70 321076 湯舟(9)遺跡 ﾕﾌﾈｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字湯舟町字若山 縄文(前･中･後･晩) 散布地

70 321077 上清水崎(2)遺跡 ｶﾐｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字中村町字上清水崎､大字湯舟町字若山 縄文(中･後)､平安 散布地

70 321078 上清水崎(3)遺跡 ｶﾐｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字中村町字上清水崎 縄文(前･中･後) 散布地

70 321079 上清水崎(4)遺跡 ｶﾐｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字中村町字上清水崎 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

70 321080 上清水崎(5)遺跡 ｶﾐｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字中村町字上清水崎､大字湯舟町字若山 縄文(前･中･後) 散布地

70 321081 大平(5)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文 散布地

56 321082 鰺ヶ沢館 ｱｼﾞｶﾞｻﾜﾀﾞﾃ 大字舞戸町字小夜 中世 城館跡

56 321083 天童山館 ﾃﾝﾄﾞｳﾔﾏﾀﾞﾃ 大字舞戸町字小夜 中世 城館跡

56 321084 中村館 ﾅｶﾑﾗﾀﾞﾃ 大字中村町字中山ノ井 中世 城館跡

69 321085 別所館跡 ﾍﾞｯｼｮﾀﾞﾃｱﾄ 大字中村町字上栄山 中世 城館跡

56･57 321086 戸波城跡 ﾄﾜｼﾞｮｳｱﾄ 大字南浮田町 平安､中世 散布地､城館跡

56･57 321087 鉢巻館 ﾊﾁﾏｷﾀﾞﾃ 大字南浮田町字米山 中世 城館跡

70 321088 長平館 ﾅｶﾞﾀﾞｲﾗﾀﾞﾃ 大字長平町字谷口 中世 城館跡

56 321089 赤石館跡 ｱｶｲｼﾀﾞﾃｱﾄ 大字赤石町字宇名原 平安､中世､近世 城館跡

69 321090 日照田館跡 ﾋﾃﾞﾘﾀﾀﾞﾃｱﾄ 大字日照田町字野脇 平安､中世 城館跡

69 321091 館前館 ﾀﾃﾏｴﾀﾞﾃ 大字館前町字館前 中世 城館跡

69 321092 川崎館跡 ｶﾜｻｷﾀﾞﾃｱﾄ 大字館前町字堀合 中世 城館跡

56 321093 鳴戸(1)遺跡 ﾅﾙﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字舞戸町字鳴戸 縄文(早･前･後)､平安 散布地

70 321094 乙音羽山(1)遺跡 ｵﾂｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字長平町字乙音羽山 縄文(後) 散布地

70 321095 乙音羽山(2)遺跡 ｵﾂｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字長平町字乙音羽山 縄文(後) 散布地

70 321096 乙音羽山(3)遺跡 ｵﾂｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字長平町字乙音羽山 縄文(後) 散布地

70 321097 甲音羽山(7)遺跡 ｺｳｵﾄﾊﾞﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字長平町字甲音羽山 縄文(後) 散布地

57 321098 大平(6)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(中) 散布地

70 321099 大平(7)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(晩) 散布地
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70 321100 大平(8)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(後) 散布地

57 321101 大平(9)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字建石町字大平 縄文(中･後) 散布地

56 321102 金沢街道沢(1)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｲﾄﾞｳｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字南浮田町字金沢街道沢 平安 散布地

56 321103 金沢街道沢(2)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｲﾄﾞｳｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字舞戸町字鳴戸､大字南浮田町字金沢街道沢 縄文､平安 散布地

56 321104 金沢街道沢(3)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｲﾄﾞｳｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字南浮田町字金沢街道沢､大字舞戸町字東禿 平安 散布地

57 321105 大曲(2)遺跡 ｵｵﾏｶﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字建石町字大曲 縄文(中) 集落跡

56 321106 東禿(1)遺跡 ﾋｶﾞｼｶﾑﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字舞戸町字東禿 縄文 散布地

56 321107 東禿(2)遺跡 ﾋｶﾞｼｶﾑﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 大字舞戸町字東禿 縄文(前･中･後･晩)､平安 集落跡

56 321108 東禿(3)遺跡 ﾋｶﾞｼｶﾑﾛｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字舞戸町字東禿 縄文(後･晩) 散布地

56 321109 東禿館跡 ﾋｶﾞｼｶﾑﾛﾀﾃｱﾄ 大字舞戸町字東禿 中世 城館跡

56 321110 鳴戸(2)遺跡 ﾅﾙﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字舞戸町字鳴戸 平安 散布地

56 321111 鳴戸(3)遺跡 ﾅﾙﾄｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字舞戸町字鳴戸 平安 散布地

57 321112 平野(2)遺跡 ﾋﾗﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字北浮田町字平野 縄文 散布地

56 321113 樺沢高地(2)遺跡 ｶﾊﾞｻﾜｺｳﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字赤石町字上の山 縄文(中･後) 散布地

82 321114 景光院林遺跡 ｹｲｺｳｲﾝﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字松代町 縄文(中･後) 散布地

56 321115 小夜遺跡 ｻﾖｲｾｷ 大字舞戸町字小夜 縄文(後)､平安 散布地

56 321116 大和田遺跡 ｵｵﾜﾀﾞｲｾｷ 大字赤石字大和田 縄文(前･晩)､平安 散布地

56 321117 中山ノ井遺跡 ﾅｶﾔﾏﾉｲｲｾｷ 大字中村町字中山ノ井 縄文､平安 散布地

57 321118 雲雀野遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｲｾｷ 大字建石町字雲雀野 縄文､平安 散布地

56 321119 金沢街道沢(4)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｲﾄﾞｳｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字南浮田町字金沢街道沢 平安 散布地

69 321120 稚野館跡 ﾜｶﾉﾀﾞﾃｱﾄ 大字南金沢町字高根山 不明 城館跡

56 321121 大野遺跡 ｵｵﾉｲｾｷ 大字姥袋町字大野 縄文(中)､平安 散布地

69 321122 船越遺跡 ﾌﾅｺｼｲｾｷ 大字浜横沢町字船越 縄文(後)､平安 散布地

69 321123 浜横沢深沢遺跡 ﾊﾏﾖｺｻﾜﾌｶｻﾞﾜｲｾｷ 大字浜横沢町字深沢 縄文 散布地

69 321124 小森遺跡 ｺﾓﾘｲｾｷ 大字小森町字高根山､字恩愛沢 縄文､平安 散布地

56 321125 鷲見遺跡 ﾜｼﾐｲｾｷ 大字舞戸町字鷲見 平安 散布地

69 321126 上清水崎(6)遺跡 ｶﾐｼﾐｽﾞｻﾞｷｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字中村町字上清水崎 縄文(中) 散布地

69 321127 中村山本遺跡 ﾅｶﾑﾗﾔﾏﾓﾄｲｾｷ 大字中村町字山本 中世 散布地

69 321128 上大谷遺跡 ｶﾐｵｵﾀﾆｲｾｷ 大字一ッ森町字上大谷 縄文 散布地

69 321129 有原遺跡 ｱﾘﾊﾗｲｾｷ 大字種里町字有原 平安､中世 集落跡

69 321130 萩館跡 ﾊｷﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字種里町字堤ノ沢 中世 城館跡

56 321131 滝ノ下館跡 ﾀｷﾉｼﾀﾀﾞﾃｱﾄ 大字姥袋町字土台敷 中世 城館跡

56 321132 鰺ヶ沢御仮屋跡 ｱｼﾞｶﾞｻﾜｵｶﾘﾔｱﾄ 大字本町 近世 城館跡

56 321133 法王寺庵跡 ﾎｳｵｳｼﾞｱﾝｱﾄ 大字舞戸町字小夜 近世 社寺跡

56 321134 神明館跡 ｼﾝﾒｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字舞戸町字西松島 中世 城館跡

56 321135 小夜薬師堂跡 ｻﾖﾔｸｼﾄﾞｳｱﾄ 大字舞戸町字小夜 中世 社寺跡

56 321136 坂本台場跡 ｻｶﾓﾄﾀﾞｲﾊﾞｱﾄ 大字舞戸町字鳴戸 近世 台場跡

57 321137 平野(3)遺跡 ﾋﾗﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字北浮田町字平野 縄文 散布地

69 321138 有原館跡 ｱﾘﾊﾗﾀﾞﾃｱﾄ 大字種里町字有原 中世 城館跡

69 321139 堤ノ沢館跡 ﾂﾂﾐﾉｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字種里町字堤ノ沢 中世 城館跡

69 321140 小森熊野宮跡 ｺﾓﾘｸﾏﾉｸﾞｳｱﾄ 大字小森町字野田 中世 城館跡

56 321141 上山ノ井館跡 ｶﾐﾔﾏﾉｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字中村町字上山ノ井 中世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

56 321142 砂山館跡 ｽﾅﾔﾏﾀﾞﾃｱﾄ 大字赤石町字砂山 平安､中世 集落跡､城館跡

56 321143 下山ノ井遺跡 ｼﾓﾔﾏﾉｲｲｾｷ 大字中村町字下山ノ井 縄文､平安 散布地

56･57 321144 川尻館跡 ｶﾜｼﾞﾘﾀﾞﾃｱﾄ 大字北浮田町字今須 平安､中世 散布地､城館跡

深　浦　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

69 323001 桜田(1)遺跡 ｻｸﾗﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字柳田字桜田 不明 散布地

80 323002 日和見山遺跡 ﾋﾖﾘﾐﾔﾏｲｾｷ 大字深浦字岡崎 縄文(前･中･後･晩)､弥生(前)､中世､近世 散布地

80 323003 深浦遺跡 ﾌｶｳﾗｲｾｷ 大字深浦字元深浦 縄文(後･晩) 散布地

80 323004 吾妻沢(1)遺跡 ｱﾂﾞﾏｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字深浦字吾妻沢 縄文(後･晩) 散布地

68 323005 稲ノ山遺跡 ｲﾈﾉﾔﾏｲｾｷ 大字関字豊田 縄文(後･晩) 散布地

55 323006 塩見形(1)遺跡 ｼｵﾐｶﾞﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字北金ヶ沢字塩見形上野 縄文 散布地

55 323007 塩見形(2)遺跡 ｼｵﾐｶﾞﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字北金ヶ沢字塩見形上野 縄文(後･晩) 散布地

80 323008 寅平遺跡 ﾄﾗﾋﾗｲｾｷ 大字深浦字寅平 縄文(前) 散布地

80 323009 吾妻野遺跡 ｱﾂﾞﾏﾉｲｾｷ 大字広戸字家野上 縄文(後･晩) 散布地

80 323010 仲道遺跡 ﾅｶﾐﾁｲｾｷ 大字深浦字岡崎大間 縄文(後･晩) 散布地

68 323011 小島崎(1)遺跡 ｺｼﾞﾏｻﾞｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字関字小島崎 平安 散布地

55 323012 小田沢遺跡 ｵﾀﾞｻﾞﾜｲｾｷ 大字田野沢字小田沢 縄文(後) 散布地

69 323013 柳田遺跡 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲｾｷ 大字柳田字宮崎 縄文(中･後)､平安 散布地

80 323014 一本松遺跡 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｲｾｷ 大字広戸字家野上 縄文(前･中) 散布地 町史跡

68 323015 西浜折曽の関 ﾆｼﾊﾏｵﾘｿﾉｾｷ 大字関字栃沢､大字北金ヶ沢字塩見形上野 縄文､奈良､中世 散布地､城館跡

68 323016 井ノ山城 ｲﾉﾔﾏｼﾞﾛ 大字関字小島崎 中世 城館跡

67 323017 追良瀬館 ｵｲﾗｾﾀﾞﾃ 大字追良瀬字塩見山平 中世 城館跡

81 323018 大山館 ｵｵﾔﾏﾀﾞﾃ 大字追良瀬字初瀬山 中世 城館跡

80 323019 吾妻館 ｱﾂﾞﾏﾀﾞﾃ 大字深浦字尾上山 中世 城館跡

80 323020 無為館 ﾑｲﾀﾞﾃ 大字深浦字岡町 中世 城館跡 町史跡

323021 欠番

80 323022 元城 ﾓﾄｼﾛ 大字深浦字元城 中世 城館跡 町史跡

67 323023 津山遺跡 ﾂﾔﾏｲｾｷ 大字驫木字津山 縄文(前･中)､弥生､平安 集落跡

67 323024 高田中野遺跡 ﾀｶﾀﾞﾅｶﾉｲｾｷ 大字広戸字高田中野 平安 散布地

80 323025 吾妻沢(2)遺跡 ｱﾂﾞﾏｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字深浦字吾妻沢 平安 集落跡

67 323026 相野山大平遺跡 ｱｲﾉﾔﾏｵｵﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字追良瀬字相野山大平 平安 散布地

69 323027 桜田(2)遺跡 ｻｸﾗﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字柳田字桜田 不明 散布地

55 323028 榊原上野遺跡 ｻｶｷﾊﾞﾗｳｴﾉｲｾｷ 大字北金ヶ沢字榊原上野 縄文 散布地

80 323029 尾上山遺跡 ｵﾉｴﾔﾏｲｾｷ 大字深浦字尾上山 縄文､平安 集落跡

68 323030 上砂子川(1)遺跡 ｶﾐｽﾅｺｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字風合瀬字上砂子川 平安 散布地

67･68 323031 上砂子川(2)遺跡 ｶﾐｽﾅｺｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字風合瀬字上砂子川 平安 散布地

80 323032 蓙野遺跡 ｺﾞｻﾞﾉｲｾｷ 大字深浦字蓙野 縄文､平安､中世､近世 集落跡､散布地､街道跡

68 323033 塩見形(3)遺跡 ｼｵﾐｶﾞﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字北金ヶ沢字塩見形 縄文(前･中･後) 散布地

68 323034 小島崎(2)遺跡 ｺｼﾞﾏｻﾞｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字関字小島崎 平安 散布地

68 323035 小島崎(3)遺跡 ｺｼﾞﾏｻﾞｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字関字小島崎 平安 散布地

68 323036 築棒沢館跡 ﾁｸﾎﾞｳｻﾞﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字柳田字築棒沢 平安 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

55 323037 小田沢上野遺跡 ｵﾀﾞｻﾞﾜｳﾜﾉｲｾｷ 大字田野沢字小田沢上野 縄文(前･中) 散布地

55 323038 清滝遺跡 ｷﾖﾀｷｲｾｷ 大字田野沢字清滝 平安 散布地

68 323039 大磯遺跡 ｵｵｲｿｲｾｷ 大字風合瀬字大磯 縄文(前･中･後) 散布地

67 323040 驫木扇田(1)遺跡 ﾄﾄﾞﾛｷｵｵｷﾞﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字驫木字扇田 平安 散布地

67 323041 驫木扇田(2)遺跡 ﾄﾄﾞﾛｷｵｵｷﾞﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字驫木字扇田 平安 散布地

80 323042 下岡崎遺跡 ｼﾓｵｶｻﾞｷｲｾｷ 大字横磯字下岡崎 縄文(前)､平安 散布地

80 323043 鍋石遺跡 ﾅﾍﾞｲｼｲｾｷ 大字舮作字鍋石 平安 散布地

68 323044 宮津遺跡 ﾐﾔﾂﾞｲｾｷ 大字風合瀬字宮津､字下砂子川 縄文(前･中･後) 散布地

93 323045 下倉遺跡 ｼﾀｸﾗｲｾｷ 大字久田字桐ノ沢 縄文(後) 集落跡

93 323046 大野平遺跡 ｵｵﾉﾀﾞｲｲｾｷ 大字正道尻字大野平 縄文(後･晩)､平安 集落跡

93 323047 松神遺跡 ﾏﾂｶﾐｲｾｷ 大字松神 縄文(後) 散布地

107 323048 宮崎平遺跡 ﾐﾔｻﾞｷﾀｲｲｾｷ 大字大間越字宮崎平 縄文(前) 散布地

93 323049 森山洞窟遺跡 ﾓﾘﾔﾏﾄﾞｳｸﾂｲｾｷ 大字松神字下浜松 不明 散布地

80 323050 山科(1)遺跡 ﾔﾏﾅｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字沢辺字山科 縄文(中･後) 散布地

80 323051 浜野遺跡 ﾊﾏﾉｲｾｷ 大字岩崎字浜野 縄文(前) 散布地

80 323052 吉花遺跡 ﾖｼﾊﾅｲｾｷ 大字沢辺字吉花 縄文(早) 散布地

80 323053 菊池館(丸山館) ｷｸﾁﾀﾞﾃ 大字岩崎字丸山 中世 城館跡

93 323054 平野館(ふらの館) ﾌﾗﾉﾀﾞﾃ 大字岩崎字笹内 中世 城館跡

93 323055 森山館(茶右ヱ門館) ﾓﾘﾔﾏﾀﾞﾃ 大字森山字山森平 中世 城館跡 町史跡

93 323056 玉川館(黒崎館) ﾀﾏｶﾜﾀﾞﾃ 大字黒崎字館の上 中世 城館跡

107 323057 垣上館 ｶｷｱｹﾞﾀﾞﾃ 大字大間越字下小屋野 中世 城館跡

93 323058 小礒遺跡 ｺｲｿｲｾｷ 大字正道尻字小礒 弥生 散布地

80 323059 山科(2)遺跡 ﾔﾏｼﾅｶｯｺﾆｲｾｷ 大字沢辺字山科 縄文 散布地

93 323060 桐ノ沢遺跡 ｷﾘﾉｻﾜｲｾｷ 大字久田字桐ノ沢､字下倉 縄文(前)､弥生(前)､平安 散布地

西目屋村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

83 343001 杉ヶ沢遺跡 ｽｷﾞｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字杉ヶ沢字宮崎 中世 城館跡

96 343002 田代遺跡 ﾀｼﾛｲｾｷ 大字田代字神田 縄文(後)､平安 散布地

96 343003 村元遺跡 ﾑﾗﾓﾄｲｾｷ 大字村市字村元 縄文(後)､平安 散布地

96 343004 村市遺跡 ﾑﾗｲﾁｲｾｷ 大字村市字稲葉 中世 散布地

96 343005 稲葉(1)遺跡 ｲﾅﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字村市字稲葉 縄文(後) 散布地

96 343006 稲葉(2)遺跡 ｲﾅﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字村市字稲葉 平安 散布地

96 343007 芦萢遺跡 ｱｼﾔﾁｲｾｷ 大字藤川字瀬の上 縄文(後) 散布地

95 343008 砂子瀬遺跡 ｽﾅｺｾｲｾｷ 大字砂子瀬字宮元 縄文(中･後･晩) 集落跡

95 343009 川原平(1)遺跡 ｶﾜﾗﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字川原平字福岡 縄文(後･晩) 散布地

95 343010 川原平(2)遺跡 ｶﾜﾗﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字川原平字福岡 縄文(後) 散布地

95 343011 焼山遺跡 ﾔｹﾔﾏｲｾｷ 大字川原平字大川添 縄文 散布地

83 343012 白沢館跡 ｼﾗｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字白沢字山内 中世 城館跡

96 343013 上大秋館跡 ｶﾐﾀｲｱｷﾀﾞﾃｱﾄ 大字上大秋字網滝山 中世 城館跡

95 343014 砂子瀬村元遺跡 ｽﾅｺｾﾑﾗﾓﾄｲｾｷ 大字砂子瀬字村元 縄文(中) 散布地

96 343015 寒沢遺跡 ｻﾑｻﾜｲｾｷ 大字居森平字寒沢 縄文 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

95 343016 川原平(3)遺跡 ｶﾜﾗﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字川原平字福岡 縄文 散布地

95 343017 水上(1)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字砂子瀬字水上､字宮元 縄文(中･後) 集落跡

95 343018 大川添(1)遺跡 ｵｵｶﾜｿﾞｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字川原平字大川添 縄文 散布地

95 343019 大川添(2)遺跡 ｵｵｶﾜｿﾞｴｶｯｺﾆｲｾｷ 大字川原平字大川添 縄文 散布地

95 343020 芦沢(1)遺跡 ｱｼｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字砂子瀬字芦沢 縄文 散布地

95 343021 芦沢(2)遺跡 ｱｼｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字砂子瀬字芦沢 縄文 散布地

95 343022 川原平(4)遺跡 ｶﾜﾗﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字川原平字福岡 縄文(中･後) 散布地

95 343023 川原平(5)遺跡 ｶﾜﾗﾀｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字川原平字宮元､字平安 縄文 散布地

96 343024 瀬の上遺跡 ｾﾉｳｴｲｾｷ 大字藤川字瀬の上 縄文(後･晩) 散布地

95 343025 水上(2)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字砂子瀬字水上 縄文(中) 集落跡

96 343026 水上(3)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字砂子瀬字水上 縄文(中) 散布地

83 343027 宮崎遺跡 ﾐﾔｻﾞｷｲｾｷ 大字杉ヶ沢字宮崎 平安 散布地

96 343028 稲葉(3)遺跡 ｲﾅﾊﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字村市字稲葉 平安 散布地

96 343029 水上(4)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字砂子瀬字水上 縄文(後･晩) 散布地

95 343030 大川添(3)遺跡 ｵｵｶﾜｿﾞｴｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字川原平字大川添 縄文 散布地

95 343031 大川添(4)遺跡 ｵｵｶﾜｿﾞｴｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字川原平字大川添 縄文 散布地

95 343032 鬼川辺(1)遺跡 ｵﾆｶﾜﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字砂子瀬字鬼川辺 縄文 散布地

95 343033 鬼川辺(2)遺跡 ｵﾆｶﾜﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字砂子瀬字鬼川辺 縄文 散布地

95 343034 鬼川辺(3)遺跡 ｵﾆｶﾜﾍﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字砂子瀬字鬼川辺 縄文 散布地

95 343035 川原平(6)遺跡 ｶﾜﾗﾀｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字川原平字宮元 縄文(後)､平安 集落跡

藤　崎　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

85 361001 藤越遺跡 ﾌｼﾞｺｼｲｾｷ 大字藤越 縄文(晩)､平安 散布地

85 361002 高倉遺跡 ﾀｶｸﾗｲｾｷ 大字藤崎字西豊田 縄文(前･中･後･晩) 散布地

84･85 361003 藤崎城･新城 ﾌｼﾞｻｷｼﾞｮｳ･ｼﾝｼﾞｮｳ 大字藤崎字四本松 中世 城館跡

85 361004 中豊田遺跡 ﾅｶﾄﾖﾀﾞｲｾｷ 大字藤崎字中豊田 平安 散布地

85 361005 杉山遺跡 ｽｷﾞﾔﾏｲｾｷ 大字藤崎字杉山 平安 散布地

85 361006 東亀田遺跡 ﾋｶﾞｼｶﾒﾀﾞｲｾｷ 大字藤越字東亀田 縄文(晩) 散布地

72 361007 種増遺跡 ﾀﾈﾏｽｲｾｷ 大字矢沢字種増 平安 散布地

72 361008 福富(1)遺跡 ﾌｸﾄﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字矢沢字福富 平安 散布地

72 361009 福富(2)遺跡 ﾌｸﾄﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字矢沢字福富 平安 散布地

71 361010 向根子橋遺跡 ﾑｶｲﾈｺﾊﾞｼｲｾｷ 大字藤崎字向根子橋､大字林崎字宮本 平安 散布地

72 361011 福島遺跡 ﾌｸｼﾏｲｾｷ 大字福島 平安 散布地

72 361012 水木館遺跡 ﾐｽﾞｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字水木字古館 平安､中世､近世 城館跡

大　鰐　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

98 362001 鶉長根遺跡 ｳｽﾞﾗﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字森山字鶉長根 縄文(後) 城館跡

98 362002 森山遺跡 ﾓﾘﾔﾏｲｾｷ 大字森山字内吹沢 縄文(後)､平安 散布地､城館跡

98 362003 鉢巻山遺跡 ﾊﾁﾏｷﾔﾏｲｾｷ 大字森山字堂ヶ平 縄文(後) 散布地､城館跡

98 362004 八幡の館遺跡 ﾊﾁﾏﾝﾉﾀﾞﾃｲｾｷ 大字三ッ目内字小谷 平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

98 362005 三ッ目内城(1)遺跡 ﾐﾂﾒﾅｲｼﾞｮｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字三ッ目内字小谷 縄文(中･後)､平安 散布地

98 362006 三ッ目内城(2)遺跡 ﾐﾂﾒﾅｲｼﾞｮｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大字三ッ目内字小谷 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

98 362007 折紙遺跡 ｵﾘｶﾞﾐｲｾｷ 大字居土字沢田 縄文(後)､平安 散布地

98 362008 観音堂遺跡 ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳｲｾｷ 大字居土字観音堂 縄文(中･後)､平安 散布地

98 362009 富岡遺跡 ﾄﾐｵｶｲｾｷ 大字三ッ目内字富岡 縄文､平安､中世 散布地､社寺跡

98 362010 悪馬音館遺跡 ｱｸﾓﾀﾞﾃｲｾｷ 大字三ッ目内字広沢 縄文(後) 散布地

98 362011 羽黒館遺跡 ﾊｸﾞﾛﾀﾞﾃｲｾｷ 大字大鰐字羽黒館 縄文(前･後) 散布地､城館跡

98 362012 大鰐茶臼舘遺跡 ｵｵﾜﾆﾁｬｳｽﾀﾞﾃｲｾｷ 大字大鰐字茶臼舘 平安 散布地

98 362013 高伯寺遺跡 ｺｳﾊｸｼﾞｲｾｷ 大字蔵館字神岡 平安､中世 社寺跡 町史跡

98 362014 古館遺跡 ﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 大字蔵館字古館 縄文(前･後)､平安､中世 散布地

362015 欠番

98 362016 元長峰遺跡 ﾓﾄﾅｶﾞﾐﾈｲｾｷ 大字長峰字山辺 縄文(中･後)､平安､中世 散布地

98 362017 長峰九十九森遺跡 ﾅｶﾞﾐﾈｸｼﾞｭｳｸﾓﾘｲｾｷ 大字長峰字九十九森 平安 散布地

98 362018 大平遺跡 ｵｵﾀﾞｲｲｾｷ 大字長峰字杉浦平 縄文(前･中)､平安 集落跡

98 362019 砂沢平遺跡 ｽﾅｻﾞﾜﾀｲｲｾｷ 大字長峰字砂沢平 縄文､平安､中世 集落跡､城館跡

99 362020 駒木(1)遺跡 ｺﾏｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字駒木字駒木平 縄文(後)､平安 散布地

362021 欠番

99 362022 富森遺跡 ﾄﾐﾓﾘｲｾｷ 大字唐牛字富森 縄文(後)､平安 散布地

113 362023 長者森遺跡 ﾁｮｳｼﾞｬﾓﾘｲｾｷ 大字唐牛字姫ヶ沢 平安 祭祀跡

112･113 362024 舘の平遺跡 ﾀﾃﾉﾀｲｲｾｷ 大字唐牛字古舘の上 平安 散布地

98 362025 唐牛城(1)遺跡 ｶﾛｳｼﾞｼﾞｮｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字唐牛字舘の上 縄文(後)､平安 散布地

98 362026 唐牛城(2)遺跡 ｶﾛｳｼﾞｼﾞｮｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大字唐牛字戸井頭 縄文(後) 散布地

112 362027 唐牛城(3)遺跡 ｶﾛｳｼﾞｼﾞｮｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字唐牛字沼田 不明 城館跡

98･112 362028 唐牛城(4)遺跡 ｶﾛｳｼﾞｼﾞｮｳｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字唐牛字村井 縄文(後)､平安 散布地

98 362029 坊屋敷遺跡 ﾎﾞｳﾔｼｷｲｾｷ 大字苦木字野尻 縄文(後)､弥生､平安 散布地

98 362030 野尻館遺跡 ﾉｼﾞﾘﾀﾞﾃｲｾｷ 大字苦木字野尻 縄文､平安 散布地

98 362031 熊野平遺跡 ｸﾏﾉﾀｲｲｾｷ 大字苦木字熊野平 平安 散布地､城館跡

112 362032 滝ノ沢遺跡 ﾀｷﾉｻﾜｲｾｷ 大字島田字滝ノ沢 縄文(晩) 散布地

98 362033 八幡館遺跡 ﾊﾁﾏﾝﾀﾞﾃｲｾｷ 大字八幡館字水入 平安 散布地

98 362034 上牡丹森遺跡 ｶﾐﾎﾞﾀﾝﾓﾘｲｾｷ 大字大鰐字上牡丹森 縄文(中･後･晩)､平安 集落跡

98 362035 鶴ヶ鼻遺跡 ﾂﾙｶﾞﾊﾅｲｾｷ 大字宿川原字鶴ヶ鼻 縄文(早･前･中･後)､中世､近世 集落跡

99 362036 阿曽(1)遺跡 ｱｿｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字長峰字阿曽 縄文(前･後) 散布地

99 362037 前田ノ沢(1)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字長峰字前田ノ沢 縄文(後) 散布地

99 362038 前田ノ沢(2)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字長峰字前田ノ沢 縄文(後) 散布地

99 362039 前田ノ沢(3)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字長峰字前田ノ沢 縄文(後) 散布地

99 362040 前田ノ沢(4)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字長峰字前田ノ沢 縄文 散布地

99 362041 前田ノ沢(5)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字長峰字前田ノ沢 縄文(後･晩) 散布地

99 362042 駒木沢遺跡 ｺﾏｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字長峰字駒木沢 縄文 散布地

98 362043 蜂ヶ峰遺跡 ﾊﾁｶﾞﾐﾈｲｾｷ 大字大鰐字蜂ヶ峰 縄文 散布地

99 362044 駒木平遺跡 ｺﾏｷﾀｲﾗｲｾｷ 大字駒木字駒木平 縄文(前) 散布地

98･99 362045 駒木沢(2)遺跡 ｺﾏｷﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字長峰字駒木沢 縄文(後) 散布地

99 362046 阿曽(2)遺跡 ｱｿｶｯｺﾆｲｾｷ 大字長峰字阿曽 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

田舎館村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

85 367001 田舎館遺跡 ｲﾅｶﾀﾞﾃｲｾｷ 大字田舎舘字東田 弥生(中) 散布地

85 367002 垂柳遺跡 ﾀﾚﾔﾅｷﾞｲｾｷ 大字垂柳字前田､字大面､字松立､字長田､大字高樋字泉 縄文(後)､弥生(中) 散布地､生産遺跡 史跡

85 367003 前川遺跡 ﾏｴｶﾜｲｾｷ 大字田舎舘字前川 弥生(中)､平安､中世 集落跡､生産遺跡､社寺跡

85 367004 諏訪堂遺跡 ｽﾜﾄﾞｳｲｾｷ 大字諏訪堂字川原田 縄文(後)､平安 散布地

85 367005 堂野前館 ﾄﾞｳﾉﾏｴﾀﾞﾃ 大字堂野前字種井 中世 城館跡

85 367006 垂柳館 ﾀﾚﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃ 大字垂柳字福岡､字高畑､字牡丹森 中世 城館跡

85 367007 田舎館城跡 ｲﾅｶﾀﾞﾃｼﾞｮｳｱﾄ 大字田舎舘字中辻 弥生(中)､奈良､平安､中世 散布地､城館跡 町史跡

85 367008 諏訪堂館 ｽﾜﾄﾞｳﾀﾞﾃ 大字諏訪堂字川口､字村元､字川原田 中世 散布地､城館跡

85 367009 和泉館 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾃ 大字和泉字岡本 中世 散布地､城館跡

85 367010 樋口(1)遺跡 ﾋｸﾞﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字畑中字樋口 平安､中世 散布地

85 367011 高樋(1)遺跡 ﾀｶﾋｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高樋字宮本､字泉､字深山林 縄文(後)､弥生(中)､奈良､平安 散布地

85 367012 高樋(2)遺跡 ﾀｶﾋｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高樋字八幡 奈良､平安 散布地

85 367013 高樋(3)遺跡 ﾀｶﾋｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字高樋字大曲､字八幡､字泉 弥生(中)､奈良､平安､中世 散布地､生産遺跡

85 367014 観妙寺遺跡 ｶﾝﾐｮｳｼﾞｲｾｷ 大字畑中字観妙寺 縄文(後)､奈良､平安､中世 散布地

85 367015 境森遺跡 ｻｶｲﾓﾘｲｾｷ 大字境森字佃 弥生(中) 散布地

85 367016 中西田遺跡 ﾅｶﾆｼﾀｲｾｷ 大字川部字中西田 奈良､平安 散布地

85 367017 大根子遺跡 ｵｵﾈｺｲｾｷ 大字大根子字宮本 奈良､平安 散布地

85 367018 牡丹森遺跡 ﾎﾞﾀﾝﾓﾘｲｾｷ 大字豊蒔字西牡丹森 奈良､平安､中世､近世 墳墓

85 367019 樋口(2)遺跡 ﾋｸﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字畑中字樋口 奈良､平安 散布地

367020 欠番

85 367021 稲田遺跡 ｲﾅﾀｲｾｷ 大字東光寺字稲田 奈良､平安 散布地

85 367022 藤巻遺跡 ﾌｼﾞﾏｷｲｾｷ 大字畑中字藤巻 弥生(中)､奈良､平安 散布地

85 367023 松橋遺跡 ﾏﾂﾊｼｲｾｷ 大字田舎舘字松橋､字前田 平安､近世 散布地

85 367024 松森遺跡 ﾏﾂﾓﾘｲｾｷ 大字大根子字松森 縄文(後･晩) 散布地

85 367025 北佃遺跡 ｷﾀﾂｸﾀﾞｲｾｷ 大字前田屋敷字北佃 弥生(中) 散布地

板　柳　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

71 381001 土井(1)遺跡 ﾄﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字板柳字土井 縄文(後･晩) 散布地

71 381002 土井(2)遺跡 ﾄﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字板柳字土井 縄文(晩) 散布地

71 381003 土井(3)遺跡 ﾄﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字板柳字土井 縄文(後･晩) 散布地

71 381004 土井(4)遺跡 ﾄﾞｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字板柳字土井 縄文(晩) 散布地

71 381005 沢田遺跡 ｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字柏木字鴨泊 平安､近世 散布地､墳墓

72 381006 平塚遺跡 ﾋﾗﾂｶｲｾｷ 大字常海橋字平塚 平安 散布地

59･72 381007 五林平遺跡 ｺﾞﾘﾝﾀﾞｲｲｾｷ 大字五林平字三宅 平安 集落跡

71 381008 板柳川港遺跡 ｲﾀﾔﾅｷﾞｶﾜﾐﾅﾄｲｾｷ 大字板柳字川面 近世 港湾遺跡

72 381009 三宅館 ﾐﾔｹﾀﾞﾃ 大字五林平字細田 中世 城館跡

72 381010 滝井館 ﾀｷｲﾀﾞﾃ 大字館野越字橋元 中世 城館跡

71 381011 深宮遺跡 ﾌｶﾐﾔｲｾｷ 大字深味字深宮 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

鶴　田　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

57 384001 共栄遺跡 ｷｮｳｴｲｲｾｷ 大字妙堂崎字米山 縄文(後) 散布地

71 384002 清水森遺跡 ｼﾐｽﾞﾓﾘｲｾｷ 大字廻堰 縄文(中･後･晩) 散布地

71 384003 富永遺跡 ﾄﾐﾅｶﾞｲｾｷ 大字胡桃舘字富永 平安 散布地

71 384004 胡桃館遺跡 ｸﾙﾐﾀﾞﾃｲｾｷ 大字胡桃舘字俵元 中世 城館跡

57 384005 野中(8)遺跡 ﾉﾅｶｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字廻堰字大沢 縄文(前･後) 散布地

57･58 384006 稲元遺跡 ｲﾅﾓﾄｲｾｷ 大字妙堂崎字稲元､字米元､字掛元 縄文(前)､平安､近世 集落跡

57･58 384007 掛元遺跡 ｶｹﾓﾄｲｾｷ 大字妙堂崎字掛元 縄文(前)､平安 散布地

71 384008 廻堰大溜池(1)遺跡 ﾏﾜﾘｾﾞｷｵｵﾀﾒｲｹｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字廻堰地内(廻堰大溜池) 縄文､弥生､平安 散布地

58･71 384009 廻堰大溜池(2)遺跡 ﾏﾜﾘｾﾞｷｵｵﾀﾒｲｹｶｯｺﾆｲｾｷ 大字廻堰地内(廻堰大溜池) 縄文､中世 散布地

71 384010 前田遺跡 ﾏｴﾀﾞｲｾｷ 大字胡桃舘字前田 平安 散布地

58 384011 上藤森遺跡 ｶﾐﾌｼﾞﾓﾘｲｾｷ 大字野木字上藤森 縄文(前) 散布地

58 384012 小泉遺跡 ｺｲｽﾞﾐｲｾｷ 大字鶴田字小泉 平安､近世 散布地

中　泊　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

37 387001 平山遺跡 ﾋﾗﾔﾏｲｾｷ 大字中里字平山 平安 散布地

37 387002 中里城遺跡 ﾅｶｻﾄｼﾞｮｳｲｾｷ 大字中里字亀山 縄文(前)､平安､中世 集落跡､城館跡 県史跡

37 387003 五林遺跡 ｺﾞﾘﾝｲｾｷ 大字中里字亀山､大字宮川字色吉 縄文(前)､平安､中世 散布地､城館跡

37 387004 板橋遺跡 ｲﾀﾊﾞｼｲｾｷ 大字尾別字小谷 平安 散布地､城館跡

37 387005 蛍沢遺跡 ﾎﾀﾙｻﾞﾜｲｾｷ 大字宮野沢字蛍沢 平安 散布地

37 387006 胡桃谷遺跡 ｸﾙﾐﾀﾆｲｾｷ 大字尾別字胡桃谷 縄文､平安､中世 散布地､城館跡

37 387007 笹館遺跡 ｻｻﾀﾞﾃｲｾｷ 大字尾別字小谷 縄文､平安 散布地､城館跡

37 387008 二夕見遺跡 ﾌﾀﾐｲｾｷ 大字大沢内字二夕見 平安 散布地

37 387009 大沢内遺跡 ｵｵｻﾞﾜﾅｲｲｾｷ 大字大沢内字海原､大字深郷田字甘木 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地､集落跡

37 387010 深郷田遺跡 ﾌｺｳﾀﾞｲｾｷ 大字深郷田字富森 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地､集落跡､貝塚

37 387011 一本松遺跡 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｲｾｷ 大字深郷田字甘木 平安､中世 集落跡､城館跡

37 387012 甘木遺跡 ｱﾏｷｲｾｷ 大字深郷田字甘木 平安 散布地

32 387013 唐崎遺跡 ｶﾗｻｷｲｾｷ 大字今泉字唐崎 縄文､平安 散布地､城館跡

32 387014 大石崎遺跡 ｵｵｲｼｻﾞｷｲｾｷ 大字今泉字唐崎 縄文､平安 散布地

32 387015 今泉神明宮遺跡 ｲﾏｲｽﾞﾐｼﾝﾒｲｸﾞｳｲｾｷ 大字今泉字唐崎 不明 城館跡

32 387016 藤ノ森遺跡 ﾌｼﾞﾉﾓﾘｲｾｷ 大字今泉字藤ノ森 縄文 散布地

32 387017 今泉母沢遺跡 ｲﾏｲｽﾞﾐﾓｻﾜｲｾｷ 大字今泉字藤ノ森 近世 散布地､生産遺跡

37 387018 平山西遺跡 ﾋﾗﾔﾏﾆｼｲｾｷ 大字中里字平山 平安 散布地

32 387019 黒崎館遺跡 ｸﾛｻｷﾀﾞﾃｲｾｷ 大字高根字小金石 不明 城館跡

37 387020 宮野沢母沢遺跡 ﾐﾔﾉｻﾜﾓｻﾜｲｾｷ 大字宮野沢字袴腰山､袴腰山国有林207林班と小班 縄文 散布地

37 387021 大導寺遺跡 ﾀﾞｲﾄﾞｳｼﾞｲｾｷ 大字中里字亀山､袴腰山国有林219林班に･へ小班 縄文､平安 散布地

37 387022 八幡遺跡 ﾊﾁﾏﾝｲｾｷ 大字八幡字八幡 縄文､平安 散布地

37 387023 中里寺屋敷遺跡 ﾅｶｻﾄﾃﾗﾔｼｷｲｾｷ 大字中里字平山 縄文(中) 散布地

37 387024 甘木南遺跡 ｱﾏｷﾐﾅﾐｲｾｷ 大字深郷田字甘木 縄文､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

37 387025 亀山遺跡 ｶﾒﾔﾏｲｾｷ 大字中里字亀山 平安 散布地

37 387026 向町遺跡 ﾑｶｲﾏﾁｲｾｷ 大字中里字亀山 平安 散布地

37 387027 平山東遺跡 ﾋﾗﾔﾏﾋｶﾞｼｲｾｷ 大字中里字平山 平安 散布地

37 387028 中里川遺跡 ﾅｶｻﾄｶﾞﾜｲｾｷ 大字中里字平山 平安 散布地

37 387029 宮野沢遺跡 ﾐﾔﾉｻﾜｲｾｷ 大字宮野沢 平安 散布地

37 387030 玉ノ井遺跡 ﾀﾏﾉｲｲｾｷ 大字尾別字玉ノ井 縄文､平安 散布地

37 387031 富野遺跡 ﾄﾐﾉｲｾｷ 大字富野字千歳 近世 散布地､集落跡

32 387032 小金石遺跡 ｺｶﾞﾈｲｼｲｾｷ 大字高根字小金石 不明 散布地

32 387033 玉清水遺跡 ﾀﾏｼﾐｽﾞｲｾｷ 大字薄市字玉清水 平安 散布地

32 387034 花持遺跡 ﾊﾅﾓﾁｲｾｷ 大字薄市字花持 平安 散布地

32 387035 唐崎東遺跡 ｶﾗｻｷﾋｶﾞｼｲｾｷ 大字今泉字唐崎､今泉山国有林366林班い小班 不明 城館跡

25 387036 坊主沢遺跡 ﾎﾞｳｽﾞｻﾜｲｾｷ 大字小泊字坊主沢 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安　 散布地､集落跡

25 387037 折腰内遺跡 ｵﾘｺｼﾅｲｲｾｷ 大字小泊字折腰内､南小泊山国有林601林班い小班 縄文(中) 散布地

25 387038 砂山(1)遺跡 ｽﾅﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字小泊字砂山 縄文(晩)､平安､中世 散布地

25 387039 砂山(2)遺跡 ｽﾅﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小泊字砂山 縄文(中)､平安 散布地

25 387040 折戸遺跡 ｵﾘﾄｲｾｷ 大字小泊字折戸 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 散布地､集落跡

25 387041 柴崎遺跡 ｼﾊﾞｻﾞｷｲｾｷ 大字小泊字嗽沢 縄文(中･後･晩)､平安､中世 散布地､城館跡

25 387042 権現崎遺跡 ｺﾞﾝｹﾞﾝｻﾞｷｲｾｷ 権現崎国有林636林班ほ小班 縄文､近世 散布地､祭祀遺跡

17 387043 萱部遺跡 ｶﾖﾍﾞｲｾｷ 中小泊山国有林631林班ほ小班 縄文(晩) 散布地

25 387044 弁天島遺跡 ﾍﾞﾝﾃﾝｼﾞﾏｲｾｷ 権現崎国有林635林班か小班 縄文(中･晩)､弥生､平安､中世 散布地

17 387045 縄文沼遺跡 ｼﾞｮｳﾓﾝﾇﾏｲｾｷ 中小泊山国有林626林班は小班 縄文(中･後･晩)､弥生 散布地､集落跡

17 387046 鮪山遺跡 ｼﾋﾞﾔﾏｲｾｷ 中小泊山国有林634林班い小班 縄文(晩) 散布地

25 387047 冬部(1)遺跡 ﾌﾕﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 中小泊山国有林607林班ハ小班 縄文(晩) 散布地

25 387048 七ッ石崎台場跡 ﾅﾅﾂｲｼｻﾞｷﾀﾞｲﾊﾞｱﾄ 南小泊山国有林594林班る小班 近世 台場跡

25 387049 小屋ノ沢遺跡 ｺﾔﾉｻﾜｲｾｷ 南小泊山国有林596林班い･は小班 縄文(中･後)､中世 散布地

25 387050 湊番所跡 ﾐﾅﾄﾊﾞﾝｼｮｱﾄ 大字小泊字小泊 近世 番所跡

25 387051 龍神遺跡 ﾘｭｳｼﾞﾝｲｾｷ 権現崎国有林635林班ル小班 縄文(晩) 洞窟遺跡

387052 欠番

387053 欠番

25 387054 阿曽内遺跡 ｱｿﾅｲｲｾｷ 権現崎国有林635林班る小班 縄文(前･晩)､平安 散布地

387055 欠番

17 387056 遠見平遺跡 ﾄｵﾐﾀﾞｲｲｾｷ 中小泊山国有林626林班イ小班 縄文(中･後) 散布地

25 387057 築上遺跡 ﾂｷｱｹﾞｲｾｷ 大字小泊字築上 縄文(中) 散布地

25 387058 冬部(2)遺跡 ﾌﾕﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小泊字冬部､中小泊山国有林607林班ハ小班 近世 生産遺跡

17 387059 青岩遺跡 ｱｵｲﾜｲｾｷ 大字小泊字青岩､中小泊山国有林614林班イ小班 不明 生産遺跡

25 387060 鮫貝遺跡 ｻﾒｶﾞｲｲｾｷ 大字小泊字鮫貝､字坊主沢 中世 城館跡

野辺地町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

51 401001 槻ノ木(1)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(前･中･後･晩)､弥生 集落跡

51 401002 槻ノ木(2)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺﾆｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(前･後) 散布地

51 401003 八幡町遺跡 ﾊﾁﾏﾝﾁｮｳｲｾｷ 字笹館 縄文(後･晩)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

51 401004 上与太川遺跡 ｶﾐﾖﾀｶﾞﾜｲｾｷ 字中与太川､字上与太川 縄文(後) 散布地

52 401005 明前(1)遺跡 ﾐｮｳﾏｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 国有林330林班ホ1小班 縄文､平安 集落跡

52 401006 寺ノ沢遺跡 ﾃﾗﾉｻﾜｲｾｷ 字寺ノ沢 縄文(前･中) 散布地

42 401007 有戸浜遺跡 ｱﾘﾄﾊﾏｲｾｷ 字向田 縄文(早)､平安 散布地

51 401008 陣場川原(1)遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞｶﾞﾜﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字上河渡頭 縄文(前･中･後･晩) 散布地

51 401009 柴崎(1)遺跡 ｼﾊﾞｻｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字柴崎 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

51 401010 二十平(1)遺跡 ﾊﾀﾁﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字二十平 縄文(前･中･後･晩)､弥生､古墳､平安 集落跡

51･52 401011 野辺地代官所跡 ﾉﾍｼﾞﾀﾞｲｶﾝｼｮｱﾄ 字野辺地 近世 代官所跡

52 401012 坊ノ塚(1)遺跡 ﾎﾞｳﾉﾂﾞｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字坊ノ塚 平安 集落跡

52 401013 船橋遺跡 ﾌﾅﾊﾞｼｲｾｷ 字船橋 縄文(後) 散布地

52 401014 野辺地蟹田(1)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字蟹田 縄文(後) 散布地

52 401015 野辺地蟹田(2)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字蟹田 縄文(前)､弥生 散布地

52 401016 干草橋(1)遺跡 ﾋｸｻﾊﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字干草橋 縄文(後)､平安 散布地

52 401017 干草橋(2)遺跡 ﾋｸｻﾊﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字干草橋､字大谷地東沢 縄文(後) 散布地

52 401018 干草橋(3)遺跡 ﾋｸｻﾊﾞｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字干草橋 縄文(後) 散布地

51 401019 陣場川原(2)遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞｶﾞﾜﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字陣場川原 縄文(晩) 散布地

52 401020 白岩遺跡 ｼﾗｲﾜｲｾｷ 字白岩 縄文(晩) 散布地

51 401021 二十平(2)遺跡 ﾊﾀﾁﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字二十平､字獅子沢 縄文､平安 集落跡

51 401022 獅子沢遺跡 ｼｼｻﾞﾜｲｾｷ 字獅子沢 旧石器､平安 集落跡

52 401023 坊ノ塚一里塚 ﾎﾞｳﾉﾂﾞｶｲﾁﾘﾂﾞｶ 字坊ノ塚 近世 一里塚 県史跡

51 401024 十文字(1)遺跡 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字十文字 縄文(後) 散布地

42 401025 向田(1)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字向田 中世､近世 散布地

52 401026 木明(1)遺跡 ｷﾐｮｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字木明 縄文(晩) 散布地

51 401027 枇杷野(1)遺跡 ﾋﾞﾜﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字枇杷野 縄文(後) 散布地

42 401028 向田(2)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字向田 縄文(前) 散布地

42 401029 向田(3)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字向田 縄文 散布地

42 401030 向田(4)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字向田 縄文(後) 散布地

51 401031 観音林後遺跡 ｶﾝﾉﾝﾊﾞﾔｼｳｼﾛｲｾｷ 字観音林後 縄文(晩) 散布地

52 401032 野辺地蟹田(3)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字蟹田 平安 散布地

51 401033 陣場川原(3)遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞｶﾞﾜﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字陣場川原 縄文(中) 散布地

51 401034 四ッ森藩境塚 ﾖﾂﾓﾘﾊﾝｷｮｳﾂﾞｶ 字柴崎 近世 藩境塚 県史跡

52 401035 木明(2)遺跡 ｷﾐｮｳｶｯｺﾆｲｾｷ 字木明 平安 集落跡

42 401036 向田(5)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字向田 縄文(後)､平安 散布地

42 401037 向田(6)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字向田 縄文(後)､平安 集落跡

42 401038 向田(7)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字向田 平安 集落跡

42 401039 向田(8)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字向田 縄文 散布地

42 401040 向田(9)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字向田 不明 散布地

42 401041 向田(10)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字向田 縄文､平安 散布地

42 401042 向田(11)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字向田 縄文 散布地

42 401043 向田(12)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字向田 縄文(後)､平安､近世 散布地

42 401044 向田(13)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字向田 縄文(後)､平安 散布地

42 401045 向田(14)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字向田 平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

42 401046 向田(15)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字向田 縄文(後) 散布地

42 401047 向田(16)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字向田 不明 散布地

42 401048 向田(17)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 字向田 縄文(早･前･後)､平安 散布地

42 401049 向田(18)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 字向田 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生 散布地

42 401050 向田(19)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 字向田 縄文(前) 散布地

42 401051 向田(20)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲｾｷ 字向田 縄文(早･前) 散布地

42 401052 向田(21)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字向田 縄文(後)､平安 散布地

42 401053 向田(22)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字向田 平安 散布地

52 401054 向田(23)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字向田 平安 集落跡

52 401055 向田(24)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字向田 縄文(後) 散布地

52 401056 向田(25)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字向田 縄文 散布地

42 401057 向田(26)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字向田 縄文(早･前･中･後)､平安 散布地

42 401058 向田(27)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 字向田 縄文 散布地

42 401059 向田(28)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 字向田 縄文(中･後) 散布地

52 401060 下道(1)遺跡 ｼﾀﾐﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字下道 縄文 散布地

52 401061 小沢平(1)遺跡 ｺｻﾞﾜﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字小沢平､字中田 縄文(後)､平安 集落跡

52 401062 中新田(1)遺跡 ﾅｶｼﾝﾃﾞﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 国有林330林班 縄文(前) 散布地

52 401063 中新田(2)遺跡 ﾅｶｼﾝﾃﾞﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 字向田､国有林330林班 縄文､平安 散布地

52 401064 東太田沢(1)遺跡 ﾋｶﾞｼｵｵﾀｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字東太田沢 縄文(中･後) 散布地

52 401065 東太田沢(2)遺跡 ﾋｶﾞｼｵｵﾀｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字東太田沢 縄文(後) 散布地

52 401066 野辺地蟹田(4)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字蟹田 縄文､平安 散布地

52 401067 野辺地蟹田(5)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字蟹田 縄文(後) 散布地

52 401068 野辺地蟹田(6)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字蟹田 縄文(後)､平安 散布地

52 401069 野辺地蟹田(7)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字蟹田 縄文(後)､平安 集落跡

52 401070 野辺地蟹田(8)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字蟹田 縄文(後) 散布地

52 401071 野辺地蟹田(9)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字蟹田 縄文(後)､平安 散布地

52 401072 明前(2)遺跡 ﾐｮｳﾏｴｶｯｺﾆｲｾｷ 字明前､国有林330林班 縄文(後) 散布地

52 401073 明前(3)遺跡 ﾐｮｳﾏｴｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字明前 縄文(後) 散布地

52 401074 古明前(1)遺跡 ﾌﾙﾐｮｳﾏｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字古明前 縄文(前)､平安 散布地

52 401075 有戸鳥井平(1)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(後)､平安 散布地

52 401076 有戸鳥井平(2)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(後)､平安 散布地

52 401077 有戸鳥井平(3)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(後) 散布地

52 401078 干草橋(4)遺跡 ﾋｸｻﾊﾞｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字干草橋 縄文(後) 散布地

52 401079 干草橋(5)遺跡 ﾋｸｻﾊﾞｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字干草橋 平安 散布地

52 401080 春木場沢(1)遺跡 ﾊﾙｷﾊﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 国有林326林班 縄文(早･中･後) 散布地

52 401081 春木場沢(2)遺跡 ﾊﾙｷﾊﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 国有林329林班 縄文(後) 散布地

52 401082 大谷地東沢(1)遺跡 ｵｵﾔﾁﾋｶﾞｼｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大谷地東沢 縄文(後) 散布地

52 401083 大谷地東沢(2)遺跡 ｵｵﾔﾁﾋｶﾞｼｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 国有林326林班 縄文 散布地

52 401084 大谷地東沢(3)遺跡 ｵｵﾔﾁﾋｶﾞｼｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字大谷地東沢 縄文(前･後)､平安 散布地

52 401085 洞内(1)遺跡 ﾎﾗﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字洞内 縄文 散布地

52 401086 タラノ木(1)遺跡 ﾀﾗﾉｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字タラノ木 縄文(前･中･後) 散布地

52 401087 坊ノ塚(2)遺跡 ﾎﾞｳﾉﾂﾞｶｶｯｺﾆｲｾｷ 字坊ノ塚 縄文(早･前･中)､平安 集落跡
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52 401088 戸田ノ沢(1)遺跡 ﾄﾀﾞﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字戸田ノ沢 縄文(後) 散布地

52 401089 米内沢(1)遺跡 ﾖﾅｲｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字米内沢 縄文(後) 散布地

51 401090 浜掛(1)遺跡 ﾊﾏｶﾞｹｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字浜掛 縄文(後･晩)､平安 散布地

51 401091 上小中野(1)遺跡 ｶﾐｺﾅｶﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字上小中野､字枇杷野 縄文(後)､平安 散布地

51 401092 下松ノ木平(1)遺跡 ｼﾀﾏﾂﾉｷﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字下松ノ木平 縄文(後･晩) 散布地

51 401093 松ノ木(1)遺跡 ﾏﾂﾉｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字松ノ木平､字枇杷野 縄文(後)､弥生 散布地

51 401094 陣場川原(4)遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞｶﾞﾜﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字陣場川原 縄文(前･後) 散布地

51 401095 家ノ上(1)遺跡 ｲｴﾉｳｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字家ノ上 縄文(後)､平安 散布地

51 401096 槻ノ木(3)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(後) 散布地

51 401097 槻ノ木(4)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(前･中･後)､平安 散布地

51 401098 槻ノ木(5)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(中･後) 散布地

51 401099 槻ノ木(6)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(後) 散布地

51 401100 槻ノ木(7)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字槻ノ木､字大平下 縄文(中･後) 集落跡

51 401101 槻ノ木(8)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(後) 散布地

51 401102 槻ノ木(9)遺跡 ﾂｷﾉｷｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字槻ノ木 縄文(後) 散布地

51 401103 十文字(2)遺跡 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字十文字 縄文(後) 散布地

51 401104 大平下(1)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大平下 縄文(前･後)､平安 散布地

51 401105 大平下(2)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字大平下 縄文(後) 散布地

51 401106 大平下(3)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｼﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字大平下､字槻ノ木 縄文(後) 散布地

51 401107 大平下(4)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｼﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字大平下 縄文(後) 散布地

51 401108 上河渡頭(1)遺跡 ｶﾐｶﾄﾞｶﾞｼﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 国有林78林班 縄文(後) 散布地

51 401109 上河渡頭(2)遺跡 ｶﾐｶﾄﾞｶﾞｼﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字上河渡頭､国有林78林班 縄文(後) 散布地

51 401110 湯沢尻(1)遺跡 ﾕｻﾞﾜｼﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字湯沢尻 縄文(前･後) 散布地

51 401111 田端(1)遺跡 ﾀﾊﾞﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字田端､字中渡 縄文(前･後) 散布地

51 401112 田端(2)遺跡 ﾀﾊﾞﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字田端 縄文(後)､平安 散布地

51 401113 田端(3)遺跡 ﾀﾊﾞﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字田端 縄文(前･後) 散布地

51 401114 中渡(1)遺跡 ﾅｶﾜﾀﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字中渡､字田端 縄文(前･後) 散布地

51 401115 中渡(2)遺跡 ﾅｶﾜﾀﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 字中渡 縄文(後) 散布地

51 401116 中渡(3)遺跡 ﾅｶﾜﾀﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字中渡 縄文(後) 散布地

51 401117 八ノ木谷地(1)遺跡 ﾊﾉｷﾔﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字八ノ木谷地 縄文(後) 散布地

51 401118 柴崎(2)遺跡 ｼﾊﾞｻｷｶｯｺﾆｲｾｷ 字柴崎 縄文(後) 散布地

51 401119 柴崎(3)遺跡 ｼﾊﾞｻｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字柴崎 縄文(中･後) 散布地

42 401120 向田(29)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾆｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 字向田 縄文(早･前･後)､弥生 散布地

52 401121 田挟沢(1)遺跡 ﾀﾊﾞｻﾐｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字田挟沢 縄文(後) 散布地

51 401122 枇杷野(2)遺跡 ﾋﾞﾜﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 字枇杷野 縄文(後) 散布地

52 401123 有戸鳥井平(4)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(後)､平安 集落跡

52 401124 有戸鳥井平(5)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(後) 散布地

42 401125 向田(30)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｲｾｷ 字向田 縄文(前･後･晩) 散布地

42 401126 向田(31)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字向田 縄文(前･後･晩) 散布地

52 401127 明前(4)遺跡 ﾐｮｳﾏｴｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字明前 縄文(草･後) 散布地

52 401128 有戸鳥井平(6)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(後) 散布地

42 401129 向田(32)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字向田 平安 散布地
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52 401130 有戸鳥井平(7)遺跡 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾀｲｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字有戸鳥井平 縄文(前･後･晩)､平安 集落跡

52 401131 野辺地蟹田(10)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字蟹田 縄文(早･前･後) 散布地

52 401132 野辺地蟹田(11)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字蟹田 縄文(後)､平安 散布地

42 401133 向田(33)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字向田 縄文(早･前･後)､弥生 散布地

52 401134 明前(5)遺跡 ﾐｮｳﾏｴｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字明前 縄文(後)､平安 畑跡

52 401135 向田(34)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字向田 縄文(前･中)､平安 集落跡

52 401136 向田(35)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字向田 縄文(中･晩)､平安 集落跡

52 401137 野辺地蟹田(12)遺跡 ﾉﾍｼﾞｶﾆﾀｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字蟹田 縄文(前･後) 散布地

42 401138 向田(36)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字向田 縄文(早･前･中･後) 散布地

42 401139 向田(37)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 字向田 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

42 401140 向田(38)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 字向田 縄文 散布地

42 401141 向田(39)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 字向田 縄文(早･後) 散布地

42 401142 向田(40)遺跡 ﾑｶｲﾀﾞｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｲｾｷ 字向田 縄文(後)､平安 散布地

七　戸　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

77 402001 七戸城跡 ｼﾁﾉﾍｼﾞｮｳｱﾄ 字七戸､字貝ノ口､字城ノ後､字町 奈良､平安､中世 集落跡､城館跡 史跡

77 402002 荒熊内(1)遺跡 ｱﾗｸﾏﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字荒熊内 平安､中世 散布地､城館跡

77 402003 十三杜平遺跡 ｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘﾀｲｲｾｷ 字寒水 平安､中世 集落跡

77 402004 大池館遺跡 ｵｵｲｹﾀﾞﾃｲｾｷ 字大池 縄文(早･前･後)､弥生(中･後)､奈良､平安､中
世

集落跡､城館跡

77 402005 倉越(1)遺跡 ｸﾗｺｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字倉越 平安 散布地

77 402006 矢館跡 ﾔﾀﾞﾃｱﾄ 字上町野 縄文(早)､平安､中世 集落跡､城館跡

77 402007 いたこ塚遺跡 ｲﾀｺﾂｶｲｾｷ 字太田野 不明 墳墓

77 402008 大林遺跡 ｵｵﾊﾞﾔｼｲｾｷ 字大林 平安 集落跡

77 402009 作田(1)遺跡 ｻｸﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字作田 縄文(前) 集落跡

77 402010 矢倉(1)遺跡 ﾔｸﾞﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字矢倉 縄文(前)､平安 散布地

76 402011 西槻ノ木遺跡 ﾆｼﾂｷﾉｷｲｾｷ 字西野 縄文(後)､奈良､平安､中世 散布地

76･77 402012 槻ノ木館遺跡 ﾂｷﾉｷﾀﾞﾃｲｾｷ 字西野 平安 城館跡

77 402013 見町(1)遺跡 ﾐﾙﾏﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字見町 縄文､中世 城館跡

77 402014 見町(2)遺跡 ﾐﾙﾏﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 字見町 縄文(前) 散布地

77･90 402015 荒屋遺跡 ｱﾗﾔｲｾｷ 字荒屋 平安 散布地

90 402016 中村館遺跡 ﾅｶﾑﾗﾀﾞﾃｲｾｷ 字中村 中世 城館跡

90 402017 槻木沢(1)遺跡 ﾂｷﾉｷｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字槻木沢 縄文(後) 配石遺構

90 402018 野左掛遺跡 ﾉｻｶﾞｹｲｾｷ 字野左掛 縄文(後) 散布地

89 402019 長久保遺跡 ﾅｶﾞｸﾎﾞｲｾｷ 字長久保 縄文(後) 散布地

89 402020 寺下(1)遺跡 ﾃﾗｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字寺下 縄文(前)､平安 集落跡

89 402021 寺下(2)遺跡 ﾃﾗｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字寺下 縄文(後･晩) 散布地

76 402022 清水頭(1)遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字清水頭 平安 散布地

76･89 402023 道地(1)遺跡 ﾄﾞｳｼﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字道地 縄文(後･晩) 集落跡

76 402024 道地(2)遺跡 ﾄﾞｳｼﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字道地 縄文(晩) 集落跡

76 402025 都平(1)遺跡 ﾐﾔｺﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字都平 縄文 配石遺構

76 402026 都平(2)遺跡 ﾐﾔｺﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字都平 縄文(前) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

76 402027 山屋(1)遺跡 ﾔﾏﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字山屋 近世 散布地

76 402028 山屋(2)遺跡 ﾔﾏﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 字山屋 縄文(晩) 散布地

76 402029 西野遺跡 ｾｲﾉｲｾｷ 字西野 不明 散布地

76 402030 山館遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 字山館 平安､近世 経塚､墳墓

76 402031 館矢沢遺跡 ﾀﾃﾔｻﾞﾜｲｾｷ 字山館 平安 散布地

76 402032 左組(1)遺跡 ｻｸﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字左組 中世､近世 墳墓

76 402033 奥羽種畜牧場遺跡 ｵｳｳｼｭﾁｸﾎﾞｸｼﾞｮｳｲｾｷ 字鶴児平 縄文(後) 散布地

76 402034 南斗内(1)遺跡 ﾐﾅﾐﾄﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字銀南木 縄文､弥生 散布地

76 402035 南斗内(2)遺跡 ﾐﾅﾐﾄﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字銀南木 縄文(晩) 散布地

76 402036 銀南木遺跡 ｲﾁｮｳﾉｷｲｾｷ 字銀南木 縄文(後)､中世 散布地､社寺跡

76 402037 古屋敷遺跡 ﾌﾙﾔｼｷｲｾｷ 字倉岡､字古屋敷 平安､中世 散布地､城館跡

76 402038 治部袋館遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 字放森 平安､中世 集落跡､城館跡

76 402039 八幡下遺跡 ﾊﾁﾏﾝｼﾀｲｾｷ 字八幡下 不明 集落跡

76 402040 倉岡遺跡 ｸﾗｵｶｲｾｷ 字倉岡 縄文(後) 配石遺構

77 402041 膝森(1)遺跡 ﾋｻﾞﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字膝森 平安 集落跡

77 402042 膝森(2)遺跡 ﾋｻﾞﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 字膝森 弥生､奈良 集落跡

76 402043 放森(1)遺跡 ﾊﾅﾂﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字放森 平安 散布地

76 402044 放森(2)遺跡 ﾊﾅﾂﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 字放森 縄文(前･後)､奈良､平安 散布地

76 402045 放森(3)遺跡 ﾊﾅﾂﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字放森 弥生､奈良､平安 散布地

77 402046 荒熊内(2)遺跡 ｱﾗｸﾏﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字荒熊内 奈良､平安 集落跡

76 402047 左組(2)遺跡 ｻｸﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 字左組 縄文(後) 散布地

77 402048 坂本館跡 ｻｶﾓﾄﾀﾞﾃｱﾄ 字東槻木 平安､中世 集落跡､城館跡

77 402049 作田館跡 ｻｸﾀﾀﾞﾃｱﾄ 字作田 中世 城館跡

77 402050 館野館跡 ﾀﾃﾉﾀﾞﾃｱﾄ 字館野 中世 城館跡

90 402051 一の館跡 ｲﾁﾉﾀﾞﾃｱﾄ 字沼ノ沢 中世 城館跡

89 402052 唐松(1)遺跡 ｶﾗﾏﾂｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字唐松 縄文(後) 散布地

89 402053 唐松(2)遺跡 ｶﾗﾏﾂｶｯｺﾆｲｾｷ 字唐松 縄文(後) 散布地

76 402054 上田遺跡 ｶﾐﾀｲｾｷ 字上田 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

90 402055 沼ノ沢(1)遺跡 ﾇﾏﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字沼ノ沢 縄文(後) 散布地

90 402056 沼ノ沢(2)遺跡 ﾇﾏﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字沼ノ沢 縄文(後) 散布地

89 402057 唐松(3)遺跡 ｶﾗﾏﾂｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字唐松 縄文(後) 散布地

402058 欠番

76 402059 鶴打田遺跡 ﾂﾙｳﾁﾀﾞｲｾｷ 字鶴打田 縄文(前) 散布地

76 402060 左組(3)遺跡 ｻｸﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字左組 中世 墳墓

89 402061 寺下(3)遺跡 ﾃﾗｼﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字寺下 縄文(後) 散布地

402062 欠番

77 402063 見町館跡 ﾐﾙﾏﾁﾀﾞﾃｱﾄ 字見町 中世 城館跡

77 402064 倉越(2)遺跡 ｸﾗｺｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字倉越 縄文(中･晩)､弥生(中･後)､奈良､平安 集落跡

402065 欠番

77 402066 矢倉(2)遺跡 ﾔｸﾞﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字矢倉 縄文(前･中) 散布地

77 402067 天王神社遺跡 ﾃﾝﾉｳｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 字七戸 奈良､平安､中世 散布地､城館跡

77 402068 鶴打田館遺跡 ﾂﾙｳﾁﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 字鶴打田 中世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

77 402069 南部御霊屋遺跡 ﾅﾝﾌﾞｵﾀﾏﾔｲｾｷ 字上ノ山 近世 近世墓

76 402070 道地(3)遺跡 ﾄﾞｳｼﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字道地 縄文(晩) 集落跡

89 402071 道地(4)遺跡 ﾄﾞｳｼﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字道地 縄文(晩) 散布地

77 402072 作田(2)遺跡 ｻｸﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字宇道坂 不明 塚

77 402073 荒熊内開拓遺跡 ｱﾗｸﾏﾅｲｶｲﾀｸｲｾｷ 字荒熊内 奈良､平安 集落跡

402074 欠番

77 402075 犹花遺跡 ｴｿﾞﾊﾞﾅｲｾｷ 字犹花 平安 集落跡

76 402076 向平遺跡 ﾑｶｲﾀｲｲｾｷ 字向平 縄文(前) 散布地

77 402077 和田遺跡 ﾜﾀﾞｲｾｷ 字和田下 縄文(後) 散布地

90 402078 槻木沢(2)遺跡 ﾂｷﾉｷｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字槻木沢 縄文(後) 散布地

77 402079 荒熊内(3)遺跡 ｱﾗｸﾏﾅｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字荒熊内 縄文(晩) 散布地

77 402080 大沢遺跡 ｵｵｻﾜｲｾｷ 字大沢 縄文､弥生 散布地

76 402081 左組(4)遺跡 ｻｸﾞﾐｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字左組 縄文(晩) 散布地

77 402082 矢倉館遺跡 ﾔｸﾞﾗﾀﾞﾃｲｾｷ 字矢倉 縄文､古代､中世 城館跡

76 402083 七万平館跡 ｼﾁﾏﾝﾀｲﾀﾞﾃｱﾄ 字西野 中世 城館跡

77 402084 上屋田遺跡 ｳｴﾔﾀﾞｲｾｷ 字上屋田 平安､中世 集落跡､城館跡

77 402085 寒水遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 字寒水､字立野頭 縄文､平安 散布地

77 402086 太田野(2)遺跡 ｵｵﾀﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 字太田野 縄文､弥生､平安 集落跡

77 402087 太田野(3)遺跡 ｵｵﾀﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字太田野 縄文(後)､弥生､平安､中世 集落跡

77 402088 太田(1)遺跡 ｵｵﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字太田 縄文(早･前) 散布地

77 402089 太田(2)遺跡 ｵｵﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字太田 弥生(後) 散布地

77 402090 立野頭遺跡 ﾀﾃﾉｶﾞｼﾗｲｾｷ 字立野頭 縄文(後･晩)､平安､中世 散布地

89 402091 清水頭(2)遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字清水頭 縄文(後･晩) 散布地

64 402092 菩提木遺跡 ﾎﾞﾀﾞｲｷﾞｲｾｷ 字菩提木 縄文(後･晩)､平安 散布地

63 402093 向川原遺跡 ﾑｶｲｶﾜﾗｲｾｷ 字向川原 縄文(後) 散布地

63 402094 白石遺跡 ｼﾛｲｼｲｾｷ 字白石 縄文(晩)､平安 散布地

63 402095 堰代遺跡 ｾｷｼﾛｲｾｷ 字堰代 縄文(後･晩)､平安 散布地

63 402096 市ノ渡遺跡 ｲﾁﾉﾜﾀﾘｲｾｷ 字市ノ渡 不明 散布地

63 402097 夏間木遺跡 ﾅﾂﾏｷﾞｲｾｷ 字夏間木 縄文(後･晩) 散布地

64･77 402098 十枝内(1)遺跡 ﾄｼﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字十枝内 縄文(後) 散布地

77 402099 十枝内(2)遺跡 ﾄｼﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字十枝内 平安 散布地

76･77 402100 哘平遺跡 ｻｿｳﾀｲｲｾｷ 字哘平 平安､中世 集落跡

76 402101 底田(1)遺跡 ｿｺﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字底田､字天間舘倉越 縄文(後) 散布地

76 402102 古和備遺跡 ｺﾜｿﾅｲｲｾｷ 字古和備 縄文(中) 散布地

77 402103 哘崎遺跡 ｻｿｳｻﾞｷｲｾｷ 字哘崎 平安､中世 城館跡

64 402104 森ヶ沢遺跡 ﾓﾘｶﾞｻﾜｲｾｷ 字森ケ沢 縄文(後)､弥生､古墳､奈良､平安 散布地

77 402105 へどもり遺跡 ﾍﾄﾞﾓﾘｲｾｷ 字家ノ上 平安 墳墓

64 402106 大平遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｲｾｷ 字大平 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 集落跡

77 402107 松ヶ沢(1)遺跡 ﾏﾂｶﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字松ケ沢 縄文(後)､平安 散布地

64 402108 館ノ下(1)遺跡 ﾀﾃﾉｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字館ノ下 平安､中世 城館跡

64 402109 館ノ下(2)遺跡 ﾀﾃﾉｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字館ノ下 平安 城館跡

77 402110 森ノ上遺跡 ﾓﾘﾉｶﾐｲｾｷ 字森ノ上 平安 墳墓



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

77 402111 天間舘跡 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｱﾄ 字家ノ下 平安､中世 城館跡

64･77 402112 二ツ森貝塚 ﾌﾀﾂﾓﾘｶｲﾂﾞｶ 字貝塚家ノ前 縄文(前･中)､平安 集落跡､貝塚 史跡

76 402113 底田(2)遺跡 ｿｺﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字底田 縄文(晩)､奈良､平安 散布地

77 402114 鳥谷部遺跡 ﾄﾘﾔﾍﾞｲｾｷ 字鳥谷部 縄文(前)､弥生 散布地

64 402115 舟場向川久保(1)遺跡 ﾌﾅﾊﾞﾑｶｲｶﾜｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字舟場向川久保 縄文(晩) 散布地

77 402116 中野舘 ﾅｶﾉﾀﾞﾃ 字家ノ上 中世 城館跡

77 402117 天間舘一里塚 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲﾁﾘﾂﾞｶ 字森ノ上､字森ノ下 近世 一里塚 県史跡

64 402118 卒古沢一里塚 ｿｯｺｻﾞﾜｲﾁﾘﾂﾞｶ 字卒古沢 近世 一里塚 県史跡

62･63 402119 中天間舘遺跡 ﾅｶﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 字中天間舘　 縄文(後) 散布地

77 402120 松ヶ沢(2)遺跡 ﾏﾂｶﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字松ケ沢 縄文(後)､平安 散布地

77 402121 小館遺跡 ｺﾀﾞﾃｲｾｷ 字館ノ下 平安 城館跡

402122 欠番

402123 欠番

64 402124 鉢森平(1)遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字鉢森平 平安 集落跡

64 402125 鉢森平(2)遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字鉢森平 縄文(後) 散布地

64 402126 鉢森平(3)遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字鉢森平 縄文(後) 散布地

64 402127 李沢家ノ後(1)遺跡 ｽﾓﾓｻﾞﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字李沢家ノ後 平安 散布地

64 402128 李沢家ノ前(1)遺跡 ｽﾓﾓｻﾞﾜｲｴﾉﾏｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字李沢家ノ前 縄文(早･前･後) 散布地

64 402129 李沢家ノ前(2)遺跡 ｽﾓﾓｻﾞﾜｲｴﾉﾏｴｶｯｺﾆｲｾｷ 字李沢家ノ前 縄文(前･中･後)､弥生 散布地

76 402130 底田(3)遺跡 ｿｺﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字底田､字天間舘倉越 縄文(中･後･晩)､平安 散布地

64 402131 天間舘大沢遺跡 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｵｵｻﾜｲｾｷ 字天間舘大沢 縄文 散布地

402132 欠番

64 402133 赤川遺跡 ｱｶｶﾞﾜｲｾｷ 字貝塚家ノ後 縄文(前) 散布地

77 402134 鉢森平(4)遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字鉢森平 縄文(中) 散布地

77 402135 道ノ上遺跡 ﾐﾁﾉｶﾐｲｾｷ 字道ノ上 縄文(後)､平安 集落跡

77 402136 天間舘家ノ上遺跡 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲｴﾉｶﾐｲｾｷ 字家ノ上 平安 散布地

77 402137 天間舘道ノ下遺跡 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃﾐﾁﾉｼﾓｲｾｷ 字道ノ下 平安 散布地

77 402138 中岫遺跡 ﾅｶｸﾞｷｲｾｷ 字中岫長沢下､字中岫村ノ上 平安 散布地

77 402139 林ノ根(1)遺跡 ﾊﾔｼﾉﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字花松林ノ根 平安 散布地

77 402140 林ノ根(2)遺跡 ﾊﾔｼﾉﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 字花松林ノ根 平安 散布地

77 402141 鉢森平(5)遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾀｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字鉢森平 縄文(後) 散布地

77 402142 二ツ森家ノ下遺跡 ﾌﾀﾂﾓﾘｲｴﾉｼﾀｲｾｷ 字二ツ森家ノ下 平安 散布地

64 402143 李沢道ノ下遺跡 ｽﾓﾓｻﾞﾜﾐﾁﾉｼﾓｲｾｷ 字李沢道ノ下 縄文 散布地

77 402144 中鳥谷遺跡 ﾅｶﾄﾘﾔｲｾｷ 字中鳥谷 平安 散布地

77 402145 夷堂遺跡 ｴﾋﾞｽﾄﾞｳｲｾｷ 字夷堂 平安 散布地､集落跡

77 402146 小田平遺跡 ｵﾀﾞﾀﾞｲﾗｲｾｷ 字小田平 平安 集落跡

64 402147 後平(1)遺跡 ｳｼﾛﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字後平 縄文 集落跡

77 402148 塚長根遺跡 ﾂｶﾅｶﾞﾈｲｾｷ 字塚長根 縄文 狩猟場

64 402149 後平(2)遺跡 ｳｼﾛﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字後平 縄文 集落跡

64 402150 後平(3)遺跡 ｳｼﾛﾀｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字後平 縄文(後) 集落跡

64 402151 猪ノ鼻(1)遺跡 ｲﾉﾊﾅｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字猪ノ鼻 縄文､古墳､奈良､平安 集落跡

64 402152 後平(4)遺跡 ｳｼﾛﾀｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字後平 縄文 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

64 402153 舟場向川久保(2)遺跡 ﾌﾅﾊﾞﾑｶｲｶﾜｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字舟場向川久保 縄文 集落跡

64 402154 猪ノ鼻(2)遺跡 ｲﾉﾊﾅｶｯｺﾆｲｾｷ 字猪ノ鼻 縄文 集落跡

64 402155 鉢森平(6)遺跡 ﾊﾁﾓﾘﾀｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字鉢森平 縄文 集落跡

六　戸　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

91 405001 犬落瀬遺跡 ｲﾇｵﾄｾｲｾｷ 大字犬落瀬字若宮 不明 経塚

91 405002 前田(1)遺跡 ﾏｴﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上吉田字前田 平安 散布地

91 405003 高館(1)遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字高館 不明 城館跡

91 405004 高館(2)遺跡 ﾀｶﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字高館 平安 墳墓

91 405005 今熊(1)遺跡 ｲﾏｸﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字折茂字今熊 平安 集落跡､城館跡

91 405006 今熊(2)遺跡 ｲﾏｸﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字折茂字今熊 平安 散布地

91 405007 今熊(3)遺跡 ｲﾏｸﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字折茂字今熊 平安 散布地

104 405008 米沢(1)遺跡 ﾖﾈｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下吉田字米沢 縄文(晩) 散布地

91 405009 柳町遺跡 ﾔﾅｷﾞﾏﾁｲｾｷ 大字柳町字柳町 中世 城館跡

78 405010 金沢(1)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字内山 縄文(後) 散布地､集落跡

78 405011 えび坂遺跡 ｴﾋﾞｻｶｲｾｷ 大字犬落瀬字内山 縄文(中) 散布地

91 405012 長谷地遺跡 ﾅｶﾞﾔﾁｲｾｷ 大字上吉田字長谷地 平安 散布地

104 405013 入口(1)遺跡 ﾆｸﾞﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上吉田字入口 縄文 散布地

91 405014 坪毛沢(1)遺跡 ﾂﾎﾞｹｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字坪毛沢 縄文､奈良､平安 集落跡

91 405015 坪毛沢(2)遺跡 ﾂﾎﾞｹｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字坪毛沢 縄文(早) 散布地

91 405016 通目木遺跡 ﾂﾞﾒｷｲｾｷ 大字犬落瀬字通目木 縄文(早)､奈良､平安 散布地

91 405017 権現沢(1)遺跡 ｺﾞﾝｹﾞﾝｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字権現沢 奈良､平安 散布地

91 405018 柴山(1)遺跡 ｼﾊﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字柴山 縄文､平安 散布地

91 405019 権現沢(2)遺跡 ｺﾞﾝｹﾞﾝｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字四木 平安 集落跡

91 405020 高森(1)遺跡 ﾀｶﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字柳沢 奈良､平安 集落跡

91 405021 高森(2)遺跡 ﾀｶﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字根古橋 平安 散布地､集落跡

91 405022 鶴喰館 ﾂﾙﾊﾞﾐﾀﾞﾃ 大字鶴喰字日向山 不明 城館跡

91 405023 四木(1)遺跡 ｼｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字四木 奈良､平安 集落跡

91 405024 四木(2)遺跡 ｼｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字四木 平安 集落跡

91 405025 四木(3)遺跡 ｼｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字犬落瀬字四木 平安 集落跡

91 405026 内金矢(1)遺跡 ｳﾁｶﾅﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字内金矢 平安､中世 集落跡､城館跡

91 405027 内金矢(2)遺跡 ｳﾁｶﾅﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字内金矢 平安 集落跡

91 405028 堀切沢(1)遺跡 ﾎﾘｷﾘｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字犬落瀬字堀切沢 縄文(後) 散布地

91 405029 堀切沢(2)遺跡 ﾎﾘｷﾘｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字堀切沢 縄文 集落跡

91 405030 堀切沢(3)遺跡 ﾎﾘｷﾘｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字犬落瀬字堀切沢 縄文､奈良 集落跡

91 405031 堀切沢(4)遺跡 ﾎﾘｷﾘｻﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字犬落瀬字堀切沢 縄文(前) 散布地

91 405032 堀切沢(5)遺跡 ﾎﾘｷﾘｻﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字犬落瀬字堀切沢 縄文､平安 散布地

91 405033 柴山(2)遺跡 ｼﾊﾞﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字柴山 縄文､平安 散布地､集落跡

91 405034 日向山遺跡 ﾋﾅﾀﾔﾏｲｾｷ 大字鶴喰字日向山 縄文､平安 散布地

104 405035 前平遺跡 ﾏｴﾀｲｲｾｷ 大字小平字前平 縄文(後)､弥生 散布地

91 405036 舘野館 ﾀﾃﾉﾀﾞﾃ 大字犬落瀬字柴山 中世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

104 405037 米沢(2)遺跡 ﾖﾈｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下吉田字米沢 縄文(早) 散布地

78 405038 金沢(2)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字犬落瀬字金沢 縄文 散布地

91 405039 前田(2)遺跡 ﾏｴﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字折茂字前田 平安 散布地

91 405040 長谷(1)遺跡 ﾅｶﾞﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上吉田字長谷 縄文､平安 散布地

91 405041 米沢(3)遺跡 ﾖﾈｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字下吉田字米沢 縄文 散布地

91･104 405042 長谷(2)遺跡 ﾅｶﾞﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上吉田字長谷 奈良､平安 集落跡

104 405043 長谷(3)遺跡 ﾅｶﾞﾔｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上吉田字長谷 平安 集落跡

91 405044 坪毛沢(3)遺跡 ﾂﾎﾞｹｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字犬落瀬字坪毛沢 縄文､平安 集落跡

78 405045 金沢(3)遺跡 ｶﾅｻﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字犬落瀬字金沢 縄文(前) 散布地

91 405046 今熊(4)遺跡 ｲﾏｸﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字折茂字今熊 縄文(晩)､平安 散布地

91 405047 長谷(4)遺跡 ﾅｶﾞﾔｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字上吉田字長谷 縄文(後)､平安 散布地

104 405048 入口(2)遺跡 ﾆｸﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上吉田字入口 平安 散布地

104 405049 入口(3)遺跡 ﾆｸﾞﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上吉田字入口 平安 散布地

104 405050 入口(4)遺跡 ﾆｸﾞﾁｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字上吉田字入口 縄文(中･後)､平安 散布地

91 405051 前田(3)遺跡 ﾏｴﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字上吉田字前田 縄文(前･中･後)､平安 散布地

91 405052 長谷(5)遺跡 ﾅｶﾞﾔｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字上吉田字長谷 平安 散布地

104 405053 古平遺跡 ﾌﾙﾀｲｲｾｷ 大字小平字古平 縄文(前･中･後･晩) 散布地

91 405054 米沢(4)遺跡 ﾖﾈｻﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字下吉田字米沢 縄文､平安 集落跡

104 405055 米沢(5)遺跡 ﾖﾈｻﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字下吉田字米沢 平安 散布地

91 405056 上折茂遺跡 ｶﾐｵﾘﾓｲｾｷ 大字折茂字上折茂 平安 散布地

91 405057 下久保遺跡 ｼﾓｸﾎﾞｲｾｷ 大字犬落瀬字下久保 平安 散布地

78 405058 犬落瀬内山遺跡 ｲﾇｵﾄｾｳﾁﾔﾏｲｾｷ 大字犬落瀬字内山 縄文(後)､平安 散布地

91 405059 前田(4)遺跡 ﾏｴﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字上吉田字前田 平安 散布地

91 405060 前田(5)遺跡 ﾏｴﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字上吉田字前田 縄文､平安 散布地

91 405061 根古橋遺跡 ﾈｺﾊｼｲｾｷ 大字犬落瀬字根古橋 縄文､平安 集落跡

91 405062 犬落瀬柳沢遺跡 ｲﾇｵﾄｾﾔﾅｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字犬落瀬字柳沢 縄文､弥生 散布地

横　浜　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

34 406001 とまり川(1)遺跡 ﾄﾏﾘｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字雲雀平 縄文(後) 散布地

34 406002 とまり川(2)遺跡 ﾄﾏﾘｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字吹越 弥生 散布地

34 406003 雲雀平(1)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字明神平 縄文(中･晩) 散布地

34 406004 明神平遺跡 ﾐｮｳｼﾞﾝﾀｲﾗｲｾｷ 字吹越 縄文(晩)､弥生 散布地

34 406005 牛ノ沢遺跡 ｳｼﾉｻﾜｲｾｷ 字牛ノ沢 中世 城館跡 町史跡

29 406006 桧木遺跡 ﾋﾉｷｲｾｷ 字家ノ前川目 縄文(晩) 散布地

34 406007 鳥帽子平遺跡 ｴﾎﾞｳｼﾀｲｲｾｷ 字二又 縄文(後･晩) 散布地

34 406008 中吹越遺跡 ﾅｶﾌｯｺｼｲｾｷ 字吹越 平安 散布地

34 406009 吹越(1)遺跡 ﾌｯｺｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字吹越 平安､近世 貝塚､製塩遺跡

34 406010 松栄遺跡 ﾏﾂｻｶｴｲｾｷ 字明神平 縄文 散布地

34 406011 向沢遺跡 ﾑｶｲｻﾞﾜｲｾｷ 字明神平 縄文 散布地

34 406012 百目木(1)遺跡 ﾄﾞﾒｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字百目木 弥生､中世 散布地

34 406013 百目木(2)遺跡 ﾄﾞﾒｷｶｯｺﾆｲｾｷ 字百目木 中世､近世 散布地､生産遺跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

34 406014 荒内川(1)遺跡 ｱﾗﾅｲｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字上イタヤノ木 縄文(晩) 散布地

34 406015 荒内川(2)遺跡 ｱﾗﾅｲｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字荒内 縄文(後･晩) 散布地

34 406016 荒内川(3)遺跡 ｱﾗﾅｲｶﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字上イタヤノ木 中世 散布地

34 406017 横浜遺跡 ﾖｺﾊﾏｲｾｷ 字上イタヤノ木 中世 散布地

29･34 406018 林ノ脇遺跡 ﾊﾔｼﾉﾜｷｲｾｷ 字林ノ脇 平安 散布地

34 406019 松守遺跡 ﾏﾂﾓﾘｲｾｷ 字太郎須田 縄文(晩) 散布地

29･34 406020 太郎須田遺跡 ﾀﾛｳｽﾀﾞｲｾｷ 字太郎須田 縄文(後) 散布地

29 406021 寺屋敷 ﾃﾗﾔｼｷ 字家ノ前川目 中世 城館跡

29 406022 横浜館 ﾖｺﾊﾏﾀﾞﾃ 字横浜 中世 城館跡

42 406023 雲雀平(2)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字雲雀平 近世 生産遺跡

42 406024 雲雀平(3)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾀｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字雲雀平 平安､近世 生産遺跡

34 406025 松守(2)遺跡 ﾏﾂﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 字太郎須田 縄文 散布地

29 406026 家ノ前川目遺跡 ｲｴﾉﾏｴｶﾜﾒｲｾｷ 字家ノ前川目 縄文 集落跡

34 406027 モダシ平遺跡 ﾓﾀﾞｼﾀｲｲｾｷ 字モダシ平 縄文､弥生､平安 散布地

34 406028 雲雀平(4)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾀｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字雲雀平 平安､近世 散布地､生産遺跡

34 406029 百目木(3)遺跡 ﾄﾞﾒｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字百目木 縄文 集落跡

34 406030 吹越(2)遺跡 ﾌｯｺｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字吹越 縄文 集落跡

29 406031 林ノ後遺跡 ﾊﾔｼﾉｳｼﾛｲｾｷ 字林ノ後、字中椛名木 縄文､平安 集落跡

34 406032 上イタヤノ木遺跡 ｶﾐｲﾀﾔﾉｷｲｾｷ 字上イタヤノ木 中世 散布地

東　北　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

78 408001 立野遺跡 ﾀﾁﾉｲｾｷ 大字大浦字立野 平安 散布地

78 408002 東道ノ上(1)遺跡 ﾋｶﾞｼﾐﾁﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大浦字東道ノ上 縄文(後) 集落跡､墳墓

78 408003 東道ノ上(2)遺跡 ﾋｶﾞｼﾐﾁﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大浦字東道ノ上 縄文(前･中･後) 散布地

78 408004 大浦大沢(1)遺跡 ｵｵｳﾗｵｵｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大浦字大沢 縄文 散布地

78 408005 大浦大沢(2)遺跡 ｵｵｳﾗｵｵｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大浦字大沢 縄文(前･中･後) 集落跡､墳墓

78 408006 大浦大沢(3)遺跡 ｵｵｳﾗｵｵｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大浦字大沢 縄文(前) 散布地

78 408007 大浦大沢(4)遺跡 ｵｵｳﾗｵｵｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大浦字大沢 中世 散布地

78 408008 大浦大沢(5)遺跡 ｵｵｳﾗｵｵｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字大浦字大沢 不明 集落跡､墳墓

78 408009 中津(1)遺跡 ﾅｶﾂｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大浦字中津 縄文(後) 散布地

78 408010 古屋敷貝塚遺跡 ﾌﾙﾔｼｷｶｲﾂﾞｶｲｾｷ 大字大浦字大沢 縄文(前･中･後) 貝塚

77 408011 外久根遺跡 ｿﾄｸﾈｲｾｷ 大字大浦字外久根 不明 墳墓

77 408012 白旗遺跡 ｼﾗﾊﾀｲｾｷ 大字大浦字白旗 平安､中世 城館跡

77 408013 二津屋遺跡 ﾌﾀﾂﾔｲｾｷ 大字大浦字二津屋 中世 城館跡

77 408014 八幡遺跡 ﾔﾜﾀｲｾｷ 大字新舘字八幡 奈良､平安､中世 墳墓

77 408015 屋敷添遺跡 ﾔｼｷｿﾞｴｲｾｷ 大字新舘字屋敷添 平安 城館跡

78 408016 道ノ下(1)遺跡 ﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大浦字道ノ下 縄文(後)､平安 散布地

77 408017 新舘遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃｲｾｷ 大字新舘字松原 縄文(早) 散布地

78 408018 助十郎崎(1)遺跡 ｽｹｼﾞｭｳﾛｳｻｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大浦字助十郎崎 縄文(後)､平安 散布地

78 408019 助十郎崎(2)遺跡 ｽｹｼﾞｭｳﾛｳｻｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大浦字助十郎崎 不明 集落跡

78 408020 唐虫沢遺跡 ｶﾗﾑｼｻﾞﾜｲｾｷ 大字大浦字唐虫沢 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

78 408021 南平遺跡 ﾐﾅﾐﾀｲｲｾｷ 大字大浦字南平 縄文(前･後) 散布地

78 408022 上野山添遺跡 ｳﾜﾉﾔﾏｿﾞｴｲｾｷ 大字上野字山添 縄文(後) 散布地

77 408023 松原遺跡 ﾏﾂﾊﾞﾗｲｾｷ 大字新舘字松原 縄文(前･中･晩)､奈良､平安 集落跡

77 408024 大坊頭遺跡 ﾀﾞｲﾎﾞｳｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字大浦字大坊頭 縄文､古墳､奈良､平安､近世 集落跡

77 408025 赤平(1)遺跡 ｱｶﾋﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字新舘字赤平 縄文(草･後)､奈良､平安 集落跡

77 408026 赤平(2)遺跡 ｱｶﾋﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字新舘字赤平 縄文(前)､弥生､平安､中世､近世 集落跡

77 408027 赤平(3)遺跡 ｱｶﾋﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字新舘字赤平 縄文(早･前･中･後)､弥生､平安 集落跡

77 408028 籠遺跡 ｺﾓﾘｲｾｷ 大字新舘字籠 平安､中世 散布地

77 408029 有信山(1)遺跡 ｱﾘﾉﾌﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大沢田字有信山 縄文(後･晩) 散布地

78 408030 小川原湖(1)遺跡 ｵｶﾞﾜﾗｺｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大浦字小川原湖 縄文(前) 散布地

408031 欠番

408032 欠番

77 408033 戸館 ﾄﾀﾞﾃ 大字新舘字屋敷添 中世 城館跡

77 408034 新館八幡遺跡 ﾆｲﾀﾞﾃﾔﾜﾀｲｾｷ 大字新舘字八幡 縄文(中) 散布地

78 408035 道ノ上遺跡 ﾐﾁﾉｶﾐｲｾｷ 大字大浦字東道ノ上 縄文(中) 散布地

77 408036 塚浦遺跡 ﾂｶｳﾗｲｾｷ 大字大浦字塚浦 縄文 集落跡

78 408037 中久根下遺跡 ﾅｶｸﾈｼﾓｲｾｷ 大字大浦字中久根下 縄文 散布地

78 408038 助十郎崎(3)遺跡 ｽｹｼﾞｭｳﾛｳｻｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大浦字助十郎崎 縄文 散布地

78 408039 中津(2)遺跡 ﾅｶﾂｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大浦字中津 縄文 散布地

78 408040 東道ノ上(3)遺跡 ﾋｶﾞｼﾐﾁﾉｶﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大浦字東道ノ上 縄文､平安 散布地､墳墓

78 408041 道ノ下(2)遺跡 ﾐﾁﾉｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大浦字道ノ下 縄文(後) 散布地

78 408042 助十郎崎(4)遺跡 ｽｹｼﾞｭｳﾛｳｻｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大浦字助十郎崎 縄文(前･中･後) 散布地

78 408043 小川原湖(2)遺跡 ｵｶﾞﾜﾗｺｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大浦字小川原湖 弥生 散布地

65 408044 小川原湖(3)遺跡 ｵｶﾞﾜﾗｺｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大浦字小川原湖 縄文(後) 散布地

65 408045 小川原湖(4)遺跡 ｵｶﾞﾜﾗｺｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大浦字小川原湖 縄文(後) 散布地

52 408046 狐沢山遺跡 ｷﾂﾈｻﾜﾔﾏｲｾｷ 字狐沢山､字狐沢 縄文(早) 散布地

52 408047 横沢遺跡 ﾖｺｻﾜｲｾｷ 字横沢 縄文(後･晩)､平安 散布地

53 408048 細津(1)遺跡 ﾎｿﾂｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字細津 平安 散布地

53 408049 細津(2)遺跡 ﾎｿﾂｶｯｺﾆｲｾｷ 字細津 平安 散布地

65 408050 野田頭(1)遺跡 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字野田頭 縄文(晩)､平安 散布地

64 408051 寒水遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 字寒水 平安 墳墓

408052 欠番

65 408053 田ノ沢(2)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字田ノ沢 縄文(後) 散布地

65 408054 田ノ沢(3)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字田ノ沢川添 縄文(後) 散布地

65 408055 徳万館 ﾄｸﾏﾝﾀﾞﾃ 字徳万館 縄文 散布地

65 408056 舟ヶ沢(1)遺跡 ﾌﾈｶﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字舟ヶ沢 縄文(前･後)､平安 散布地

65･78 408057 黒志田(1)遺跡 ｸﾛｼﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字黒志田 縄文(後･晩)､平安 散布地

65 408058 白旗館遺跡 ｼﾗﾊﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 字甲地 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡､城館跡

65 408059 鳥口平(1)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字鳥口平 平安 墳墓

65 408060 土場(1)遺跡 ﾄﾞﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字土場 縄文 散布地

65 408061 野田頭山(1)遺跡 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字沼添左ノ平 縄文(前･後)､平安 散布地

65 408062 日影林(1)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字日影林 縄文(前)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

64 408063 北栄三区遺跡 ｷﾀｻｶｴｻﾝｸｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

52 408064 大向(1)遺跡 ｵｵﾑｶｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大向 縄文(後) 散布地

52 408065 長者久保遺跡 ﾁｮｳｼﾞｬｸﾎﾞｲｾｷ 字大久保平 旧石器 散布地

64･65 408066 保戸沢家ノ前(1)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉﾏｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字保戸沢家ノ前 縄文､弥生､平安 散布地

63 408067 宇道坂遺跡 ｳﾄﾞｳｻｶｲｾｷ 字塞ノ神 平安 集落跡

63 408068 上板橋遺跡 ｶﾐｲﾀﾊﾞｼｲｾｷ 字板橋山 縄文(後)､平安 散布地

51 408069 山添(1)遺跡 ﾔﾏｿﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字山添 縄文(後) 散布地

63 408070 家ノ下タ(1)遺跡 ｲｴﾉｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字家ノ下タ 縄文(後) 散布地

64 408071 向平(1)遺跡 ﾑｶｲﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字向平 縄文(後)､平安 散布地

64 408072 向平(2)遺跡 ﾑｶｲﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字向平 縄文(晩)､平安 散布地

52 408073 大撫沢館 ｵｵﾅﾃﾞｻﾜﾀﾞﾃ 字大撫沢 平安､中世 城館跡

64 408074 𠏹沢館 ﾎﾄｹｻﾜﾀﾞﾃ 字𠏹沢 平安､中世 城館跡

64 408075 内蛯沢蝦夷館遺跡 ｳﾁｴﾋﾞｻﾜｴｿﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 字内蛯沢向 縄文(後)､平安､中世 集落跡､城館跡

64 408076 夫雑原一里塚 ﾌｿﾞｳﾊﾗｲﾁﾘﾂﾞｶ 字夫雑原 近世 一里塚

64 408077 内蛯沢遺跡 ｳﾁｴﾋﾞｻﾜｲｾｷ 字内蛯沢道ノ上､字塔ノ沢山 縄文(後) 集落跡

64 408078 明美遺跡 ｱｹﾐｲｾｷ 字篠内平 平安 集落跡

65 408079 郡山遺跡 ｺｵﾘﾔﾏｲｾｷ 字後久保 縄文(前･中･後) 散布地

64 408080 石文(1)遺跡 ｲｼﾌﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字夫雑原 縄文(前･後)､奈良､平安 散布地､集落跡

65 408081 鳥口平(2)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字鳥口平 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 散布地､集落跡

65 408082 鳥口平(3)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字鳥口平 縄文(早･中･後)､平安 散布地

65 408083 鳥口平(4)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字鳥口平 縄文(中･後)､平安 散布地

65 408084 鳥口平(5)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字鳥口平 縄文(中･後)､平安 散布地

64 408085 乙供(1)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字乙供 奈良､平安 集落跡

64 408086 大籏屋(1)遺跡 ｵｵﾊﾀﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大籏屋 縄文､平安 散布地

65･78 408087 大久保(1)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大久保 縄文(中･後)､平安 散布地

65 408088 蓼内久保(1)遺跡 ﾀﾃﾞﾅｲｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字蓼内久保 縄文(後)､平安 集落跡

65 408089 狼ノ沢(1)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字狼ノ沢 縄文(後)､平安 散布地

65 408090 狼ノ沢(2)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字狼ノ沢 縄文(後)､平安 散布地

65 408091 田ノ沢(4)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字田ノ沢 縄文(後) 散布地

65 408092 野田頭山(2)遺跡 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 野田頭山国有林100林班内 縄文(後) 散布地

64 408093 塔ノ沢山遺跡 ﾄｳﾉｻﾜﾔﾏｲｾｷ 字塔ノ沢 縄文(後) 散布地

52 408094 横沢山(1)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字横沢山 縄文(早･前) 散布地

64 408095 塔ノ沢山(1)遺跡 ﾄｳﾉｻﾜﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 塔ノ沢山国有林84林班内 縄文(後)､弥生 散布地

64 408096 大沢(1)遺跡 ｵｵｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大沢 縄文(早)､弥生､平安 散布地

64 408097 外蛯沢前平(1)遺跡 ｿﾄｴﾋﾞｻﾜﾏｴﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字外蛯沢前平　　 縄文(前･後)､平安 散布地

64 408098 𠏹沢(2)遺跡 ﾎﾄｹｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字𠏹沢 縄文 散布地

408099 欠番

52 408100 横沢山(2)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 字横沢山 縄文､弥生 散布地

408101 欠番

64 408102 保戸沢家ノ前(4)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉﾏｴｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字保戸沢家ノ前 縄文(後) 散布地

64 408103 保戸沢家ノ前(5)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉﾏｴｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字保戸沢家ノ前 縄文(後) 散布地

65 408104 保戸沢家ノ前(6)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉﾏｴｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字保戸沢家ノ前 縄文(後)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

65 408105 保戸沢家ノ後(1)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字保戸沢家ノ後　 縄文(前･後)､弥生 散布地

65 408106 保戸沢家ノ後(2)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 字保戸沢家ノ後　 縄文(後)､平安 散布地

65 408107 乙部道ノ下(1)遺跡 ｵﾄﾍﾞﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字乙部道ノ下　 縄文(後)､平安 散布地

65 408108 乙部道ノ下(2)遺跡 ｵﾄﾍﾞﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺﾆｲｾｷ 字乙部道ノ下　 縄文(後) 散布地

65 408109 寒水山(1)遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字寒水山　　　 平安 散布地

64･65 408110 寒水山(2)遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 字寒水山　　　 縄文 散布地

64 408111 寒水山(3)遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字寒水山　　　 平安 散布地

65 408112 乙部道ノ上(1)遺跡 ｵﾄﾍﾞﾐﾁﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字乙部道ノ上　　 縄文(後)､平安 散布地

64 408113 寒水下(1)遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｼﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字寒水下　　　 縄文 散布地

65 408114 滝沢平(1)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字滝沢平　　　 平安 散布地

65 408115 滝沢平(2)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字滝沢平　　　 平安 散布地

65 408116 滝沢平(3)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408117 滝沢平(4)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408118 滝沢平(5)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(前) 散布地

65 408119 滝沢平(6)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(早) 散布地

65 408120 滝沢平(7)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文 散布地

65 408121 滝沢平(8)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(早) 散布地

65 408122 滝沢平(9)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字滝沢平　　　 不明 散布地

65 408123 滝沢平(10)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408124 滝沢平(11)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字滝沢平　　　 平安 散布地

65 408125 滝沢平(12)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408126 滝沢平(13)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408127 滝沢平(14)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408128 滝沢平(15)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408129 滝沢平(16)遺跡 ﾀｷｻﾜﾀｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字滝沢平　　　 縄文(後) 散布地

65 408130 中村道ノ下(1)遺跡 ﾅｶﾑﾗﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字中村道ノ下　 縄文(前)､平安 散布地

65 408131 中村道ノ下(2)遺跡 ﾅｶﾑﾗﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺﾆｲｾｷ 字中村道ノ下　 平安 散布地

65 408132 野田頭山(3)遺跡 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字野田頭山､字中村道ノ下､国有林　 縄文(前) 散布地

408133 欠番

65 408134 野田頭山(5)遺跡 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字野田頭山､国有林100林い 縄文(中･後) 集落跡

65 408135 熊堂遺跡 ｸﾏﾄﾞｳｲｾｷ 字熊堂　　　　 縄文､弥生､平安 散布地

65 408136 中村道ノ下(3)遺跡 ﾅｶﾑﾗﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字熊堂　　　　 縄文(中･後) 散布地

65 408137 中村道ノ下(4)遺跡 ﾅｶﾑﾗﾐﾁﾉｼﾓｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字熊堂　　　　 平安 散布地

65 408138 野田頭(2)遺跡 ﾉﾀﾞｶﾞｼﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字野田頭　　　　 縄文(中･後) 散布地

65 408139 野田尻遺跡 ﾉﾀﾞｼﾘｲｾｷ 字野田尻　　　　 平安 散布地

65 408140 沼添左ノ平(1)遺跡 ﾇﾏｿｴｻﾉﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字沼添左ノ平　 縄文(後)､平安 散布地

65 408141 浜台(1)遺跡 ﾊﾏﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字浜台　　　　 縄文(中･後)､弥生 散布地

65 408142 浜台(2)遺跡 ﾊﾏﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字浜台､国有林99林班ほ 縄文(中･後) 散布地

65 408143 浜台(3)遺跡 ﾊﾏﾀﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字浜台　　　　 縄文(早･前･中･後)､平安 散布地

65 408144 狼ノ沢(3)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字狼ノ沢　　　 縄文(後) 散布地

65 408145 狼ノ沢(4)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字狼ノ沢　　　 縄文(中･後)､平安 散布地

65 408146 狼ノ沢(5)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字狼ノ沢　　　 縄文(中･後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

65 408147 狼ノ沢(6)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字狼ノ沢　　　 縄文(後)､弥生､平安 散布地

65 408148 狼ノ沢(7)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字狼ノ沢　　　 縄文(前･中･後) 散布地

65 408149 狼ノ沢(8)遺跡 ｵｲﾉｻﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字狼ノ沢　　　 縄文(早)､平安 散布地

65 408150 山ノ神平遺跡 ﾔﾏﾉｶﾐﾀｲﾗｲｾｷ 字山ノ神平　　　 縄文(早･前)､平安 散布地

65 408151 田ノ沢(5)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字田ノ沢　　　　 縄文(前･後) 散布地

65 408152 田ノ沢(6)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字田ノ沢　　　　 縄文(中･後) 散布地

65 408153 後久保(1)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字後久保　　 縄文(後)､平安 散布地

65 408154 後久保(2)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字後久保　　 縄文(後) 散布地

65 408155 後久保(3)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字後久保　　 縄文(中･後)､弥生､平安 散布地

65 408156 後久保(4)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字後久保　　 縄文(前･中･後) 散布地

65 408157 後久保(5)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字後久保　　 縄文(早･後)､平安 散布地

65 408158 後久保(6)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字後久保　　 縄文(後) 散布地

65 408159 堤尻(1)遺跡 ﾂﾂﾐｼﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字堤尻　　　　 縄文(早･後)､平安 散布地

65 408160 堤尻(2)遺跡 ﾂﾂﾐｼﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 字堤尻　　　　 縄文(早)､平安 散布地

65 408161 堤尻(3)遺跡 ﾂﾂﾐｼﾞﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字堤尻　　　　 縄文 散布地

65 408162 堤尻(4)遺跡 ﾂﾂﾐｼﾞﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字堤尻　　　　 縄文(後)､平安 散布地

65 408163 舟ヶ沢(2)遺跡 ﾌﾈｶﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字舟ヶ沢　　　 縄文(後)､弥生､平安 散布地

65 408164 舟ヶ沢(3)遺跡 ﾌﾈｶﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字舟ヶ沢　　　 縄文(前) 散布地

65 408165 舟ヶ沢(4)遺跡 ﾌﾈｶﾞｻﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字舟ヶ沢　　　 縄文(前･後) 散布地

65 408166 舟ヶ沢(5)遺跡 ﾌﾈｶﾞｻﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字舟ヶ沢　　　 縄文(早･前)､平安 散布地

65 408167 後久保(7)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字後久保　　　 平安 散布地

65 408168 後久保(8)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ  字後久保　　　 平安 散布地

65 408169 後久保(9)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字後久保　　　 縄文(後) 散布地

65 408170 後久保(10)遺跡 ｳｼﾛｸﾎﾞｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字後久保　　　 縄文(前･後) 散布地

65 408171 日影林(2)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字日影林ノ上山　 縄文(後) 散布地

65 408172 日影林(3)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字日影林ノ上山　 平安 散布地

65 408173 日影林(4)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字日影林ノ上山　 縄文(後) 散布地

65 408174 日影林(5)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字日影林ノ上山　 縄文(中) 散布地

65 408175 日影林(6)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字日影林ノ上山　 縄文(前･中) 散布地

65 408176 日影林(7)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字日影林ノ上山　 縄文(後)､平安 散布地

65 408177 日影林(8)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字日影林ノ上山　 縄文(後) 散布地

64 408178 外蛯沢前平(2)遺跡 ｿﾄｴﾋﾞｻﾜﾏｴﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字外蛯沢前平　 平安 散布地

65 408179 田ノ沢川添(1)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶﾜｿﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字田ノ沢川添　　 縄文(前) 散布地

65 408180 田ノ沢川添(2)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶﾜｿﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字田ノ沢川添　　 縄文(後) 散布地

65 408181 田ノ沢川添(3)遺跡 ﾀﾉｻﾜｶﾜｿﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字田ノ沢川添　　 縄文(前･後) 散布地

65 408182 漆玉(1)遺跡 ｼｯﾀﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字漆玉　　　　　 縄文(後) 散布地

65 408183 土場(2)遺跡 ﾄﾞﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字土場　　　　　 縄文(前･中･後)､平安 散布地

65 408184 水尻(1)遺跡 ﾐｽﾞｼﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字水尻　　　　　 縄文(前･中･後)､平安 散布地

65 408185 素柄邸遺跡 ｽｶﾞﾗﾔｼｷｲｾｷ 字素柄邸　　　 縄文(後) 散布地

65 408186 往来ノ下(1)遺跡 ｵｵﾗｲﾉｼﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字往来ノ下　　 縄文(後) 散布地

65 408187 往来ノ下(2)遺跡 ｵｵﾗｲﾉｼﾓｶｯｺﾆｲｾｷ 字往来ノ下　　 縄文(早)､平安 散布地

65 408188 往来ノ上(1)遺跡 ｵｵﾗｲﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字往来ノ上　　 縄文(後)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

65 408189 往来ノ上(2)遺跡 ｵｵﾗｲﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 字往来ノ上　　 縄文(早)､平安 散布地

65 408190 鳥口平(6)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字鳥口平　　　 縄文(後)､平安 散布地

65 408191 鳥口平(7)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字鳥口平　　　 縄文(中･後) 散布地

65 408192 鳥口平(8)遺跡 ﾄﾘｸﾞﾁﾀｲｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字鳥口平 縄文(後)､平安 集落跡

65 408193 寺沢(1)遺跡 ﾃﾗｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字寺沢　　　　 縄文(早･後)､平安 散布地

65 408194 長久保(1)遺跡 ﾅｶﾞｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字長久保　　　　 縄文(中･後)､平安 散布地

65 408195 長久保(2)遺跡 ﾅｶﾞｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字長久保　　　　 平安 散布地

65 408196 蓼内久保(2)遺跡 ﾀﾃﾅｲｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字蓼内久保　　 縄文(後) 散布地

65 408197 蓼内久保(3)遺跡 ﾀﾃﾅｲｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字蓼内久保　　 弥生 散布地

408198 欠番

65 408199 大久保(2)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字大久保　　　 縄文(前･中･後) 散布地

65 408200 鶴ヶ崎(1)遺跡 ﾂﾙｶﾞｻｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字鶴ヶ崎　　　 縄文(後) 散布地

65 408201 古屋敷(1)遺跡 ﾌﾙﾔｼｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字古屋敷　　　　 平安 散布地

65 408202 古屋敷(2)遺跡 ﾌﾙﾔｼｷｶｯｺﾆｲｾｷ 字古屋敷　　　　 縄文(後)､弥生 散布地

65 408203 古屋敷(3)遺跡 ﾌﾙﾔｼｷｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字古屋敷　　　　 縄文(前) 散布地

65 408204 古屋敷(4)遺跡 ﾌﾙﾔｼｷｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字古屋敷　　　　 縄文(前) 散布地

65 408205 道ノ北(1)遺跡 ﾐﾁﾉｷﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字道ノ北　　　　 縄文 散布地

65 408206 上久保(1)遺跡 ｶﾐｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字上久保　　　　 縄文(後) 散布地

65 408207 鶴ヶ崎(2)遺跡 ﾂﾙｶﾞｻｷｶｯｺﾆｲｾｷ 字鶴ヶ崎　　　 縄文(前･後) 散布地

53 408208 細津橋ノ上(1)遺跡 ﾎｿﾂﾊｼﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字細津橋ノ上　　 平安 散布地

53 408209 細津橋ノ上(2)遺跡 ﾎｿﾂﾊｼﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 字細津橋ノ上　　 縄文(後) 散布地

53 408210 細津橋ノ上(3)遺跡 ﾎｿﾂﾊｼﾉｶﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字細津橋ノ上　　 縄文(後) 散布地

53 408211 細津橋ノ上(4)遺跡 ﾎｿﾂﾊｼﾉｶﾐｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字細津橋ノ上　　 縄文(後) 散布地

53 408212 細津橋ノ上(5)遺跡 ﾎｿﾂﾊｼﾉｶﾐｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字細津橋ノ上　　 縄文 散布地

65 408213 切左坂(1)遺跡 ｷﾘｻｻﾞｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字切左坂　　　 平安 散布地

65 408214 切左坂(2)遺跡 ｷﾘｻｻﾞｶｶｯｺﾆｲｾｷ 字切左坂　　　 平安 散布地

53 408215 五十嵐(1)遺跡 ｲｶﾞﾗｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字五十嵐　　　 縄文(早) 散布地

53 408216 五十嵐(2)遺跡 ｲｶﾞﾗｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字五十嵐　　　 縄文(中･後) 散布地

53 408217 五十嵐(3)遺跡 ｲｶﾞﾗｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字五十嵐　　　 縄文(中･後) 散布地

53 408218 五十嵐(4)遺跡 ｲｶﾞﾗｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字五十嵐　　　 縄文(中･後) 散布地

53 408219 五十嵐(5)遺跡 ｲｶﾞﾗｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字五十嵐　　　 縄文(中･後) 散布地

53 408220 ガス平(1)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早) 散布地

53 408221 ガス平(2)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

53 408222 ガス平(3)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後)､平安 散布地

53 408223 ガス平(4)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 弥生 散布地

53 408224 ガス平(5)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字ガス平　　　 弥生 散布地

43 408225 ガス平(6)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

43 408226 ガス平(7)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

43･53 408227 ガス平(8)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後･晩)､平安 散布地

43 408228 ガス平(9)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

42･43 408229 ガス平(10)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

53 408230 ガス平(11)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

53 408231 ガス平(12)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52･53 408232 ガス平(13)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 弥生 散布地

52 408233 ガス平(14)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早) 散布地

53 408234 ガス平(15)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52･53 408235 ガス平(16)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字ガス平　　　 平安 散布地

53 408236 ガス平(17)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52 408237 ガス平(18)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 不明 散布地

52 408238 ガス平(19)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早･前･中･後)､中世 散布地

52 408239 ガス平(20)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52 408240 ガス平(21)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52 408241 ガス平(22)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

42 408242 ガス平(23)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52 408243 ガス平(24)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早) 散布地

52 408244 ガス平(25)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字ガス平　　　 弥生 散布地

52 408245 ガス平(26)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後)､弥生 散布地

52 408246 ガス平(27)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後) 散布地

52 408247 ガス平(28)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文 散布地

52 408248 ガス平(29)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾆｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(後)､平安 散布地

52 408249 ガス平(30)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早･後) 散布地

52 408250 ガス平(31)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早) 散布地

52 408251 ガス平(32)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(早) 散布地

52 408252 ガス平(33)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 弥生 散布地

52 408253 ガス平(34)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字ガス平　　　 縄文(中･後) 散布地

53 408254 ガス平(35)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字ガス平　　　 平安､中世､近世 散布地

53 408255 淋代下山(1)遺跡 ｻﾋﾞｼﾛｼﾓﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字淋代下山 縄文(中･後) 散布地

53 408256 淋代下山(2)遺跡 ｻﾋﾞｼﾛｼﾓﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 字淋代下山　　　 縄文(早) 散布地

64 408257 夫雑原下山(1)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字夫雑原下山　 縄文(後) 散布地

64 408258 柳沢(1)遺跡 ﾔﾅｷﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字柳沢　　　　　 縄文(後) 散布地

64 408259 柳沢(2)遺跡 ﾔﾅｷﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字柳沢　　　　　 平安 散布地

64 408260 柳沢(3)遺跡 ﾔﾅｷﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字柳沢　　　　　 不明 散布地

64 408261 乙供(2)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺﾆｲｾｷ 字乙供　　　　 縄文 散布地

64 408262 乙供(3)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字乙供　　　　 縄文(後) 散布地

64 408263 乙供(4)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字乙供　　　　 平安 散布地

64 408264 乙供(5)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字乙供　　　　 平安 散布地

64 408265 乙供(6)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字乙供　　　　 縄文(後)､平安 散布地

64 408266 乙供(7)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字乙供　　　　 平安 散布地

64 408267 乙供(8)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字乙供　　　　 平安 散布地

64 408268 乙供(9)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字乙供　　　　 平安 散布地

64 408269 赤川道(1)遺跡 ｱｶｶﾞﾜﾐﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字乙供　　　　 縄文(前･後)､平安 散布地

64 408270 大沢(2)遺跡 ｵｵｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字大沢　　　　　 縄文 散布地

65 408271 大久保(3)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字大久保 縄文(前･後)､平安 散布地

65 408272 浜台(4)遺跡 ﾊﾏﾀﾞｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字浜台 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

65 408273 日影林(9)遺跡 ﾋｶｹﾞﾊﾔｼｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字日影林ノ上山 縄文(後) 散布地

52 408274 西の沢(1)遺跡 ﾆｼﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字西ノ沢､国有林 縄文(後) 散布地

408275 欠番

64 408276 塔ノ沢山(2)遺跡 ﾄｳﾉｻﾜﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 字塔ノ沢山､国有林 縄文(早･中･後･晩)､弥生､近代 散布地

52 408277 横沢山(3)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字横沢､国有林 縄文 散布地

52 408278 横沢山(4)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字横沢頭 縄文(前) 散布地

52 408279 横沢山(5)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字横沢頭 縄文(後) 散布地

52 408280 横沢山(6)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字横沢 縄文(早) 散布地

52 408281 横沢山(7)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字横沢山 平安 散布地

64 408282 横沢山(8)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字横沢山 縄文 散布地

64 408283 横沢山(9)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字横沢山 不明 散布地

64 408284 横沢山(10)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字横沢山 縄文(後) 散布地

52 408285 姥沢遺跡 ｳﾊﾞｻﾜｲｾｷ 字姥沢 不明 散布地

52 408286 数牛(1)遺跡 ｶｿｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字数牛 縄文(早･後)､平安 散布地

52 408287 数牛(2)遺跡 ｶｿｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字数牛 縄文(早･後) 散布地

52 408288 数牛(3)遺跡 ｶｿｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字数牛 縄文(後) 散布地

52 408289 数牛(4)遺跡 ｶｿｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字数牛 縄文(後) 散布地

52 408290 淋代(1)遺跡 ｻﾋﾞｼﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字淋代､国有林 縄文(早･後)､奈良､平安 散布地

52 408291 淋代(2)遺跡 ｻﾋﾞｼﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 字淋代､国有林 縄文(早) 散布地

53 408292 淋代下山(3)遺跡 ｻﾋﾞｼﾛｼﾓﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字淋代下山､国有林 弥生 散布地

52 408293 ガス平(36)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｲｾｷ 字ガス平 縄文(早) 散布地

52 408294 ガス平(37)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｲｾｷ 字ガス平 縄文(後) 散布地

52 408295 ガス平(38)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｲｾｷ 字ガス平 縄文(後) 散布地

52 408296 ガス平(39)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｲｾｷ 字ガス平 奈良､平安 散布地

52 408297 ガス平(40)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｲｾｷ 字ガス平 縄文(早) 散布地

52 408298 ガス平(41)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字ガス平 奈良､平安 散布地

52 408299 ガス平(42)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字ガス平 縄文(後)､平安 散布地

52 408300 ガス平(43)遺跡 ｶﾞｽﾀｲｶｯｺﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字ガス平 縄文(早･後)､奈良､平安 散布地

52 408301 空久保(1)遺跡 ｱｷｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字空久保､国有林 縄文 散布地

52 408302 空久保(2)遺跡 ｱｷｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 字空久保､国有林 縄文(後) 散布地

64･65 408303 萌出(1)遺跡 ﾓﾀﾞｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字萌出道ノ下 奈良､平安 散布地

65 408304 萌出(2)遺跡 ﾓﾀﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 字萌出道ノ下 奈良､平安 散布地､集落跡

65 408305 萌出(3)遺跡 ﾓﾀﾞｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字萌出道ノ下 縄文(早)､奈良､平安 散布地

65 408306 萌出(4)遺跡 ﾓﾀﾞｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字萌出道ノ下 弥生､奈良､平安 散布地

53 408307 細津(3)遺跡 ﾎｿﾂｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字萌出道ノ下 奈良､平安 散布地

64 408308 枋木遺跡 ｺﾎﾞﾉｷｲｾｷ 字枋木 平安､中世 散布地

64 408309 寒水下モ(1)遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｼﾓｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字寒水下モ 縄文(中･後) 散布地

64 408310 寒水下モ(2)遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｼﾓｶｯｺﾆｲｾｷ 字寒水下モ 縄文(後) 散布地

65 408311 乙部道ノ上(2)遺跡 ｵﾄﾍﾞﾐﾁﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 字乙部道ノ上 縄文(後) 散布地

65 408312 乙部道ノ上(3)遺跡 ｵﾄﾍﾞﾐﾁﾉｶﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字乙部道ノ上 縄文､弥生､平安 散布地

65 408313 保戸沢家ノ後(3)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 縄文(後) 散布地

64 408314 保戸沢家ノ後(4)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

64 408315 保戸沢家ノ後(5)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 平安､中世 散布地

64 408316 保戸沢家ノ後(7)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 弥生 散布地

64 408317 保戸沢家ノ後(8)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 縄文(後) 散布地

64 408318 保戸沢家ノ後(9)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 縄文 散布地

64 408319 保戸沢家ノ後(10)遺跡 ﾎﾄﾞｻﾜｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字保戸沢家ノ後 縄文､平安 散布地

64 408320 栗山添(1)遺跡 ｸﾘﾔﾏｿﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字栗山添 縄文(後) 散布地

64 408321 栗山添(2)遺跡 ｸﾘﾔﾏｿﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字栗山添 奈良､平安 散布地

64 408322 栗山添(3)遺跡 ｸﾘﾔﾏｿﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字栗山添 縄文(後) 散布地

64 408323 栗山添(4)遺跡 ｸﾘﾔﾏｿﾞｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字栗山添 縄文(早) 散布地

64 408324 大沢(3)遺跡 ｵｵｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字大沢 弥生 散布地

64 408325 堤端遺跡 ﾂﾂﾐﾊﾀｲｾｷ 字堤端 平安､中世 散布地

64 408326 千曳下山(1)遺跡 ﾁﾋﾞｷｼﾓﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字千曳下山 縄文(後) 散布地

64 408327 千曳下山(2)遺跡 ﾁﾋﾞｷｼﾓﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 字千曳下山 縄文(後) 散布地

64 408328 夫雑原(1)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408329 夫雑原(2)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字夫雑原 弥生 散布地

64 408330 夫雑原(3)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後)､弥生 散布地

64 408331 夫雑原(4)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408332 夫雑原(5)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408333 夫雑原(6)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408334 夫雑原(7)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字夫雑原 縄文(早･後)､平安 散布地

64 408335 夫雑原(8)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408336 夫雑原(9)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408337 夫雑原(10)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408338 夫雑原(11)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408339 夫雑原(12)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408340 夫雑原(13)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408341 夫雑原(14)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｼﾞｭｳﾖﾝｲｾｷ 字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408342 夫雑原(15)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｶｯｺｼﾞｭｳｺﾞｲｾｷ 字夫雑原 弥生 散布地

64 408343 向平(3)遺跡 ﾑｶｲﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字向平 縄文(早) 散布地

64 408344 向平(4)遺跡 ﾑｶｲﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字向平 弥生 散布地

64 408345 向平(5)遺跡 ﾑｶｲﾀｲｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字向平 弥生 散布地

64 408346 石文(2)遺跡 ｲｼﾌﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 字石文 縄文(後)､平安 散布地

64 408347 篠内平(1)遺跡 ｼﾉﾅｲﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字篠内平 縄文(後･晩) 散布地

64 408348 篠内平(2)遺跡 ｼﾉﾅｲﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字篠内平 不明 散布地

64 408349 大平(1)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

64 408350 大平(2)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

64 408351 大平(3)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字大平 縄文 散布地

64 408352 大平(4)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

64 408353 大平(5)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字大平 縄文(後)､平安 散布地

64 408354 大平(6)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字大平 縄文(後)､平安 散布地

64 408355 大平(7)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

64 408356 大平(8)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地
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64 408357 大平(9)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

64 408358 大平(10)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

64 408359 大平(11)遺跡 ｵｵﾀﾞｲﾗｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字大平 縄文(後) 散布地

63 408360 清水目向遺跡 ｼﾐｽﾞﾒﾑｶｲｲｾｷ 字清水目向､国有林 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､平安 散布地

63 408361 林ノ下(1)遺跡 ﾊﾔｼﾉｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字林ノ下､字湯田平 平安 散布地

63 408362 林ノ下(2)遺跡 ﾊﾔｼﾉｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字林ノ下､字湯田平 平安､中世 散布地

63 408363 林ノ下(3)遺跡 ﾊﾔｼﾉｼﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字清水目､字湯田平 縄文(後)､平安 散布地

63 408364 添ノ沢(1)遺跡 ｿｴﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字添ノ沢 平安 散布地

63 408365 添ノ沢(2)遺跡 ｿｴﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字添ノ沢 縄文(後)､平安 散布地

51･52 408366 山添(2)遺跡 ﾔﾏｿﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字山添､字家ノ前 縄文(中) 散布地

51 408367 山添(3)遺跡 ﾔﾏｿﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字山添 縄文(後) 散布地

51･63 408368 山添(4)遺跡 ﾔﾏｿﾞｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字山添､字湯田平 縄文(晩) 散布地

63 408369 湯田平(1)遺跡 ﾕﾀﾞﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字湯田平 縄文 散布地

51･63 408370 家ノ前遺跡 ｲｴﾉﾏｴｲｾｷ 字山添 縄文(晩)､平安 散布地

52･64 408371 湯沢(1)遺跡 ﾕｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字湯沢 縄文(後) 散布地

52 408372 湯沢(2)遺跡 ﾕｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字湯沢 縄文(後) 散布地

64 408373 湯沢平遺跡 ﾕｻﾞﾜﾀｲﾗｲｾｷ 字湯沢平 平安 散布地

64 408374 下板橋遺跡 ｼﾓｲﾀﾊﾞｼｲｾｷ 字下板橋 縄文(早･後) 散布地

64 408375 塔ノ沢山(3)遺跡 ﾄｳﾉｻﾜﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字塔ノ沢山 縄文 散布地

64 408376 家ノ下タ(2)遺跡 ｲｴﾉｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 字家ノ下タ 縄文(晩) 散布地

63 408377 川迎(1)遺跡 ｶﾜﾑｶｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字川迎 縄文(後) 散布地

63 408378 川迎(2)遺跡 ｶﾜﾑｶｴｶｯｺﾆｲｾｷ 字川迎 縄文(後)､平安 散布地

63 408379 川迎(3)遺跡 ｶﾜﾑｶｴｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字川迎 平安 散布地

64 408380 大籏屋(2)遺跡 ｵｵﾊﾀﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 字大籏屋 縄文(後) 散布地

64 408381 夫雑原下山(3)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408382 夫雑原下山(4)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字夫雑原下山 弥生 散布地

64 408383 夫雑原下山(5)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408384 夫雑原下山(6)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408385 夫雑原下山(7)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408386 夫雑原下山(8)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408387 夫雑原下山(9)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408388 夫雑原下山(10)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後･晩)､弥生､奈良､平安 散布地

64 408389 夫雑原下山(11)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 字夫雑原下山 弥生 散布地

52 408390 夫雑原下山(12)遺跡 ﾌｿﾞｳﾊﾗｼﾓﾔﾏｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 字夫雑原下山 縄文(後) 散布地

64 408391 袖ノ沢遺跡 ｿﾃﾞﾉｻﾜｲｾｷ 字袖ノ沢､字夫雑原 縄文(後) 散布地

64 408392 家ノ下モ遺跡 ｲｴﾉｼﾓｲｾｷ 字家ノ下モ 平安､中世 散布地

52･64 408393 大久保平遺跡 ｵｵｸﾎﾞﾀｲｲｾｷ 字大久保平､国有林 縄文(後) 散布地

52 408394 大向(2)遺跡 ｵｵﾑｶｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字大向､字坂下､字長者久保 縄文(後)､弥生 散布地

64 408395 石坂遺跡 ｲｼｻﾞｶｲｾｷ 字石坂 縄文(後) 散布地

63 408396 堰向遺跡 ｾｷﾑｶｲｲｾｷ 字堰向､字上清水目 縄文(後･晩)､平安 散布地

64 408397 塔ノ沢山(4)遺跡 ﾄｳﾉｻﾜﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 字塔ノ沢山 縄文 散布地

64 408398 外蛯沢前平(3)遺跡 ｿﾄｴﾋﾞｻﾜﾏｴﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 字外蛯沢前平 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

64 408399 乙供(10)遺跡 ｵｯﾄﾓｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 字乙供 縄文(後)､平安 散布地

64 408400 塔ノ沢山(5)遺跡 ﾄｳﾉｻﾜﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 字上畑 不明 散布地

51･52 408401 湯田平(2)遺跡 ﾕﾀﾞﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 字湯田平 縄文､平安 散布地

52 408402 西の沢(2)遺跡 ﾆｼﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字西ノ沢 縄文(中･後) 散布地

77 408403 手長遺跡 ﾃﾅｶﾞｲｾｷ 大字上野字手長 縄文 散布地

53･65 408404 小川原湖(5)遺跡 ｵｶﾞﾜﾗｺｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字大浦字小川原湖 縄文(早･前･後) 散布地

六　ヶ　所　村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

53 411001 唐貝地貝塚 ｶﾗｶｲﾁｶｲﾂﾞｶ 大字倉内字唐貝地 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 貝塚

53 411002 坊主沢遺跡 ﾎﾞｳｽﾞｻﾞﾜｲｾｷ 大字平沼字二階坂 縄文(早･前･後) 散布地

53 411003 ハブ道遺跡 ﾊﾌﾞﾐﾁｲｾｷ 大字倉内字道ノ下 縄文(中)､平安 散布地､集落跡

53 411004 鷹ノ巣沢堤遺跡 ﾀｶﾉｽｻﾞﾜﾂﾂﾐｲｾｷ 大字倉内字道ノ下 縄文(中･後) 散布地

53 411005 二階坂遺跡 ﾆｶｲｻﾞｶｲｾｷ 大字平沼字二階坂 縄文(中･晩) 散布地

53 411006 八森遺跡 ﾊﾁﾓﾘｲｾｷ 大字平沼字追舘 縄文(中)､平安 散布地､集落跡

53 411007 遠市遺跡 ﾄｵｲﾁｲｾｷ 大字平沼字田面木 縄文(中･後) 散布地

53 411008 平沼北堤遺跡 ﾋﾗﾇﾏｷﾀﾂﾂﾐｲｾｷ 大字平沼字追舘 縄文(前･中･後)､弥生､平安 散布地､集落跡

43 411009 老部川(1)遺跡 ｵｲｯﾍﾟｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字猿子沢 縄文(後)､平安 散布地

34･35 411010 石川遺跡 ｲｼｶﾜｲｾｷ 大字出戸字柵沢 縄文(中･後･晩)､弥生 散布地

30 411011 大穴洞窟遺跡 ｵｵｱﾅﾄﾞｳｸﾂｲｾｷ 大字泊字村ノ内 奈良､平安 集落跡､墳墓

53 411012 湯の沢遺跡 ﾕﾉｻﾜｲｾｷ 大字平沼字田面木 縄文､奈良､平安 散布地

43 411013 上尾駮(1)遺跡 ｶﾐｵﾌﾞﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(早･前･中･後)､弥生､平安 集落跡

53 411014 金堀沢遺跡 ｶﾅﾎﾘｻﾞﾜｲｾｷ 大字倉内字唐貝地 縄文(中･後)､奈良､平安 散布地

53 411015 中志(1)貝塚 ﾁｭｳｼｶｯｺｲﾁｶｲﾂﾞｶ 大字倉内字家ノ上 縄文(前･中) 貝塚

53 411016 中志(2)貝塚 ﾁｭｳｼｶｯｺﾆｶｲﾂﾞｶ 大字倉内字家ノ上 縄文 貝塚

30 411017 鷹の巣遺跡 ﾀｶﾉｽｲｾｷ 大字泊字焼山 縄文 配石遺構

54 411018 米内山遺跡 ﾖﾅｲﾔﾏｲｾｷ 大字平沼字道ノ上 縄文(中) 散布地

43･44 411019 表舘(1)遺跡 ｵﾓﾃﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字発茶沢 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

53 411020 湯の沢(1)遺跡 ﾕﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉内字湯ノ沢 縄文(早･前･後) 散布地､貝塚

53 411021 中志舘遺跡 ﾁｭｳｼﾀﾞﾃｲｾｷ 大字倉内字家ノ上 奈良､平安 集落跡､城館跡

53 411022 六原(1)遺跡 ﾛｸﾊﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(中･後) 散布地､貝塚

53 411023 六原(2)遺跡 ﾛｸﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(晩) 散布地

53 411024 六原(3)遺跡 ﾛｸﾊﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 弥生 散布地

53 411025 六原(4)遺跡 ﾛｸﾊﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(前･中･後)､平安 散布地

53 411026 六原(5)遺跡 ﾛｸﾊﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(中･後) 散布地

411027 欠番

53 411028 田面木沼貝塚 ﾀﾓｷﾞﾇﾏｶｲﾂﾞｶ 大字平沼字田面木 縄文(早･中･後) 貝塚

54 411029 市柳浜遺跡 ｲﾁﾔﾅｷﾞﾊﾏｲｾｷ 大字平沼字道ノ下 縄文(晩)､弥生､奈良､平安 散布地

53 411030 市柳沼遺跡 ｲﾁﾔﾅｷﾞﾇﾏｲｾｷ 大字平沼字追舘 縄文 散布地

53 411031 平沼遺跡 ﾋﾗﾇﾏｲｾｷ 大字平沼字二階坂 縄文(後) 散布地

53 411032 幸畑(1)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(早･後) 集落跡

53 411033 幸畑(2)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(前) 貝塚



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

53 411034 幸畑(3)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(早･後) 集落跡

53 411035 幸畑(4)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(中･後) 散布地

53 411036 幸畑(5)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(前･後) 散布地

43･53 411037 幸畑(6)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(後) 散布地

43 411038 鷹架貝塚 ﾀｶﾎｺｶｲﾂﾞｶ 大字鷹架字道ノ下 縄文(晩)､近世 貝塚

43 411039 発茶沢(1)遺跡 ﾊｯﾁｬｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字発茶沢 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 集落跡

43 411040 弥栄平(1)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字表舘 縄文(中･後) 集落跡

43 411041 戸鎖(1)遺跡 ﾄｸｻﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字久保ノ内 縄文(中･晩) 散布地

43 411042 戸鎖館跡 ﾄｸｻﾘﾀﾞﾃｱﾄ 大字鷹架字久保ノ内 奈良､平安 集落跡､城館跡

43 411043 戸鎖竪穴遺跡 ﾄｸｻﾘﾀﾃｱﾅｲｾｷ 大字鷹架字久保ノ内 奈良､平安 集落跡

43 411044 戸鎖(2)遺跡 ﾄｸｻﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鷹架字内子内 縄文(前･中･後) 散布地

43 411045 鷹架沼南貝塚 ﾀｶﾎｺﾇﾏﾐﾅﾐｶｲﾂﾞｶ 大字鷹架字道ノ上 縄文 貝塚

43 411046 鷹架沼竪穴遺跡 ﾀｶﾎｺﾇﾏﾀﾃｱﾅｲｾｷ 大字鷹架字道ノ上 平安､中世 集落跡､城館跡

43 411047 室ノ久保(1)遺跡 ﾑﾛﾉｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字向田 縄文(前･中) 散布地

43 411048 富ノ沢(1)遺跡 ﾄﾐﾉｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(早･前･中･後) 集落跡

43 411049 富ノ沢(2)遺跡 ﾄﾐﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(早･中･後･晩)､弥生 集落跡

34･35 411050 出戸遺跡 ﾃﾞﾄｲｾｷ 大字出戸字棚沢 縄文(後) 散布地

35 411051 北川沢遺跡 ｷﾀｶﾜｻﾞﾜｲｾｷ 大字泊字川原 縄文(前･中･後) 散布地

35 411052 馬門遺跡 ﾏｶﾄﾞｲｾｷ 大字泊字川原 縄文(後)､弥生､平安 散布地

30 411053 泊(1)遺跡 ﾄﾏﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字泊字川原 縄文(前･中) 散布地

30 411054 中山崎遺跡 ﾅｶﾔﾏｻﾞｷｲｾｷ 大字泊字焼山 縄文(前･中)､奈良､平安 散布地

43 411055 老部川貝塚 ｵｲｯﾍﾟｶﾞﾜｶｲﾂﾞｶ 大字尾駮字猿子沢 縄文 貝塚

43 411056 老部川製鉄遺跡 ｵｲｯﾍﾟｶﾞﾜｾｲﾃﾂｲｾｷ 大字尾駮字猿子沢 奈良､平安 製鉄跡

43 411057 弥栄平(2)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字表舘 縄文(後)､奈良､平安 集落跡

43 411058 尾駮沼西岸遺跡 ｵﾌﾞﾁﾇﾏｾｲｶﾞﾝｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文 散布地

30 411059 泊(2)遺跡 ﾄﾏﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字泊字焼山 縄文(前･後) 散布地

30 411060 泊(3)遺跡 ﾄﾏﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字泊字焼山 縄文(後) 散布地

30 411061 泊(4)遺跡 ﾄﾏﾘｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字泊字焼山 縄文(後･晩) 散布地

30 411062 泊山遺跡 ﾄﾏﾘﾔﾏｲｾｷ 大字泊字泊山 縄文(前･後･晩)､奈良､平安 散布地

53 411063 湯の沢(2)遺跡 ﾕﾉｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字湯ノ沢 縄文(中･後) 散布地

43 411064 弥栄平(3)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尾駮字表舘 縄文(早･前･中･後) 散布地

43 411065 弥栄平(4)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文､奈良､平安 集落跡

53 411066 千歳(1)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411067 千歳(2)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411068 千歳(3)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411069 千歳(4)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(早･前･後) 散布地

53 411070 千歳(5)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地

53 411071 千歳(6)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411072 千歳(7)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411073 千歳(8)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地

53 411074 千歳(9)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地

53 411075 千歳(10)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地
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53 411076 千歳(11)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地

53 411077 千歳(13)遺跡 ﾁﾄｾｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(早･前･後)､弥生 散布地

53 411078 睦栄(1)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(後) 散布地

53 411079 睦栄(2)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(早) 散布地

53 411080 睦栄(3)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411081 睦栄(4)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411082 睦栄(5)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地

53 411083 睦栄(6)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(早) 散布地

53 411084 睦栄(7)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文 散布地

53 411085 睦栄(8)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411086 睦栄(9)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411087 睦栄(10)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(前･中･後)､奈良､平安 散布地

53 411088 睦栄(11)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(中･後) 散布地

53 411089 睦栄(12)遺跡 ﾑﾂｻｶｴｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(早･後) 散布地

53 411090 庄内(1)遺跡 ｼｮｳﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(早･中･後) 散布地

53 411091 庄内(2)遺跡 ｼｮｳﾅｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(早･後)､平安 散布地

53 411092 庄内(3)遺跡 ｼｮｳﾅｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(後) 散布地

53 411093 庄内(4)遺跡 ｼｮｳﾅｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文(早) 散布地

53 411094 芋ヶ崎(1)遺跡 ｲﾓｶﾞｻｷｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉内字笹崎 縄文(早･後) 散布地

53 411095 田面木沼遺跡 ﾀﾓｷﾞﾇﾏｲｾｷ 大字平沼字追舘 縄文(早･前･後) 散布地

43 411096 家ノ前遺跡 ｲｴﾉﾏｴｲｾｷ 大字尾駮字家ノ前 縄文(早･前･後)､弥生､奈良､平安 散布地

53 411097 追舘(1)遺跡 ｵｯﾀﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字平沼字追舘 縄文(後) 散布地

53 411098 追舘(2)遺跡 ｵｯﾀﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字平沼字追舘 縄文(後) 散布地､貝塚

43 411099 大石平(1)遺跡 ｵｵｲｼﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字野附 縄文(早･前･中･後)､弥生 集落跡

43 411100 大石平(2)遺跡 ｵｵｲｼﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字野附 縄文(早･前･中･後)､弥生 散布地

43 411101 尾駮遺跡 ｵﾌﾞﾁｲｾｷ 大字尾駮字野附 縄文(晩) 散布地

43 411102 上尾駮(2)遺跡 ｶﾐｵﾌﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(早･前･中･後)､弥生､平安 集落跡

43 411103 沖附(1)遺跡 ｵｷﾂﾞｹｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字沖附 縄文､弥生､奈良､平安 集落跡

43 411104 沖附(2)遺跡 ｵｷﾂﾞｹｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字沖附 縄文(中･後) 集落跡

43 411105 発茶沢(2)遺跡 ﾊｯﾁｬｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鷹架字発茶沢 縄文(早･中･後)､平安 集落跡

43 411106 沖附(3)遺跡 ｵｷﾂﾞｹｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尾駮字沖附 不明 散布地

53 411107 新納屋(1)遺跡 ｼﾝﾅﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(早･後) 散布地

43 411108 上弥栄平遺跡 ｶﾐｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字尾駮字上弥栄 縄文(早) 散布地

44 411109 新納屋(2)遺跡 ｼﾝﾅﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(早･後) 散布地､集落跡

43 411110 室ノ久保(2)遺跡 ﾑﾛﾉｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(中) 集落跡

43 411111 家ノ後(1)遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尾駮字家ノ後 不明 散布地

43 411112 室ノ久保(3)遺跡 ﾑﾛﾉｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尾駮字家ノ後 縄文､奈良､平安 散布地

43 411113 久保遺跡 ｸﾎﾞｲｾｷ 大字尾駮字久保 不明 散布地

43 411114 家ノ後(2)遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字家ノ後 不明 散布地

43･44 411115 鷹架遺跡 ﾀｶﾎｺｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡

43 411116 弥栄平(5)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(前･中･後) 散布地

43 411117 千樽遺跡 ｾﾝﾀﾙｲｾｷ 大字鷹架字千樽 奈良､平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

43 411118 老部川(2)遺跡 ｵｲｯﾍﾟｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尾駮字猿子沢 奈良､平安 散布地

53 411119 安倍館跡 ｱﾍﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字倉内字前谷地 平安､中世 城館跡

43 411120 幸畑(7)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字鷹架字道ノ上 旧石器､縄文(早･前･中･後) 散布地

43 411121 幸畑(9)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字鷹架字道ノ上 縄文(早･中･後) 散布地

43 411122 幸畑(10)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文(早･中･後) 散布地

53 411123 倉内北堤遺跡 ｸﾗｳﾁｷﾀﾂﾂﾐｲｾｷ 大字倉内字道ノ下 縄文(後) 散布地

43 411124 発茶沢貝塚 ﾊｯﾁｬｻﾞﾜｶｲﾂﾞｶ 大字鷹架字発茶沢 縄文 貝塚

53 411125 内沼蝦夷館 ｳﾁﾇﾏｴｿﾞﾀﾞﾃ 大字倉内字芋ヶ崎 奈良､平安､中世 集落跡､城館跡

43 411126 表舘(2)遺跡 ｵﾓﾃﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鷹架字発茶沢 縄文(後)､弥生､平安 集落跡

43 411127 弥栄平(6)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字尾駮字表舘 縄文(中･後)､平安 散布地

43 411128 弥栄平(7)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(早) 散布地

43 411129 弥栄平(8)遺跡 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字鷹架字発茶沢 縄文(後) 散布地

43 411130 富ノ沢(3)遺跡 ﾄﾐﾉｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尾駮字上尾駮 縄文(中) 散布地

53 411131 久保一里塚 ｸﾎﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字平沼字久保 近世 一里塚

54 411132 道ノ下一里塚 ﾐﾁﾉｼﾓｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字平沼字道ノ上 近世 一里塚

53 411133 唐貝地遺跡 ｶﾗｶｲﾁｲｾｷ 大字倉内字唐貝地 縄文(中)､平安 散布地

53 411134 幸畑(8)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文 散布地

43 411135 幸畑(11)遺跡 ｺｳﾊﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字鷹架字道ノ下 縄文 散布地

43 411136 内子内遺跡 ｳﾁｺﾅｲｲｾｷ 大字鷹架字内子内 縄文(後) 散布地

43 411137 家ノ後(3)遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尾鮫字家ノ後 縄文(後) 散布地

43 411138 家ノ後(4)遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字尾鮫字家ノ後 縄文(後) 散布地

43 411139 家ノ後(5)遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字尾鮫字家ノ後 縄文(後) 散布地

43 411140 家ノ後(6)遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字尾鮫字家ノ後 平安 散布地

42 411141 千樽(2)遺跡 ｾﾝﾀﾙｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鷹架字千樽 縄文 散布地

53 411142 芋ヶ崎(2)遺跡 ｲﾓｶﾞｻｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字芋ヶ崎 縄文 散布地

53 411143 唐貝地(2)遺跡 ｶﾗｶｲﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉内字唐貝地 平安 散布地

53 411144 唐貝地(3)遺跡 ｶﾗｶｲﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉内字唐貝地､字谷地通 縄文(前) 散布地

53 411145 倉内道ノ上遺跡 ｸﾗｳﾁﾐﾁﾉｶﾐｲｾｷ 大字倉内字道ノ上 縄文(前) 散布地

30 411146 泊(5)遺跡 ﾄﾏﾘｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字泊字川原 縄文(前･中) 散布地

30 411147 泊(6)遺跡 ﾄﾏﾘｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字泊字川原 縄文(前･中) 散布地

43 411148 表舘(3)遺跡 ｵﾓﾃﾀﾞﾃｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尾駮字表舘 縄文 散布地

53 411149 家ノ上遺跡 ｲｴﾉｶﾐｲｾｷ 大字倉内字家ノ上 縄文 集落跡

53 411150 平沼貝塚 ﾋﾗﾇﾏｶｲﾂﾞｶ 大字平沼字追舘 縄文(中) 貝塚

おいらせ町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

92 412001 館越館 ﾀﾃｺｼﾀﾞﾃ 沼端 平安 城館跡

92 412002 沼端遺跡 ﾇﾏﾊﾀｲｾｷ 松原 奈良 城館跡

92 412003 銀行山(1)遺跡 ｷﾞﾝｺｳﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 沼端 縄文(早･晩)､弥生､奈良､平安 散布地

92 412004 千刈田遺跡 ｾﾝｶﾞﾘﾀﾞｲｾｷ 千刈田 縄文(晩)､平安 散布地

92 412005 東下谷地(1)遺跡 ﾋｶﾞｼｼﾓﾔﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 内山平 奈良 集落跡

92 412006 日ケ久保貝塚 ﾋｶﾞｸﾎﾞｶｲﾂﾞｶ 沼端 縄文(早)､平安 集落跡､貝塚



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

79 412007 向平遺跡 ﾑｶｲﾀｲｲｾｷ 向平 縄文(早･前･中･後･晩) 散布地

92 412008 銀行山(2)遺跡 ｷﾞﾝｺｳﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 沼端 縄文(早･前) 散布地

92 412009 東下谷地(2)遺跡 ﾋｶﾞｼｼﾓﾔﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 東下谷地 奈良 散布地

92 412010 下谷地(3)遺跡 ｼﾓﾔﾁｶｯｺｻﾝｲｾｷ 東下谷地 縄文(前･中･晩)､奈良 散布地､集落跡

92 412011 百石幼稚園遺跡 ﾓﾓｲｼﾖｳﾁｴﾝｲｾｷ 沼端 縄文(早) 散布地

92 412012 沼端貝塚 ﾇﾏﾊﾀｶｲﾂﾞｶ 沼端 縄文(早) 貝塚

92 412013 根岸遺跡 ﾈｷﾞｼｲｾｷ 東下谷地 奈良 集落跡

91･92 412014 向山(1)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 向山 奈良､平安 散布地､集落跡

91 412015 向山(2)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 向山 平安 散布地

91 412016 向山(3)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 向山 平安 散布地

92 412017 十三森(1)遺跡 ｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 阿光坊 縄文､奈良､平安 墳墓

92 412018 天神山遺跡 ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏｲｾｷ 阿光坊 奈良､平安 集落跡､墳墓 史跡

92 412019 下谷地(1)遺跡 ｼﾓﾔﾁｶｯｺｲﾁｲｾｷ 向山東 縄文(早･前･後)､平安 集落跡

91 412020 ふくべ(1)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 瓢 縄文(早･前･晩)､平安 散布地

91 412021 ふくべ(2)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 瓢 奈良､平安 製鉄跡

91 412022 ふくべ(3)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 瓢､阿光坊､神明前 縄文､奈良､平安 集落跡

91 412023 神明前遺跡 ｼﾝﾒｲﾏｴｲｾｷ 神明前 縄文(早･前) 散布地

91 412024 チョツチョウ坊塚墳墓 ﾁｮﾂﾁｮｳﾎﾞｳﾂﾞｶﾌﾝﾎﾞ 洗平 不明 墳墓

91 412025 洗平(1)遺跡 ｱﾗｲﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 洗平 縄文(早･中･後)､平安 散布地

91 412026 洗平(2)遺跡 ｱﾗｲﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 洗平 縄文(中) 散布地

91 412027 ふくべ(4)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 瓢 縄文､弥生､奈良､平安 散布地､集落跡

91 412028 柴山(1)遺跡 ｼﾊﾞﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 瓢 平安 散布地

412029 欠番

91 412030 ふくべ(7)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 瓢 奈良､平安 散布地

91 412031 ふくべ(8)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 瓢 奈良､平安 散布地

91 412032 ふくべ(9)遺跡 ﾌｸﾍﾞｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 瓢 奈良､平安 散布地

92 412033 下谷地(2)遺跡 ｼﾓﾔﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 西下谷地 縄文(後･晩) 散布地

92 412034 立蛇(1)遺跡 ﾀﾁｼﾞｬｶｯｺｲﾁｲｾｷ 立蛇 奈良 散布地

92 412035 立蛇(2)遺跡 ﾀﾁｼﾞｬｶｯｺﾆｲｾｷ 立蛇､中下田､西前川原 縄文(後)､弥生､奈良､平安 集落跡

91 412036 下田館 ｼﾓﾀﾞﾀﾞﾃ 舘越 中世､近世 城館跡

92 412037 古館 ﾌﾙﾀﾞﾃ 舘越 中世 城館跡

92 412038 阿光坊遺跡 ｱｺｳﾎﾞｳｲｾｷ 阿光坊 奈良､平安 墳墓 史跡

92 412039 中野平遺跡 ﾅｶﾉﾀｲｲｾｷ 中平下長根山 縄文(早･前･中･後)､奈良､平安 集落跡

92 412040 向山(4)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 山崎 縄文､奈良､平安 集落跡

92 412041 木ノ下一里塚 ｷﾉｼﾀｲﾁﾘﾂﾞｶ 浜道 近世 一里塚

92 412042 向山(5)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 向山 縄文(早) 散布地

92 412043 向山(6)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 向山 平安 集落跡

92 412044 十三森(2)遺跡 ｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 阿光坊 奈良､平安 墳墓 史跡

91･92 412045 向山(7)遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 向山 奈良､平安 集落跡､墳墓

大　間　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

2 423001 材木遺跡 ｻﾞｲﾓｸｲｾｷ 大字奥戸字材木川目 縄文(後) 散布地

2 423002 小川代遺跡 ｵｶﾞﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大字奥戸字小川代 縄文(後)､平安 配石遺構

2 423003 焼畑(1)遺跡 ﾔｹﾊﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥戸字焼畑 縄文(後)､弥生 散布地

2 423004 奥戸遺跡 ｵｺｯﾍﾟｲｾｷ 大字奥戸字奥戸村 縄文(晩) 散布地

1 423005 大間遺跡 ｵｵﾏｲｾｷ 大字大間字大間 弥生､平安 散布地､貝塚

1 423006 冷水遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞｲｾｷ 大字大間字冷水 縄文(前･後･晩)､弥生 散布地

1 423007 割石遺跡 ﾜﾚｲｼｲｾｷ 大字大間字大間平 平安､中世 散布地

1 423008 烏間遺跡 ｶﾗｽﾏｲｾｷ 大字大間字大間平 弥生 散布地

1 423009 ドウマンチャ貝塚 ﾄﾞｳﾏﾝﾁｬｶｲﾂﾞｶ 大字大間字大間平 縄文(晩) 貝塚

1 423010 大間平(1)遺跡 ｵｵﾏﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大間字大間平 弥生､平安 散布地

1 423011 大間平(2)遺跡 ｵｵﾏﾀｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大間字大間平 縄文(前) 散布地

1 423012 白砂遺跡 ｼﾗｽﾅｲｾｷ 大字奥戸字下道 奈良､平安 散布地

1 423013 四十八館跡 ｼｼﾞｭｳﾊﾁﾀﾞﾃｱﾄ 大字大間字大間平 中世 城館跡

2 423014 奥戸館跡 ｵｺｯﾍﾟﾀﾞﾃｱﾄ 大字奥戸字館ノ上 中世 城館跡

1 423015 小奥戸(1)遺跡 ｺｵｺｯﾍﾟｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥戸字小奥戸 縄文､弥生､平安 散布地

1 423016 奥戸上道遺跡 ｵｺｯﾍﾟｳﾜﾐﾁｲｾｷ 大字大間字奥戸上道 縄文(晩)､平安 散布地

1 423017 小奥戸(2)遺跡 ｺｵｺｯﾍﾟｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥戸字小奥戸 平安 散布地

1 423018 小奥戸(3)遺跡 ｺｵｺｯﾍﾟｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字奥戸字小奥戸 縄文(後･晩) 散布地

1 423019 二ツ石(1)遺跡 ﾌﾀﾂｲｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字奥戸字二ッ石 縄文 散布地

1 423020 二ツ石(2)遺跡 ﾌﾀﾂｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥戸字二ッ石 平安 散布地

2 423021 二ツ石(3)遺跡 ﾌﾀﾂｲｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字奥戸字二ッ石 平安 散布地

2 423022 二ツ石(4)遺跡 ﾌﾀﾂｲｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字奥戸字二ッ石 縄文(晩) 散布地

2 423023 田頭遺跡 ﾀｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字奥戸字田頭 平安 散布地

2 423024 船橋遺跡 ﾌﾅﾊﾞｼｲｾｷ 大字奥戸字船橋 縄文､平安 散布地

2 423025 黒岩遺跡 ｸﾛｲﾜｲｾｷ 大字奥戸字黒岩 縄文 散布地

1 423026 小奥戸(4)遺跡 ｺｵｺｯﾍﾟｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字奥戸字小奥戸 平安 散布地

1 423027 山道遺跡 ﾔﾏﾐﾁｲｾｷ 大字大間字山道 縄文 散布地

2 423028 焼畑(2)遺跡 ﾔｹﾊﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字奥戸字焼畑 縄文 散布地

東　通　村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

10 424001 尻屋浜街道貝塚 ｼﾘﾔﾊﾏｶｲﾄﾞｳｶｲﾂﾞｶ 大字尻屋字尻屋 近世､近代 貝塚

10 424002 念仏間遺跡 ﾈﾝﾌﾞﾂﾏｲｾｷ 大字尻屋字念仏間 縄文､弥生(前･後) 散布地

10 424003 札地貝塚 ﾌﾀﾞﾁｶｲﾂﾞｶ 大字尻屋字念仏間 縄文(後･晩) 貝塚

10 424004 札地遺跡 ﾌﾀﾞﾁｲｾｷ 大字尻屋字念仏間 縄文(後･晩) 配石遺構

10 424005 浜尻屋貝塚 ﾊﾏｼﾘﾔｶｲﾂﾞｶ 大字尻屋字念仏間 中世 貝塚 史跡

10 424006 浜尻屋遺跡 ﾊﾏｼﾘﾔｲｾｷ 大字尻屋字念仏間 続縄文､奈良､平安 散布地

10 424007 大平(1)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻屋字八峠 縄文(前･後･晩) 散布地

10 424008 大平(2)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻屋字八峠 縄文(後) 散布地

10 424009 大平(3)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字尻屋字大平 縄文(後)､弥生(後) 散布地

10 424010 大平(4)遺跡 ｵｵﾀﾞｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字尻屋字モノミ平 平安､中世 集落跡

10 424011 大平貝塚 ｵｵﾀﾞｲｶｲﾂﾞｶ 大字尻屋字モノミ平 近世 貝塚



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

10 424012 物見台(1)遺跡 ﾓﾉﾐﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻屋字モノミ平 旧石器､縄文(早) 散布地

10 424013 物見台(2)遺跡 ﾓﾉﾐﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻屋字モノミ平 縄文(早) 散布地

10 424014 八峠遺跡 ﾔﾄｳｹﾞｲｾｷ 大字尻屋字八峠 縄文(早･前･晩) 散布地

10 424015 瀧之不動明遺跡 ﾀｷﾉﾌﾄﾞｳﾐｮｳｲｾｷ 大字岩屋字滝不動平 縄文(後)､弥生(後) 集落跡

10 424016 岩屋近世貝塚 ｲﾜﾔｷﾝｾｲｶｲﾂﾞｶ 大字岩屋字加賀戸沢 縄文(前･後)､弥生(後)､近世､近代 集落跡､貝塚

10 424017 往来遺跡 ｵｳﾗｲｲｾｷ 大字岩屋字往来 近世 洞窟遺跡

10 424018 前山遺跡 ﾏｴﾔﾏｲｾｷ 大字野牛字前山 縄文(早)､弥生(後) 散布地

9 424019 吹切沢遺跡 ﾌｯｷﾘｻﾞﾜｲｾｷ 大字野牛字野牛川 縄文(早･後･晩) 散布地

9 424020 野牛チレッサ遺跡 ﾉｳｼﾁﾚｯｻｲｾｷ 大字野牛字野牛川 縄文(晩) 散布地

9 424021 蛇森遺跡 ﾍﾋﾞﾓﾘｲｾｷ 大字野牛字野牛川 縄文(早･前) 散布地

9 424022 入口遺跡 ｲﾘｸﾞﾁｲｾｷ 大字野牛字釜ノ平 縄文(前) 散布地

9 424023 稲崎遺跡 ｲﾅｻﾞｷｲｾｷ 大字蒲野沢字浜ノ平 縄文(前･後)､続縄文､平安､中世 散布地

9 424024 稲崎平(1)遺跡 ｲﾅｻﾞｷﾀｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字野牛字稲崎平 平安､中世 集落跡

9 424025 蒲野沢浜ノ平(2)遺跡 ｶﾞﾏﾉｻﾜﾊﾏﾉﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蒲野沢字浜ノ平 縄文(前) 散布地

9 424026 蒲野沢浜ノ平(3)遺跡 ｶﾞﾏﾉｻﾜﾊﾏﾉﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字蒲野沢字稲崎 縄文(前･後) 散布地

8 424027 大利浜ノ平遺跡 ｵｵﾘﾊﾏﾉﾀｲｲｾｷ 大字大利字浜ノ平 縄文(前･後)､弥生(後) 散布地

15 424028 山館(1)遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蒲野沢字鹿橋山 平安､中世 城館跡

15 424029 石持遺跡 ｲｼﾓﾁｲｾｷ 大字蒲野沢字千鳥道 縄文(前･中) 散布地

15 424030 新田遺跡 ｼﾝﾃﾞﾝｲｾｷ 大字目名字大所 中世 集落跡

15 424031 山館(2)遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字目名字沢畑 平安 城館跡

15 424032 目名高館遺跡 ﾒﾅﾀｶﾀﾞﾃｲｾｷ 大字目名字向坂 平安､中世 城館跡

15 424033 大館遺跡 ｵｵﾀﾞﾃｲｾｷ 大字田屋字大館 平安､中世 城館跡

15 424034 上流(1)遺跡 ｶﾐﾅｶﾞﾚｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田屋字上流 縄文(後) 散布地

15 424035 砂子又高館遺跡 ｽﾅｺﾞﾏﾀﾀｶﾀﾞﾃｲｾｷ 大字砂子又字官代山 中世 城館跡

15 424036 砂子又遺跡 ｽﾅｺﾞﾏﾀｲｾｷ 大字砂子又字上流 中世､近世 散布地

16 424037 トヤ森(1)遺跡 ﾄﾔﾓﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字猿ヶ森字上田 不明 製鉄跡

16 424038 下田代納屋遺跡 ｼﾓﾀｼﾛﾅﾔｲｾｷ 大字猿ヶ森字下田代 縄文(早) 集落跡

15 424039 石蕨(1)遺跡 ｲｼﾜﾗﾋﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田屋字館古横道 縄文(後) 散布地

15 424040 石蕨(2)遺跡 ｲｼﾜﾗﾋﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田屋字館古横道 縄文(後)､弥生(後) 散布地

15･24 424041 石蕨(3)遺跡 ｲｼﾜﾗﾋﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字田屋字館古横道 縄文(後) 散布地

15 424042 石蕨(4)遺跡 ｲｼﾜﾗﾋﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字田屋字館古横道 縄文(後) 散布地

15 424043 石蕨(5)遺跡 ｲｼﾜﾗﾋﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字田屋字館古横道 縄文(後)､弥生(後) 散布地

30 424044 白糠赤平遺跡 ｼﾗﾇｶｱｶﾋﾗｲｾｷ 大字白糠字赤平 弥生(中)､続縄文､奈良､平安､中世 散布地

30 424045 下馬坂遺跡 ｹﾞﾊﾞｻｶｲｾｷ 大字白糠字下馬坂 縄文(前･中･後･晩)､平安 散布地

30 424046 明神遺跡 ﾐｮｳｼﾞﾝｲｾｷ 大字白糠字明神川端 縄文(後･晩)､弥生(後) 散布地

14･15 424047 下田屋(1)遺跡 ｼﾓﾀﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田屋字盆花平 縄文(後) 散布地

15 424048 下田屋(2)遺跡 ｼﾓﾀﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田屋字下田屋 平安 城館跡

24 424049 前坂下(1)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(早･後)､平安 集落跡

24 424050 前坂下(2)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺﾆｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(前･後･晩) 散布地

24 424051 前坂下(3)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(早･前･後)､弥生(前)､奈良､平安 集落跡

24 424052 前坂下(4)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字白糠字前坂下 平安 散布地

24 424053 前坂下(5)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(前･後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

15 424054 向野(1)遺跡 ﾑｶｲﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字目名字前田 縄文(中) 散布地

15 424055 向野(2)遺跡 ﾑｶｲﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字目名字向坂 縄文(後)､平安､中世 城館跡

9 424056 石持納屋遺跡 ｲｼﾓﾁﾅﾔｲｾｷ 大字蒲野沢字浜ノ平 縄文(前･中･後) 集落跡

10 424057 赤坂貝塚 ｱｶｻｶｶｲﾂﾞｶ 大字尻屋字八峠 不明 散布地､貝塚

10 424058 尻労遺跡 ｼｯｶﾘｲｾｷ 大字尻労字高倉 縄文(後) 散布地

15 424059 里遺跡 ｻﾄｲｾｷ 大字砂子又字官台山 平安 散布地

15 424060 立山遺跡 ﾀﾃﾔﾏｲｾｷ 大字目名字大所 平安 城館跡

15 424061 将木舘遺跡 ｼｮｳｷﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字田屋字将木舘 平安 城館跡

9 424062 野牛平遺跡 ﾉｳｼﾀｲｲｾｷ 大字野牛字野牛平 平安 集落跡

16 424063 千軒台遺跡 ｾﾝｹﾞﾝﾀﾞｲｲｾｷ 大字猿ヶ森字大沼平 平安 集落跡

24 424064 畑浦遺跡 ﾊﾀｹｳﾗｲｾｷ 大字小田野沢字畑浦 縄文(後) 散布地

24 424065 荒沼遺跡 ｱﾗﾇﾏｲｾｷ 大字小田野沢字荒沼 縄文(後) 散布地

9 424066 巫子地塚遺跡 ﾐｺﾁﾂﾞｶｲｾｷ 大字蒲野沢字浜ノ平 縄文(後) 配石遺構

16 424067 大沼平(1)遺跡 ｵｵﾇﾏﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字猿ヶ森字畑浦 平安 散布地

16 424068 大沼平(2)遺跡 ｵｵﾇﾏﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字猿ヶ森字大沼平 縄文(後) 散布地

24 424069 アイヌ野遺跡 ｱｲﾇﾉｲｾｷ 大字小田野沢字南通 平安 集落跡

16 424070 猿ヶ森遺跡 ｻﾙｶﾞﾓﾘｲｾｷ 大字猿ヶ森字トヤモリ 不明 散布地

24 424071 前坂下(6)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(後)､平安 集落跡

24 424072 前坂下(7)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文 散布地

24 424073 前坂下(8)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(後)､平安 散布地

24 424074 前坂下(9)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字白糠字前坂下 奈良､平安 集落跡

24 424075 前坂下(10)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(後) 散布地

24 424076 前坂下(11)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(後) 散布地

24 424077 前坂下(12)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(後)､中世 散布地

24 424078 前坂下(13)遺跡 ﾏｴｻｶｼﾀｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字白糠字前坂下 縄文(前) 散布地

24･30 424079 銅屋(1)遺跡 ﾄﾞｳﾔｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字白糠字銅屋 縄文(前･後) 散布地

24･30 424080 銅屋(2)遺跡 ﾄﾞｳﾔｶｯｺﾆｲｾｷ 大字白糠字銅屋 縄文(前･後) 散布地

24 424081 銅屋(3)遺跡 ﾄﾞｳﾔｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字白糠字銅屋､字前坂下 縄文､弥生､奈良､平安 集落跡

24 424082 南通遺跡 ﾐﾅﾐﾄﾞｵﾘｲｾｷ 大字小田野沢字南通 奈良､平安 不明

24 424083 浜通遺跡 ﾊﾏﾄﾞｵﾘｲｾｷ 大字小田野沢字浜通 縄文､中世､近世 散布地､集落跡

24 424084 見知川山遺跡 ﾐｼﾘｶﾞﾜﾔﾏｲｾｷ 大字小田野沢字見知川山 中世 塚

30 424085 両皇神社遺跡 ﾘｮｳｺｳｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字白糠字家ノ上 中世 不明

10 424086 トラ崎遺跡 ﾄﾗｻｷｲｾｷ 大字尻屋字大平 不明 不明

10 424087 ムシリ遺跡 ﾑｼﾘｲｾｷ 大字尻屋字八峠 縄文(早･前･晩) 散布地

15 424088 目名三光院塚遺跡 ﾒﾅｻﾝｺｳｲﾝﾂﾞｶｲｾｷ 大字目名字向野 中世､近世 墳墓

15 424089 高間木遺跡 ﾀｶﾏｷﾞｲｾｷ 大字目名字大所 縄文､平安 散布地

10 424090 モノミ平(1)遺跡 ﾓﾉﾐﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻屋字モノミ平 縄文(早)､弥生(後) 散布地

10 424091 モノミ平(2)遺跡 ﾓﾉﾐﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻屋字モノミ平 縄文(後) 散布地

9 424092 釜ノ平(1)遺跡 ｶﾏﾉﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字野牛字釜ノ平 縄文(早･後)､平安 散布地

10 424093 向遺跡 ﾑｶｲｲｾｷ 大字岩屋字向 近世 散布地

10 424094 館野沢遺跡 ﾀﾃﾉｻﾜｲｾｷ 大字岩屋字館野沢 近世 製鉄跡

10 424095 往来沢遺跡 ｵｵﾗｲｻﾞﾜｲｾｷ 大字岩屋字往来沢 縄文(早･後)､弥生(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

10 424096 水上(1)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字野牛字水上 近世 製鉄跡

10 424097 水上(2)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字野牛字水上 近世 製鉄跡

10･16 424098 水上(3)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字野牛字水上 近世 製鉄跡

9 424099 水上(4)遺跡 ﾐｽﾞｶﾞﾐｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字野牛字水上 近世 製鉄跡

9 424100 入口(2)遺跡 ｲﾘｸﾞﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字野牛字入口 縄文(早･後)､平安 散布地

9 424101 稲崎平(2)遺跡 ｲﾅｻﾞｷﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字野牛字稲崎平 縄文(早･前) 散布地

9 424102 蒲野沢浜ノ平(1)遺跡 ｶﾞﾏﾉｻﾜﾊﾏﾉﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蒲野沢字浜ノ平 縄文(中) 散布地

9 424103 大利浜ノ平(2)遺跡 ｵｵﾘﾊﾏﾉﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大利字浜ノ平 縄文(前･後) 散布地

9 424104 大利浜ノ平(3)遺跡 ｵｵﾘﾊﾏﾉﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大利字浜ノ平 縄文(後) 散布地

9 424105 大利浜ノ平(4)遺跡 ｵｵﾘﾊﾏﾉﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字大利字浜ノ平 縄文(後) 散布地

14 424106 問屋場遺跡 ﾄﾝﾔﾊﾞｲｾｷ 大字大利字問屋場 縄文(早)､平安 集落跡

15 424107 藤畑沢遺跡 ﾌｼﾞﾊﾞﾀｻﾞﾜｲｾｷ 大字大利字藤畑沢 縄文(後) 散布地

15 424108 掛畑遺跡 ｶｹﾊﾀｲｾｷ 大字目名字掛畑 縄文(前) 散布地

15 424109 九根合遺跡 ｸﾈｱｲｲｾｷ 大字目名字九根合 縄文(前) 散布地

15 424110 沢畑遺跡 ｻﾜﾊﾀｲｾｷ 大字目名字沢畑 平安 集落跡

15 424111 向野(3)遺跡 ﾑｶｲﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字目名字向野 平安 城館跡

15 424112 向野(4)遺跡 ﾑｶｲﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字目名字向野 平安 散布地

15 424113 向野(5)遺跡 ﾑｶｲﾉｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字目名字向野 中世 集落跡

16 424114 トヤ森(2)遺跡 ﾄﾔﾓﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字猿ヶ森字トヤ森 近世 製鉄跡

16 424115 下山(1)遺跡 ｼﾓﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字猿ヶ森字下山 近世 製鉄跡

16 424116 下山(2)遺跡 ｼﾓﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字猿ヶ森字下山 近世 製鉄跡

16 424117 下山(3)遺跡 ｼﾓﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字猿ヶ森字下山 縄文(前･後) 散布地

16 424118 片貝野遺跡 ｶﾀｶｲﾉｲｾｷ 大字猿ヶ森字片貝野 近世 製鉄跡

16 424119 大沼平(3)遺跡 ｵｵﾇﾏﾀｲｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字猿ヶ森字大沼平 近世 墓跡

16 424120 大沼平(4)遺跡 ｵｵﾇﾏﾀｲｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字猿ヶ森字大沼平 縄文(後)､弥生(後) 散布地

16 424121 畑福遺跡 ﾊﾀﾌｸｲｾｷ 大字猿ヶ森字畑福 縄文(後) 散布地

16 424122 村中遺跡 ﾑﾗﾅｶｲｾｷ 大字猿ヶ森字村中 縄文(晩) 散布地

10 424123 高倉遺跡 ﾀｶｸﾗｲｾｷ 大字尻労字高倉 近世 製鉄跡

10 424124 中野(1)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字尻労字中野 旧石器 散布地

10 424125 中野(2)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻労字中野 近世 製鉄跡

10 424126 坂ノ下遺跡 ｻｶﾉｼﾀｲｾｷ 大字尻労字坂ノ下 縄文(前)､中世､近世 散布地

10 424127 下堀川遺跡 ｼﾓﾎﾘｶﾜｲｾｷ 大字尻労字下堀川 近世､近代 貝塚

16 424128 トヤ森(3)遺跡 ﾄﾔﾓﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字猿ヶ森字トヤ森 不明 製鉄跡

14 424129 早掛平(1)遺跡 ﾊﾔｶﾞｹﾀﾞｲﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大利字早掛平 縄文(早･後)､平安 散布地

14 424130 早掛平(2)遺跡 ﾊﾔｶﾞｹﾀﾞｲﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字大利字早掛平 縄文(早･後)､平安 散布地

14 424131 早掛平(3)遺跡 ﾊﾔｶﾞｹﾀﾞｲﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字大利字早掛平 縄文(早･前) 散布地

14 424132 下川代遺跡 ｼﾓｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大字大利字下川代 縄文(後) 散布地

30 424133 泊山遺跡 ﾄﾏﾘﾔﾏｲｾｷ 大字白糠字明神ノ上 縄文(前･後･晩)､平安 散布地

10 424134 安部遺跡 ｱﾍﾞｲｾｷ 大字尻労字安部 旧石器､縄文(後) 洞穴遺跡

24 424135 見知川山(2)遺跡 ﾐｼﾘｶﾞﾜﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字小田野沢字見知川山 不明 散布地

10 424136 念仏間(2)遺跡 ﾈﾝﾌﾞﾂﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字尻屋字念仏間 縄文(早) 散布地

15 424137 上流(2)遺跡 ｶﾐﾅｶﾞﾚｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田屋字上流 縄文(後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

15 424138 鹿橋山遺跡 ｼｼﾊﾟｼﾔﾏｲｾｷ 大字蒲野沢字鹿橋山 縄文(後) 集落跡

9 424139 釜ノ平(2)遺跡 ｶﾏﾉﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字野牛字釜ノ平 縄文 集落跡

風　間　浦　村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

1 425001 折戸神社遺跡 ｵﾘﾄｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字蛇浦字折戸 縄文(前･中) 散布地

1 425002 潜石(1)遺跡 ｸｸﾞﾘｲｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蛇浦字潜石 縄文(前･中) 散布地

1 425003 古釜谷平遺跡 ﾌﾙｶﾏﾔﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字蛇浦字古釜谷平 縄文(中)､奈良､中世 散布地

2 425004 古野(1)遺跡 ﾌﾙﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字易国間字古野 縄文(前) 散布地

2 425005 易国間神社遺跡 ｲｺｸﾏｼﾞﾝｼﾞｬｲｾｷ 大字易国間字家ノ上 縄文(前) 散布地

2 425006 小倉畑遺跡 ｵｸﾞﾗﾊﾀｲｾｷ 大字易国間字小倉畑 縄文(後･晩) 散布地

3 425007 桑畑遺跡 ｸﾜﾊﾀｲｾｷ 大字易国間字湯ノ上 縄文(前･後) 散布地

3 425008 鳥谷場遺跡 ﾄﾘﾔﾊﾞｲｾｷ 大字下風呂字鳥谷場ノ上 縄文(前･中) 散布地

3 425009 甲平ノ上遺跡 ｶﾌﾞﾄﾀﾞｲﾗﾉｳｴｲｾｷ 大字下風呂字甲平ノ上 縄文(中･後) 散布地

3 425010 釜ノ沢遺跡 ｶﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字易国間字釜ノ沢 縄文(中･後) 散布地

2 425011 大川目遺跡 ｵｵｶﾜﾒｲｾｷ 大字易国間字大川目 縄文(晩) 散布地

2 425012 根戸内沢遺跡 ﾈﾄﾅｲｻﾞﾜｲｾｷ 大字易国間字根戸内沢 縄文(前･中)､平安 散布地

2 425013 易国間遺跡 ｲｺｸﾏｲｾｷ 大字易国間字小易国間 縄文(後･晩) 散布地

2 425014 易国間小学校遺跡 ｲｺｸﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳｲｾｷ 大字易国間字大川目 平安 散布地

2 425015 小易国間遺跡 ｺｲｺｸﾏｲｾｷ 大字易国間字小易国間 縄文(後) 散布地

3 425016 下風呂(1)遺跡 ｼﾓﾌﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下風呂字下風呂 不明 散布地

3 425017 下風呂(2)遺跡 ｼﾓﾌﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下風呂字下風呂 縄文(晩) 散布地

1 425018 折戸(1)遺跡 ｵﾘﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蛇浦字折戸 縄文(前･中･後) 散布地

2 425019 沢ノ黒遺跡 ｻﾜﾉｸﾛｲｾｷ 大字蛇浦字沢ノ黒 縄文(前･中･後) 集落跡

1 425020 潜石(2)遺跡 ｸｸﾞﾘｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蛇浦字潜石 平安 集落跡

2 425021 古野(2)遺跡 ﾌﾙﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字易国間字古野 縄文(前) 集落跡

2 425022 古野(3)遺跡 ﾌﾙﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字易国間字古野 縄文(後) 散布地

1 425023 折戸(2)遺跡 ｵﾘﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蛇浦字折戸 縄文 散布地

佐　井　村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

11 426001 沼ノ平遺跡 ﾇﾏﾉﾀｲﾗｲｾｷ 大字長後字沼ノ平､縫道石山国有林第98林班 縄文(晩) 散布地

11 426002 牛滝寺ノ沢遺跡 ｳｼﾀｷﾃﾗﾉｻﾜｲｾｷ 大字長後字細間 縄文(晩) 散布地

2 426003 浅水遺跡 ｱｻﾐｽﾞｲｾｷ 大字佐井字中道 縄文(後) 散布地

2 426004 黒岩遺跡 ｸﾛｲﾜｲｾｷ 大字佐井字黒岩 縄文(後) 散布地

5 426005 黒岩沢遺跡 ｸﾛｲﾜｻﾜｲｾｷ 大字佐井字湯ノ川越 縄文(後) 散布地

2 426006 めどつ川々口遺跡 ﾒﾄﾞﾂｶﾞﾜｶｺｳｲｾｷ 大字佐井字原田川目 縄文(後)､平安 散布地

5 426007 やさ沢遺跡 ﾔｻｻﾞﾜｲｾｷ 大字佐井字磯谷 弥生 散布地

11 426008 こち仏畑遺跡 ｺﾁﾎﾄｹﾊﾞﾀｲｾｷ 大字長後字縫道石 不明 城館跡

11 426009 こち仏洞穴遺跡 ｺﾁﾎﾄｹﾄﾞｳｹﾂｲｾｷ 大字長後字縫道石 不明 洞穴遺跡

5 426010 磯谷遺跡 ｲｿﾔｲｾｷ 大字佐井字磯谷 縄文(中) 散布地

2 426011 糠森遺跡 ﾇｶﾓﾘｲｾｷ 大字佐井字糠森 縄文(後) 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

2 426012 八幡堂遺跡 ﾊﾁﾏﾝﾄﾞｳｲｾｷ 大字佐井字八幡堂 縄文(前･中･後)､弥生 散布地

2 426013 原田遺跡 ﾊﾗﾀﾞｲｾｷ 大字佐井字原田川目 縄文 散布地

5 426014 矢越遺跡 ﾔｺﾞｼｲｾｷ 大字佐井字矢越 縄文(後) 散布地

11 426015 福浦遺跡 ﾌｸｳﾗｲｾｷ 大字長後字福浦 縄文(後) 散布地

11 426016 野平遺跡 ﾉﾀｲｲｾｷ 大字長後字野平 縄文 散布地

三　戸　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

125 441001 杉沢遺跡 ｽｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字貝守字杉沢 縄文(晩) 散布地

126 441002 蜂ヶ崎遺跡 ﾊﾁｶﾞｻｷｲｾｷ 大字貝守字蜂ヶ崎 縄文(晩) 散布地

126 441003 清水田遺跡(斗内千人塚) ｼﾐｽﾞﾀﾞｲｾｷ 大字斗内字清水田 近世 墳墓 県史跡

126 441004 茨沢遺跡 ﾊﾞﾗｻﾜｲｾｷ 大字斗内字上茨沢 縄文(前) 散布地

126 441005 武士沢遺跡 ﾌﾞｼｻﾞﾜｲｾｷ 大字斗内字武士沢 縄文(後) 散布地

127 441006 八日町遺跡 ﾖｳｶﾏﾁｲｾｷ 大字八日町 縄文(晩) 散布地

127 441007 目時中野遺跡 ﾒﾄｷﾅｶﾉｲｾｷ 大字目時字中野 縄文(晩) 散布地

127 441008 中野遺跡 ﾅｶﾉｲｾｷ 大字泉山字中野 縄文(晩) 散布地

126 441009 上屋敷遺跡 ｶﾐﾔｼｷｲｾｷ 大字袴田字上屋敷 縄文(晩) 散布地

127 441010 関根遺跡 ｾｷﾈｲｾｷ 大字川守田字関根 縄文(前･後･晩) 散布地

127 441011 沼ノ沢遺跡 ﾇﾏﾉｻﾜｲｾｷ 大字梅内字沼ノ沢 縄文(前･中･後) 散布地

127 441012 松原(1)遺跡 ﾏﾂﾊﾞﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字梅内字松原 縄文(前･晩)､中世 散布地

441013 欠番

441014 欠番

127 441015 上川原遺跡 ｶﾐｶﾜﾗｲｾｷ 大字同心町字上川原 縄文(晩) 散布地

127 441016 熊ノ林遺跡 ｸﾏﾉﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字同心町字熊ノ林 縄文(晩) 散布地

127 441017 村中(1)遺跡 ﾑﾗﾅｶｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字梅内字村中 縄文(前) 散布地

127 441018 村中(2)遺跡 ﾑﾗﾅｶｶｯｺﾆｲｾｷ 大字梅内字村中 縄文(中･後) 散布地

126 441019 萩場遺跡 ﾊｷﾞﾊﾞｲｾｷ 大字蛇沼字萩場 縄文(後･晩) 散布地

127 441020 遠藤遺跡 ｴﾝﾄﾞｳｲｾｷ 大字梅内字遠藤 縄文(前･中) 散布地

126 441021 二次平遺跡 ﾌﾀﾂｷﾞﾀｲﾗｲｾｷ 大字貝守字二次平 縄文(晩) 散布地

127 441022 目時中平遺跡 ﾒﾄｷﾅｶﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字目時字中平 縄文(前･中) 散布地

127 441023 寺ノ沢遺跡 ﾃﾗﾉｻﾜｲｾｷ 大字川守田字寺ノ沢 縄文(早) 散布地

127 441024 館遺跡 ﾀﾃｲｾｷ 大字川守田字館 縄文(早) 集落跡

127 441025 駒木遺跡 ｺﾏｷﾞｲｾｷ 大字梅内字駒木 縄文(後) 散布地

127 441026 東張渡遺跡 ﾋｶﾞｼﾊﾘﾜﾀｼｲｾｷ 大字川守田字東張渡 縄文(前･中) 散布地

127 441027 湯出川原遺跡 ﾕﾃﾞｶﾜﾗｲｾｷ 大字梅内字湯出川原 縄文(後)､平安 散布地

127 441028 泉山遺跡 ｲｽﾞﾐﾔﾏｲｾｷ 大字泉山字中野 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 散布地､集落跡

126 441029 斗内館遺跡 ﾄﾅｲﾀﾞﾃｲｾｷ 大字斗内字館 中世 城館跡

126 441030 豊川館跡 ﾄﾖｶﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字豊川字北向 中世 城館跡

126 441031 貝守館跡 ｶｲﾓﾘﾀﾞﾃｱﾄ 大字貝守字村ノ上 中世 城館跡

126 441032 蛇沼館跡 ｼﾞｬﾇﾏﾀﾞﾃｱﾄ 大字蛇沼字日野久保 中世 城館跡

127 441033 梅内中平遺跡 ｳﾒﾅｲﾅｶﾀﾞｲﾗｲｾｷ 大字梅内字中平 縄文(晩) 散布地

127 441034 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 大字川守田字赤坂 縄文(早) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

127 441035 三戸城跡 ｻﾝﾉﾍｼﾞｮｳｱﾄ 大字梅内字城ノ下 中世､近世 城館跡

127 441036 泉山館跡 ｲｽﾞﾐﾔﾏﾀﾞﾃｱﾄ 大字泉山字矢吹沢 中世 城館跡

127 441037 梅内館跡 ｳﾒﾅｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字梅内字館 中世 城館跡

127 441038 目時館跡 ﾒﾄｷﾀﾞﾃｱﾄ 大字目時字館ノ下 中世 城館跡

126 441039 金堀館跡 ｶﾈﾎﾘﾀﾞﾃｱﾄ 大字同心町字金堀 中世 城館跡

126 441040 京兆館跡 ｹｲﾁｮｳﾀﾞﾃｱﾄ 大字同心町字金堀 中世 城館跡

127 441041 籠立場一里塚 ｶｺﾞﾀﾃﾊﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字梅内字大反リ前田 近世 一里塚 県史跡

132 441042 立花遺跡 ﾀﾁﾊﾞﾅｲｾｷ 大字斗内字立花 縄文 散布地

127 441043 畑井野遺跡 ﾊﾀｲﾉｲｾｷ 大字泉山字畑井野 縄文 散布地

127 441044 沖中遺跡 ｵｷﾅｶｲｾｷ 大字川守田字沖中 縄文(前･中･後･晩)､奈良､中世､近世 散布地､集落跡

127 441045 留ヶ崎遺跡 ﾄﾒｶﾞｻｷｲｾｷ 大字梅内字留ヶ崎 平安､中世 散布地

126 441046 横館 ﾖｺﾀﾞﾃ 大字貝守字北向平 中世 城館跡

125 441047 北大平遺跡 ｷﾀｵｵﾀﾞｲｲｾｷ 大字貝守字北大平 縄文(晩) 散布地

125 441048 南太鼓森遺跡 ﾐﾅﾐﾀｲｺﾓﾘｲｾｷ 大字貝守字南太鼓森 縄文(晩) 散布地

126 441049 中北向遺跡 ﾅｶｷﾀﾑｶｲｲｾｷ 大字貝守字中北向 縄文(晩) 散布地

126 441050 荒田遺跡 ｱﾗﾀｲｾｷ 大字蛇沼字荒田 縄文(晩) 散布地

126 441051 中山(1)遺跡 ﾅｶﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字蛇沼字中山 縄文(前) 散布地

126 441052 中山(2)遺跡 ﾅｶﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字蛇沼字中山 縄文 散布地

126 441053 斗内館(2)遺跡 ﾄﾅｲﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字斗内字館､字武士沢､字野月 縄文(前) 散布地

126 441054 田屋ノ下遺跡 ﾀﾔﾉｼﾀｲｾｷ 大字斗内字田屋ノ下 縄文(晩) 散布地

126 441055 丹内坪(1)遺跡 ﾀﾝﾅｲﾂﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字斗内字丹内坪 縄文(後･晩) 散布地

126 441056 丹内坪(2)遺跡 ﾀﾝﾅｲﾂﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字斗内字丹内坪 縄文(中) 散布地

126 441057 森ノ上遺跡 ﾓﾘﾉｳｴｲｾｷ 大字斗内字森ノ上 縄文(後) 散布地

126 441058 久保遺跡 ｸﾎﾞｲｾｷ 大字豊川字久保 縄文(中) 散布地

127 441059 住谷野牧跡 ｽﾐﾔﾉﾏｷｱﾄ 大字泉山 中世 牧場跡

127 441060 中野(2)遺跡 ﾅｶﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字泉山字中野 縄文(前･中･晩)､奈良 集落跡､墓域

127 441061 下目時遺跡 ｼﾓﾒﾄｷｲｾｷ 大字目時字下目時 縄文(後)､平安 散布地

127 441062 繋遺跡 ﾂﾅｷﾞｲｾｷ 大字目時字繋 平安 散布地

126 441063 別当沢遺跡 ﾍﾞｯﾄｳｻﾜｲｾｷ 大字斗内字別当沢 縄文(前) 散布地

127 441064 梅内館遺跡 ｳﾒﾅｲﾀﾃｲｾｷ 大字梅内字館 縄文(前) 散布地

127 441065 諏訪内遺跡 ｽﾜﾅｲｲｾｷ 大字同心町字諏訪内 縄文(中･晩)､中世 散布地､城館跡

五　戸　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

117 442001 和田遺跡 ﾜﾀﾞｲｾｷ 大字手倉橋字和田 縄文(前･中) 散布地

118 442002 荷軽井遺跡 ﾆｶﾞﾙｲｲｾｷ 大字手倉橋字荷軽井 縄文(早･前) 集落跡

118 442003 筒口場遺跡 ﾄﾞｳｸﾞﾁﾊﾞｲｾｷ 大字手倉橋字筒口場 縄文(中･後) 散布地

118 442004 門前平遺跡 ﾓﾝｾﾞﾝﾀｲﾗｲｾｷ 大字手倉橋字門前平 縄文(前･後)､中世 散布地

118 442005 浅水上遺跡 ｱｻﾐｽﾞｶﾐｲｾｷ 大字浅水字佐野 平安 散布地

118 442006 高屋敷遺跡 ﾀｶﾔｼｷｲｾｷ 大字扇田字高屋敷 縄文(早･前･中) 散布地

118 442007 高寺遺跡 ﾀｶﾃﾗｲｾｷ 大字豊間内字高寺 縄文(後) 散布地

104 442008 中ノ沢西張遺跡 ﾅｶﾉｻﾜﾆｼﾊﾘｲｾｷ 字中ノ沢西張 縄文(中･後)､平安 集落跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

104 442009 古街道長根遺跡 ﾌﾙｶｲﾄﾞｳﾅｶﾞﾈｲｾｷ 字古街道長根 縄文(早･中･後) 散布地

104 442010 ウルエ長根遺跡 ｳﾙｴﾅｶﾞﾈｲｾｷ 字ウルエ長根下 縄文(前･中･後) 散布地

104 442011 塚無岱遺跡 ﾂｶﾅｼﾀｲｲｾｷ 字塚無岱 縄文(後) 散布地

104 442012 治郎左エ門長根遺跡 ｼﾞﾛｳｻﾞｴﾓﾝﾅｶﾞﾈｲｾｷ 字治郎左エ門長根 縄文(後) 散布地

104 442013 天満後遺跡 ﾃﾝﾏﾝｳｼﾛｲｾｷ 字天満後 縄文(中) 散布地

104 442014 岡谷地遺跡 ｵｶﾔﾁｲｾｷ 字岡谷地 縄文(早･前･中･後) 散布地

104 442015 道ノ下遺跡 ﾐﾁﾉｼﾓｲｾｷ 字越掛沢道ノ下 縄文(前･中) 散布地

104 442016 越掛沢遺跡 ｺｼｶｹｻﾞﾜｲｾｷ 字越掛沢 縄文(前) 散布地

104 442017 苗代沢(1)遺跡 ﾅｼﾛｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 字苗代沢 縄文(前･中･後) 散布地

104 442018 明夫沢遺跡 ﾐｮｳﾌﾞｻﾜｲｾｷ 大字切谷内字明夫沢 縄文(前･中) 散布地

104 442019 大久保遺跡 ｵｵｸﾎﾞｲｾｷ 字大久保 縄文(早･前･中･後) 散布地

104 442020 外ノ沢遺跡 ｿﾄﾉｻﾜｲｾｷ 大字切谷内字外ノ沢､字外大窪 縄文(前･中･後) 散布地

105 442021 善浪遺跡 ｾﾞﾝﾅﾐｲｾｷ 大字上市川字善浪 縄文(後･晩)､古墳 散布地

105 442022 五戸大タルミ(1)遺跡 ｺﾞﾉﾍｵｵﾀﾙﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上市川字大タルミ 縄文(早)､奈良､平安 散布地

105 442023 五戸大タルミ(2)遺跡 ｺﾞﾉﾍｵｵﾀﾙﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上市川字大タルミ 縄文(早) 散布地

118 442024 関口遺跡 ｾｷｸﾞﾁｲｾｷ 大字浅水字関口 縄文(後) 散布地

104 442025 五戸館跡 ｺﾞﾉﾍﾀﾞﾃｱﾄ 字館 中世､近世 城館跡､代官所跡 町史跡

104 442026 古館 ﾌﾙﾀﾞﾃ 字古館 中世 城館跡 町史跡

118 442027 野沢城跡 ﾉｻﾞﾜｼﾞｮｳｱﾄ 大字扇田字野沢 中世 城館跡 町史跡

118 442028 浅水館 ｱｻﾐｽﾞﾀﾞﾃ 大字浅水字浅水 中世 城館跡 町史跡

118 442029 工藤屋敷跡 ｸﾄﾞｳﾔｼｷｱﾄ 大字浅水字佐野 縄文(早･前･中･後)､中世 城館跡

442030 欠番

118 442031 上関川古館跡 ｶﾐｾｷｶﾜﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 大字扇田字上関川 中世 城館跡

104 442032 金蔵塚遺跡 ｷﾝｿﾞｳﾂﾞｶｲｾｷ 大字豊間内字金蔵塚 縄文 散布地

105 442033 四五市(1)遺跡 ｼｺﾞｲﾁｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字切谷内字四五市 縄文 散布地

105 442034 四五市(2)遺跡 ｼｺﾞｲﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字切谷内字四五市 縄文 散布地

104 442035 小渡遺跡 ｺﾜﾀﾘｲｾｷ 字小渡 縄文 散布地

118 442036 牛立場一里塚 ｳｼﾀﾃﾊﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字浅水字内野 近世 一里塚

118 442037 薬師沢一里塚 ﾔｸｼｻﾜｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字浅水字内野 近世 一里塚

118 442038 苗代沢一里塚 ﾅｼﾛｻﾞﾜｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字浅水字井戸窪 近世 一里塚

118 442039 塚ノ根一里塚 ﾂｶﾉﾈｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字浅水字井戸窪 近世 一里塚

118 442040 鳥内沢一里塚 ﾄﾘﾅｲｻﾜｲﾁﾘﾂﾞｶ 字惣林橋 近世 一里塚

104 442041 山崎遺跡 ﾔﾏｻﾞｷｲｾｷ 大字扇田字山崎 縄文(後) 散布地

105 442042 彦ヶ沢遺跡 ﾋｺｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字切谷内字石ヶ沢 縄文(早･前･後)､近世 散布地

104･105 442043 池田遺跡 ｲｹﾀﾞｲｾｷ 大字切谷内字新助沢 縄文(後) 散布地

104 442044 桜沢遺跡 ｻｸﾗｻﾜｲｾｷ 大字切谷内字新助沢 平安 散布地

92 442045 下谷地(2)遺跡 ｼﾓﾔﾁｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上市川字大タルミ 縄文(後･晩) 散布地

118 442046 浅水城跡 ｱｻﾐｽﾞｼﾞｮｳｱﾄ 大字浅水字浅水 縄文(後)､中世 城館跡

104 442047 上蛇沢(1)遺跡 ｶﾐﾍﾋﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字切谷内字上蛇沢 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

104 442048 上蛇沢(2)遺跡 ｶﾐﾍﾋﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字切谷内字上蛇沢 縄文(前･中･後)､平安 集落跡

104 442049 上蛇沢(3)遺跡 ｶﾐﾍﾋﾞｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字切谷内字上蛇沢 縄文(中)､平安 集落跡

104 442050 土井頭遺跡 ﾄﾞｲｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字切谷内字土井頭 縄文(中･後･晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

105 442051 越口遺跡 ｺｼｸﾁｲｾｷ 大字上市川字越口 縄文(後)､奈良 集落跡

118 442052 上長根遺跡 ｶﾐﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字豊間内字上長根､字冷水､字岩ノ脇沢 縄文(後)､弥生､平安 散布地

118 442053 菖蒲沢(1)遺跡 ｼｮｳﾌﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字扇田字菖蒲沢 縄文(後)､平安 散布地

118 442054 菖蒲沢(2)遺跡 ｼｮｳﾌﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字扇田字菖蒲沢 平安 散布地

118 442055 姥坂遺跡 ｳﾊﾞｻｶｲｾｷ 大字扇田字姥坂 縄文 散布地

118 442056 前ノ沢遺跡 ﾏｴﾉｻﾜｲｾｷ 大字扇田字前ノ沢､字石渡 縄文 散布地

118 442057 石渡遺跡 ｲｼﾜﾀﾘｲｾｷ 大字扇田字石渡､字梨木平､字程沢､字野月 縄文､平安 散布地

118 442058 狼子沢遺跡 ｵｲﾉｺｻﾜｲｾｷ 大字浅水字狼子沢 縄文　 散布地

118 442059 馬場遺跡 ﾊﾞﾊﾞｲｾｷ 大字浅水字馬場､字陣場 縄文､平安 散布地

118 442060 平畑遺跡 ﾋﾗﾊﾀｲｾｷ 大字浅水字平畑 縄文(後)､弥生 散布地

118 442061 上坂遺跡 ｶﾐｻｶｲｾｷ 大字浅水字上坂 縄文 散布地

118 442062 松ヶ沢遺跡 ﾏﾂｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字手倉橋字松ヶ沢 平安 集落跡

104 442063 苗代沢(2)遺跡 ﾅｼﾛｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 字苗代沢 縄文 散布地

104 442064 中岱谷地遺跡 ﾅｶﾀﾞｲﾔﾁｲｾｷ 大字切谷内字中岱谷地 平安 散布地

104 442065 鍛冶屋敷遺跡 ｶｼﾞﾔｼｷｲｾｷ 字鍛冶屋敷 縄文(後) 散布地

104 442066 小渡頭遺跡 ｺﾜﾀﾘｶｼﾗｲｾｷ 字小渡頭 縄文(後) 散布地

118 442067 上関川遺跡 ｶﾐｾｷｶﾜｲｾｷ 大字扇田字上関川 縄文　 散布地

105 442068 皀窪遺跡 ｻｲｶﾁｸﾎﾞｲｾｷ 大字上市川字皀窪 縄文　 散布地

104 442069 上榊窪(1)遺跡 ｶﾐｻｶｷｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字切谷内字上榊窪 平安 散布地

105 442070 中里山遺跡 ﾅｶｻﾄﾔﾏｲｾｷ 大字上市川字中里山 縄文(後･晩) 散布地

104 442071 長屋遺跡 ﾅｶﾞﾔｲｾｷ 大字切谷内字長屋 平安 散布地

104･105 442072 鍋沢遺跡 ﾅﾍﾞｻﾜｲｾｷ 大字上市川字鍋沢 縄文(晩) 散布地

105 442073 上市川日向山遺跡 ｶﾐｲﾁｶﾜﾋﾅﾀﾔﾏｲｾｷ 大字上市川字日向山 平安 散布地

105 442074 稲荷後(2)遺跡 ｲﾅﾘｳｼﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 大字上市川字大タルミ 縄文(前)､平安 集落跡

105 442075 古場蔵(1)遺跡 ｺﾊﾞｿﾞｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字上市川字小場蔵 縄文(後)､平安 集落跡

104 442076 新助沢遺跡 ｼﾝｽｹｻﾜｲｾｷ 大字切谷内字新助沢 縄文(中･後)､平安 集落跡

118 442077 長久保遺跡 ﾅｶﾞｸﾎﾞｲｾｷ 大字手倉橋字長久保 縄文　 散布地

118 442078 狐平遺跡 ｷﾂﾈﾋﾗｲｾｷ 大字手倉橋字狐平 縄文　 散布地

118 442079 大白沢遺跡 ｵｵｼﾛｻﾜｲｾｷ 大字扇田字大白沢 縄文(前) 散布地

117 442080 舘町遺跡 ﾀﾃﾏﾁｲｾｷ 大字倉石又重字舘町 縄文(後)､中世 散布地､城館跡 町史跡

117 442081 西張平遺跡 ﾆｼﾊﾟﾘﾀｲｲｾｷ 大字倉石又重字西張平 縄文(前･中･後) 集落跡

117 442082 上エ平遺跡 ｳｴﾀｲｲｾｷ 大字倉石又重字上エ平 縄文(中･後) 散布地

117 442083 蝦夷館遺跡 ｴｿﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字倉石中市字蝦夷館 縄文(後) 散布地

103 442084 幸神道前遺跡 ｻｲﾉｶﾐﾐﾁﾏｴｲｾｷ 大字倉石中市字幸神道前 縄文(前･中) 散布地

104 442085 薬師前遺跡 ﾔｸｼﾏｴｲｾｷ 大字倉石中市字薬師前 縄文(前･中･後) 散布地､墓跡

104 442086 中市小渡遺跡 ﾅｶｲﾁｺﾜﾀﾘｲｾｷ 大字倉石中市字小渡 縄文(前･後･晩) 集落跡

104 442087 寺畑遺跡 ﾃﾗﾊﾀｲｾｷ 大字倉石中市字寺畑 縄文(中) 散布地

104 442088 駒袋(1)遺跡 ｺﾏﾌﾞｸﾛｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉石石沢字駒袋 縄文(前･中･後) 散布地

118 442089 鳥沼新田(1)遺跡 ﾄﾘﾇﾏｼﾝﾃﾞﾝｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉石石沢字鳥沼新田 縄文(後) 集落跡

118 442090 鳥沼新田(2)遺跡 ﾄﾘﾇﾏｼﾝﾃﾞﾝｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉石石沢字鳥沼新田 縄文(前･中) 散布地

104 442091 石沢大面遺跡 ｲｼｻﾞﾜｵｵﾂﾗｲｾｷ 大字倉石石沢字大面 縄文､平安 散布地

104 442092 地獄原遺跡 ｼﾞｺﾞｸﾊﾗｲｾｷ 大字倉石中市字地獄原 縄文(前) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

104 442093 中市館遺跡 ﾅｶｲﾁﾀﾞﾃｲｾｷ 大字倉石中市字前新田 中世 城館跡 町史跡

104 442094 石沢館跡 ｲｼｻﾞﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字倉石石沢字殿城 中世 城館跡 町史跡

104 442095 新城跡 ｼﾝｼﾞｮｳｱﾄ 大字倉石石沢字殿城 中世 城館跡

103 442096 阿部沢遺跡 ｱﾍﾞｻﾜｲｾｷ 大字倉石中市字阿部沢 平安､中世 集落跡

103 442097 八盃久保(1)遺跡 ﾊﾁﾊｲｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉石中市字八盃久保 縄文(後) 散布地

104 442098 郷ヶ沢遺跡 ｺﾞｳｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字倉石中市字郷ヶ沢 縄文(中･後)､平安 散布地

104 442099 新山平遺跡 ｼﾝｻﾞﾝﾀｲｲｾｷ 大字倉石中市字新山平 縄文(前) 散布地

104 442100 松山(1)遺跡 ﾏﾂﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字倉石中市字松山 縄文(後) 散布地

118 442101 前新田遺跡 ﾏｴｼﾝﾃﾞﾝｲｾｷ 大字倉石中市字前新田 縄文(後) 散布地

104 442102 寺後遺跡 ﾃﾗｳｼﾛｲｾｷ 大字倉石中市字寺後 縄文(中･後) 散布地

104 442103 駒袋(2)遺跡 ｺﾏﾌﾞｸﾛｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉石石沢字駒袋 縄文(前･後) 散布地

104 442104 駒袋(3)遺跡 ｺﾏﾌﾞｸﾛｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉石石沢字駒袋 縄文 散布地

103 442105 大久保沢遺跡 ｵｵｸﾎﾞｻﾜｲｾｷ 大字倉石又重字大久保沢 縄文 散布地

117 442106 三居館遺跡 ｻﾝｷｮﾀﾞﾃｲｾｷ 大字倉石又重字三居 中世 城館跡

117 442107 三居遺跡 ｻﾝｷｮｲｾｷ 大字倉石又重字三居 縄文 散布地

117 442108 五石橋遺跡 ｺﾞｲｼﾊﾞｼｲｾｷ 大字倉石又重字五石橋 縄文 散布地

103･104 442109 八盃久保(2)遺跡 ﾊﾁﾊｲｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉石中市字八盃久保 縄文 集落跡

103 442110 八盃久保(3)遺跡 ﾊﾁﾊｲｸﾎﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字倉石中市字八盃久保 縄文(中･後) 散布地

103･117 442111 幸神遺跡 ｻｲﾉｶﾐｲｾｷ 大字倉石中市字幸神 縄文､平安 散布地

103 442112 上平遺跡 ｳｴﾀｲｲｾｷ 大字倉石中市字上平 縄文 散布地

117 442113 中崎遺跡 ﾅｶｻｷｲｾｷ 大字倉石又重字中崎 奈良 集落跡

103 442114 寺久保遺跡 ﾃﾗｸﾎﾞｲｾｷ 大字倉石中市字寺久保 縄文 散布地

104 442115 木戸場遺跡 ｷﾄﾞﾊﾞｲｾｷ 大字倉石石沢字木戸場 平安 散布地

104 442116 下雨原平遺跡 ｼﾓｱﾏﾊﾗﾀｲｲｾｷ 大字倉石石沢字下雨原平 縄文､平安 散布地

118 442117 石沢中道遺跡 ｲｼｻﾞﾜﾅｶﾐﾁｲｾｷ 大字倉石石沢字中道 縄文(後)､平安 散布地

104 442118 日向遺跡 ﾋﾅﾀｲｾｷ 大字倉石中市字日向 縄文 散布地

103 442119 風原平遺跡 ｶｻﾞﾊﾗﾀｲﾗｲｾｷ 大字倉石石沢字風原平 平安 散布地

104･118 442120 松山(2)遺跡 ﾏﾂﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字倉石中市字松山 縄文 散布地

104 442121 上榊窪(2)遺跡 ｶﾐｻｶｷｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字切谷内字上榊窪 縄文(前･後) 散布地

田　子　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

131 443001 石亀遺跡 ｲｼｶﾞﾒｲｾｷ 大字石亀字石亀 縄文(前･晩) 散布地

132 443002 野面平遺跡 ﾉﾓﾃﾀｲｲｾｷ 大字原字林ノ渡 縄文(晩) 散布地

131 443003 原遺跡 ﾊﾗｲｾｷ 大字原字原 縄文(後) 散布地

131 443004 遠瀬遺跡 ﾄｵｾｲｾｷ 大字遠瀬字向川原 縄文(前) 散布地

131 443005 滝の上遺跡 ﾀｷﾉｳｴｲｾｷ 大字遠瀬字滝の上 縄文(晩) 散布地

131 443006 滝の下遺跡 ﾀｷﾉｼﾀｲｾｷ 大字遠瀬字滝の下 縄文(後) 散布地

131 443007 相米遺跡 ｿｳﾏｲｲｾｷ 大字相米字天間屋敷 縄文 散布地

126 443008 宮沢遺跡 ﾐﾔｻﾞﾜｲｾｷ 大字相米字下宮沢 縄文(後) 散布地

131 443009 関遺跡 ｾｷｲｾｷ 大字関字在家平 縄文(後) 配石遺構

125 443010 清水頭館 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗﾀﾞﾃ 大字田子字清水頭 中世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

125 443011 馬場館 ﾊﾞﾊﾞﾀﾞﾃ 大字田子字ハサコ平 中世 城館跡

126 443012 種子館 ﾀﾈｺﾀﾞﾃ 大字田子字種子 縄文(前)､中世 散布地､城館跡

126 443013 日ノ沢館 ﾋﾉｻﾜﾀﾞﾃ 大字日ノ沢字館 中世 城館跡 町史跡

126 443014 田子館 ﾀｯｺﾀﾞﾃ 大字田子字風張 中世 城館跡 町史跡

131 443015 相米館 ｿｳﾏｲﾀﾞﾃ 大字相米字太田平 中世 城館跡 町史跡

131 443016 原館 ﾊﾗﾀﾞﾃ 大字原字諏訪ノ平 中世 城館跡 町史跡

131 443017 石亀館 ｲｼｶﾞﾒﾀﾞﾃ 大字石亀字館 中世 城館跡 町史跡

131 443018 茂市館 ﾓｲﾁﾀﾞﾃ 大字茂市字桜館 中世 城館跡 町史跡

443019 欠番

126 443020 日ノ沢遺跡 ﾋﾉｻﾜｲｾｷ 大字田子字日ノ沢 縄文 散布地

126 443021 日ノ沢下モ平遺跡 ﾋﾉｻﾜｼﾓﾀｲｲｾｷ 大字田子字日ノ沢下モ平 平安 散布地

131 443022 石亀坂ノ上遺跡 ｲｼｶﾞﾒｻｶﾉｳｴｲｾｷ 大字石亀字石亀坂ノ上 縄文 散布地

131 443023 向川原遺跡 ﾑｶｲｶﾜﾗｲｾｷ 大字石亀字向川原 縄文 散布地

126 443024 雷平遺跡 ｲｶｽﾞﾁﾀｲｲｾｷ 大字田子字雷平 縄文､平安 散布地

126 443025 観音平(1)遺跡 ｶﾝﾉﾝﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田子字観音平 縄文､平安 散布地

126 443026 観音平(2)遺跡 ｶﾝﾉﾝﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田子字観音平 縄文 散布地

126 443027 杉渕平(1)遺跡 ｽｷﾞﾌﾞﾁﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字田子字杉渕平 平安 散布地

126 443028 杉渕平(2)遺跡 ｽｷﾞﾌﾞﾁﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字田子字杉渕平 平安 散布地

126 443029 舞手遺跡 ﾓｳﾃﾞｲｾｷ 大字田子字舞手 平安 散布地

126 443030 向山遺跡 ﾑｶｲﾔﾏｲｾｷ 大字田子字向山､字向山上ミ平 縄文 散布地

132 443031 飯豊平(1)遺跡 ｲｲﾄﾖﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字原字飯豊平 縄文 散布地

132 443032 飯豊平(2)遺跡 ｲｲﾄﾖﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字原字飯豊平 縄文 散布地

132 443033 雀ヶ平遺跡 ｽｽﾞﾒｶﾞﾀｲｲｾｷ 大字原字雀ヶ平 縄文 散布地

125 443034 川代遺跡 ｶﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大字田子字川代 縄文 散布地

131 443035 新田館跡 ｼﾝﾃﾞﾝﾀﾞﾃｱﾄ 大字遠瀬字萱立場 縄文､中世 散布地､城館跡

125 443036 宮沢遺跡 ﾐﾔｻﾞﾜｲｾｷ 大字田子字宮沢､字宮沢頭 縄文(中･晩) 散布地

125 443037 清水頭遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字田子字清水頭 縄文(前･中) 散布地

132 443038 飛鳥平遺跡 ｱｽｶﾀｲｲｾｷ 大字原字飛鳥平 縄文､平安 散布地

131 443039 上相米遺跡 ｶﾐｿｳﾏｲｲｾｷ 大字相米字上相米 縄文(晩) 散布地

131 443040 天間屋敷遺跡 ﾃﾝﾏﾔｼｷｲｾｷ 大字相米字天間屋敷 縄文(前) 散布地

126 443041 野月遺跡 ﾉﾂﾞｷｲｾｷ 大字相米字野月 縄文(後)､中世 散布地､城館跡

131 443042 柴倉遺跡 ｼﾊﾞｸﾗｲｾｷ 大字相米字柴倉 縄文(中) 散布地

131 443043 五林遺跡 ｺﾞﾘﾝｲｾｷ 大字山口字五林 縄文(後･晩) 散布地､配石遺構

南　部　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

118 445001 諸味坂遺跡 ﾓﾛﾐｻﾞｶｲｾｷ 大字斗賀字諸味坂 縄文(後) 散布地

118 445002 伊勢沢(1)遺跡 ｲｾｻﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字剣吉字伊勢沢 縄文 散布地

118 445003 伊勢沢(2)遺跡 ｲｾｻﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字剣吉字伊勢沢 縄文(後･晩)､平安 散布地

118 445004 剣吉荒町遺跡 ｹﾝﾖｼｱﾗﾏﾁｲｾｷ 大字剣吉字荒町 縄文､弥生､平安､中世 散布地､集落跡､城館跡

118 445005 寺下遺跡 ﾃﾗｼﾀｲｾｷ 大字剣吉字寺下 縄文(後･晩)､弥生 散布地

118 445006 虎渡前平遺跡 ﾄﾗﾄﾏｴﾋﾗｲｾｷ 大字虎渡字前平 縄文(後)､平安 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

118 445007 大宮遺跡 ｵｵﾐﾔｲｾｷ 大字森越字大宮 縄文(後)､平安 散布地

118 445008 森越山(1)遺跡 ﾓﾘｺｼﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字森越字家の上 縄文(後) 散布地

118 445009 森越山(2)遺跡 ﾓﾘｺｼﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字森越字家の上 縄文(後)､平安 散布地

118 445010 野月遺跡 ﾉﾂﾞｷｲｾｷ 大字森越字野月 縄文(早･後･晩) 散布地

118 445011 堤ヶ沢遺跡 ﾂﾂﾐｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字森越字堤ヶ沢 縄文(早) 散布地

118 445012 堀米遺跡 ﾎﾘｺﾒｲｾｷ 大字森越字野月､字館野 縄文(後･晩)､平安 散布地

118 445013 東山遺跡 ﾋｶﾞｼﾔﾏｲｾｷ 大字下名久井字東山 縄文(後) 散布地

128 445014 下横沢(1)遺跡 ｼﾓﾖｺｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下名久井字下横沢 縄文(早) 散布地

119 445015 下横沢(2)遺跡 ｼﾓﾖｺｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下名久井字下横沢 縄文(後･晩)､平安 散布地

119 445016 下横沢(3)遺跡 ｼﾓﾖｺｻﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字下名久井字下横沢 縄文(後･晩) 散布地

128 445017 嘉左エ門山(1)遺跡 ｶｻﾞｴﾓﾝﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下名久井字嘉左エ門山 縄文 散布地

118 445018 柞木田遺跡 ﾀﾗｷﾀｲｾｷ 大字平字柞木田 縄文(後)､平安 散布地

127 445019 荒谷向遺跡 ｱﾗﾔﾑｶｲｲｾｷ 大字下名久井字荒谷向 縄文(後)､平安 散布地

127 445020 野場山遺跡 ﾉﾊﾞﾔﾏｲｾｷ 大字下名久井字野場山 縄文(後)､平安 散布地

127 445021 相前遺跡 ｿｳｾﾞﾝｲｾｷ 大字平字相前下 縄文(後)､平安 散布地

127 445022 中沢田遺跡 ﾅｶｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字鳥舌内字中沢田 縄文(後) 散布地

127 445023 西山遺跡 ﾆｼﾔﾏｲｾｷ 大字法光寺字西山 縄文(中･後)､奈良 散布地

118 445024 虚空蔵遺跡 ｺｸｿﾞｳｲｾｷ 大字平字虚空蔵 縄文(前･中･後･晩)､奈良 散布地､貝塚

127 445025 上名久井野月遺跡 ｶﾐﾅｸｲﾉﾂﾞｷｲｾｷ 大字上名久井字野月 縄文(後)､平安､弥生 散布地

445026 欠番

127 445027 六十六枚遺跡 ﾛｸｼﾞｭｳﾛｸﾏｲｲｾｷ 大字上名久井字六十六枚 縄文(後･晩)､平安 散布地

127 445028 館向遺跡 ﾀﾃﾑｶｲｲｾｷ 大字上名久井字館向 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 集落跡

127 445029 沼端遺跡 ﾇﾏﾊﾀｲｾｷ 大字法光寺字沼端 縄文(後) 散布地

127 445030 法光寺平遺跡 ﾎｳｺｳｼﾞﾀｲｲｾｷ 大字法光寺字法光寺平 縄文(中･後)､平安 散布地

127 445031 法光寺小学校遺跡 ﾎｳｺｳｼﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳｲｾｷ 大字法光寺字八森 縄文(後)､平安 散布地

127 445032 水沢遺跡 ﾐｽﾞｻﾜｲｾｷ 大字法光寺字水沢 縄文(中･後)､平安 散布地

127 445033 前館遺跡 ﾏｴﾀﾞﾃｲｾｷ 大字法光寺字前館 縄文(中･後)､奈良､平安 散布地

127 445034 市ノ渡遺跡 ｲﾁﾉﾜﾀﾘｲｾｷ 大字法光寺字市ノ渡 縄文(前･中) 散布地

127 445035 上水沢遺跡 ｶﾐﾐｽﾞｻﾜｲｾｷ 大字法光寺字上水沢 縄文 散布地

127 445036 水上遺跡 ﾐｽﾞｶﾐｲｾｷ 大字鳥舌内字水上､字作和 縄文(前･中･後) 散布地

127 445037 作和遺跡 ｻｸﾜｲｾｷ 大字鳥舌内字作和 縄文(後) 散布地

127 445038 高屋敷遺跡 ﾀｶﾔｼｷｲｾｷ 大字鳥舌内字高屋敷 縄文(後) 散布地

127 445039 官代遺跡 ｶﾝﾀﾞｲｲｾｷ 大字鳥舌内字官代 縄文(後) 散布地

127 445040 外林遺跡 ｿﾄﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字鳥舌内字外林 縄文(後･晩) 散布地

127 445041 下沢田(1)遺跡 ｼﾓｻﾜﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鳥舌内字下沢田 縄文(後)､奈良､平安 散布地

127 445042 下沢田(2)遺跡 ｼﾓｻﾜﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鳥舌内字下沢田 縄文(晩) 散布地

127 445043 日渡遺跡 ﾋﾜﾀｼｲｾｷ 大字法光寺字日渡 縄文(晩)､奈良､平安 散布地

118 445044 剣吉館 ｹﾝﾖｼﾀﾞﾃ 大字剣吉字大館 中世 城館跡

118 445045 森ノ越館 ﾓﾘﾉｺｼﾀﾞﾃ 大字森越字上小路 中世 城館跡

118･127 445046 上名久井館 ｶﾐﾅｸｲﾀﾞﾃ 大字上名久井字杉ノ木 中世 城館跡

118 445047 下名久井館 ｼﾓﾅｸｲﾀﾞﾃ 大字下名久井字館 中世 城館跡

127 445048 鳥舌内館 ﾁｮｳｼﾀﾅｲﾀﾞﾃ 大字鳥舌内字中山 中世 城館跡



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

127 445049 青鹿長根遺跡 ｱｵｼﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字鳥谷字青鹿長根 縄文(晩) 散布地

118 445050 斗賀山(1)遺跡 ﾄｶﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字斗賀字斗賀山 縄文 散布地

118 445051 斗賀山(2)遺跡 ﾄｶﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字斗賀字斗賀山 縄文 散布地

118 445052 田ノ沢頭遺跡 ﾀﾉｻﾜｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字斗賀字田ノ沢頭 縄文(前) 散布地

118 445053 館野遺跡 ﾀﾃﾉｲｾｷ 大字森越字館野 縄文(前･中･後)､奈良､平安 集落跡

127 445054 宮野(1)遺跡 ﾐﾔﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字高瀬字宮野 縄文(前･中･後)､奈良､平安 散布地

127 445055 内ノ沢遺跡 ｳﾁﾉｻﾜｲｾｷ 大字鳥谷字内ノ沢 縄文(晩)､平安 散布地

127 445056 大久保平遺跡 ｵｵｸﾎﾞﾀｲｲｾｷ 大字高瀬字大久保平 縄文(前･後)､奈良 集落跡

127 445057 鳥谷遺跡 ﾄﾔｲｾｷ 大字鳥谷字鳥谷 縄文(前) 散布地

118 445058 虎渡館遺跡 ﾄﾗﾄﾀﾞﾃｲｾｷ 大字虎渡字館 縄文(後)､奈良､平安 散布地

118 445059 古館跡 ﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 大字下名久井字館 中世 城館跡

127 445060 山屋敷平遺跡 ﾔﾏﾔｼｷﾀｲｲｾｷ 大字高瀬字山屋敷平 縄文(早･中･後)､奈良､平安 集落跡

127 445061 上平遺跡 ｶﾐﾀｲﾗｲｾｷ 大字平字上平 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､奈良､平安 集落跡

128 445062 嘉左エ門山(2)遺跡 ｶｻﾞｴﾓﾝﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下名久井字嘉左エ門山 縄文 散布地

118 445063 池内(1)遺跡 ｲｹﾅｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字斗賀字池内 縄文 散布地

445064 欠番

118 445065 斗賀寺ノ沢遺跡 ﾄｶﾃﾗﾉｻﾜｲｾｷ 大字斗賀字寺ノ沢 縄文 散布地

118 445066 タタメキ遺跡 ﾀﾀﾒｷｲｾｷ 大字斗賀字タタメキ 平安 散布地

118 445067 中ノコキ遺跡 ﾅｶﾉｺｷｲｾｷ 大字斗賀字中ノコキ 縄文 散布地

118 445068 室畑遺跡 ﾑﾛﾊﾀｲｾｷ 大字相内字室畑 縄文(晩) 散布地

127 445069 村中遺跡 ﾑﾗﾅｶｲｾｷ 大字小向字村中 縄文(晩) 散布地

127 445070 下比良(1)遺跡 ｼﾓﾋﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字大向字下比良 縄文(晩) 散布地

445071 欠番

127 445072 鱒沢遺跡 ﾏｽｻﾞﾜｲｾｷ 大字小向字鱒沢 縄文(晩)､中世 散布地､城館跡

118 445073 上の平遺跡 ｳｴﾉﾀｲｲｾｷ 大字相内字上の平 縄文(後) 散布地

127 445074 佐野平遺跡 ｻﾉﾀｲｲｾｷ 大字大向字佐野平 縄文(後)､平安､中世 集落跡､城館跡

127 445075 川代遺跡 ｶｼﾛｲｾｷ 大字大向字川代 縄文(晩) 散布地

118 445076 沢遺跡 ｻﾜｲｾｷ 大字相内字沢 縄文(晩)､奈良､平安 散布地

118 445077 荒屋敷遺跡 ｱﾗﾔｼｷｲｾｷ 大字相内字荒屋敷 縄文(中･晩) 散布地

118 445078 岨里目遺跡 ｿﾘﾒｲｾｷ 大字相内字岨里目 縄文(中) 散布地

127 445079 馬場遺跡 ﾊﾞﾊﾞｲｾｷ 大字小向字馬場 縄文(前)､中世 散布地､城館跡 町史跡

127 445080 待場遺跡 ﾏﾁﾊﾞｲｾｷ 大字赤石字待場 平安 散布地

118･127 445081 平良ケ崎城跡 ﾍﾗｶﾞｻｷｼﾞｮｳｱﾄ 大字沖田面字北古館 中世 城館跡 町史跡

118 445082 相内館跡 ｱｲﾅｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字相内字荒屋敷 中世 城館跡 町史跡

127 445083 赤石館跡 ｱｶｲｼﾀﾞﾃｱﾄ 大字赤石字館 中世 城館跡 町史跡

127 445084 佐藤館跡 ｻﾄｳﾀﾞﾃｱﾄ 大字沖田面字佐藤橋 中世 城館跡

127 445085 聖寿寺館跡 ｼｮｳｼﾞｭｼﾞﾀﾃｱﾄ 大字小向字正寿寺 中世 城館跡 史跡

127 445086 大向館跡 ｵｵﾑｶｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字大向字下比良 中世 城館跡 町史跡

127 445087 蝦夷館跡 ｴｿﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字大向字下比良 中世 城館跡

127 445088 中山構跡 ﾅｶﾔﾏｶﾏｴｱﾄ 大字大向字下比良 中世 城館跡

127 445089 前比良(1)遺跡 ﾏｴﾋﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字赤石字前比良 縄文(前･中･後･晩)､奈良 集落跡

127 445090 前比良(2)遺跡 ﾏｴﾋﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字赤石字前比良 縄文(晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

127 445091 山里遺跡 ﾔﾏｻﾄｲｾｷ 大字赤石字山里 縄文(前･中･後) 散布地

445092 欠番

445093 欠番

127 445094 湧口遺跡 ﾜッｸﾁｲｾｷ 大字大向字湧口 縄文､平安 散布地

445095 欠番

118 445096 牛立場一里塚 ｳｼﾀﾃﾊﾞｲﾁﾘﾂﾞｶ 大字沖田面字梨子木 近世 一里塚

127 445097 杉沢館跡 ｽｷﾞｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字赤石字杉ノ沢 中世 城館跡

126 445098 二又遺跡 ﾌﾀﾏﾀｲｾｷ 大字小向字二又 縄文 散布地

127 445099 長谷遺跡 ﾊｾｲｾｷ 大字大向字長谷 平安 散布地

127 445100 古町遺跡 ﾌﾙﾏﾁｲｾｷ 大字小向字古町 縄文 散布地

127 445101 住谷野牧跡 ｽﾐﾔﾉﾏｷｱﾄ 大字大向字牧野平 縄文､古代､中世､近世 牧場跡

118 445102 荒屋敷(2)遺跡 ｱﾗﾔｼｷｶｯｺﾆｲｾｷ 大字相内字荒屋敷 縄文(中･晩) 散布地

127 445103 聖寿寺平遺跡 ｼｮｳｼﾞｭｼﾞﾀｲｲｾｷ 大字沖田面字聖寿寺平 縄文 散布地

127 445104 上ノ山遺跡 ｶﾐﾉﾔﾏｲｾｷ 大字小向字馬場 縄文 散布地

118 445105 柏木久保遺跡 ｶｼﾜｷﾞｸﾎﾞｲｾｷ 大字相内字柏木久保 縄文 散布地

127 445106 夏井沢遺跡 ﾅﾂｲｻﾞﾜｲｾｷ 大字大向字夏井沢 縄文､古代 散布地

126 445107 南古牧遺跡 ﾐﾅﾐﾌﾙﾏｷｲｾｷ 大字小向字南古牧 縄文(後) 散布地

118 445108 藤ヶ森遺跡 ﾌｼﾞｶﾞﾓﾘｲｾｷ 大字相内字藤ヶ森 縄文(晩) 散布地

118 445109 西ノ平遺跡 ﾆｼﾉﾋﾗｲｾｷ 大字相内字西ノ平 縄文､平安 散布地

118 445110 沖田面久保遺跡 ｵｷﾀｵﾓﾃｸﾎﾞｲｾｷ 大字沖田面字久保 平安 散布地

127 445111 正寿寺遺跡 ｼｮｳｼﾞｭｼﾞｲｾｷ 大字小向字正寿寺 中世 散布地

118 445112 西久根遺跡 ﾆｼｸﾈｲｾｷ 大字福田字西久根 縄文(早･前･中･後)､平安､中世 集落跡

118 445113 矢崎舘遺跡 ﾔｻﾞｷﾀﾃｲｾｷ 大字福田字矢崎舘 縄文(後)､平安 散布地､城館跡

119 445114 源次郎平遺跡 ｹﾞﾝｼﾞﾛｳﾀｲｲｾｷ 大字福田字源次郎平 縄文(後)､平安 散布地

445115 欠番

119 445116 舘遺跡 ﾀﾃｲｾｷ 大字埖渡字舘 縄文(後)､奈良､平安 散布地､城館跡

119 445117 西張(1)遺跡 ﾆｼﾊﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字法師岡字西張 縄文(晩) 散布地

119 445118 西張(2)遺跡 ﾆｼﾊﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字法師岡字西張 縄文(早･後) 集落跡

119 445119 埖渡遺跡 ｺﾞﾐﾜﾀﾘｲｾｷ 大字埖渡字埖渡 縄文(後･晩) 散布地

119 445120 佐伝窪遺跡 ｻﾃﾞﾝｸﾎﾞｲｾｷ 大字埖渡字佐伝窪 縄文(後) 散布地

119 445121 長地峰遺跡 ﾅｶﾞﾁﾐﾈｲｾｷ 大字埖渡字長地嶺 縄文(後) 散布地

118 445122 苫米地舘野遺跡 ﾄﾏﾍﾞﾁﾀﾃﾉｲｾｷ 大字苫米地字舘野 縄文(前･中) 集落跡

118 445123 北向遺跡 ｷﾀﾑｶｲｲｾｷ 大字麦沢字北向 縄文(後) 散布地

119 445124 雷遺跡 ｲｶｽﾞﾁｲｾｷ 大字苫米地字雷 縄文(早･前･中･後)､平安 散布地

119 445125 苫米地西山遺跡 ﾄﾏﾍﾞﾁﾆｼﾔﾏｲｾｷ 大字苫米地字西山 縄文(早･前･中･後･晩)､平安 集落跡

119 445126 下木戸場遺跡 ｼﾓｷﾄﾞﾊﾞｲｾｷ 大字麦沢字下木戸場 縄文(前) 散布地

119 445127 カツテウ遺跡 ｶｯﾁｮｳｲｾｷ 大字埖渡字カツテウ 縄文(後･晩) 散布地

119 445128 放森遺跡 ﾊﾅﾚﾓﾘｲｾｷ 大字埖渡字放森 縄文(後･晩)､平安 散布地

119 445129 牛墓遺跡 ｳｼﾊｶｲｾｷ 大字杉沢字牛墓 縄文(後)､平安 散布地

119 445130 漆山遺跡 ｳﾙｼﾔﾏｲｾｷ 大字杉沢字漆山 平安 散布地

119 445131 天獅子遺跡 ﾃﾝｼﾞｼｲｾｷ 大字杉沢字天獅子 縄文(後)､平安 散布地

119 445132 小松沢下平遺跡 ｺﾏﾂｻﾞﾜｼﾓﾀｲｲｾｷ 大字小泉字小松沢下平 縄文(晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

119 445133 中森遺跡 ﾅｶﾓﾘｲｾｷ 大字小泉字中森 縄文(後･晩)､平安 散布地

119 445134 巌倉平遺跡 ｶﾞﾝｸﾗﾀｲｲｾｷ 大字小泉字巌倉平 縄文(後)､平安 散布地

119 445135 細尻遺跡 ﾎｿｼﾞﾘｲｾｷ 大字小泉字細尻 平安 散布地

119 445136 高橋館遺跡 ﾀｶﾊｼﾀﾞﾃｲｾｷ 大字高橋字横館 中世､近世 城館跡

119 445137 法師岡館遺跡 ﾎｳｼｵｶﾀﾞﾃｲｾｷ 大字法師岡字田向 縄文(早･前･後)､奈良､平安､中世 散布地､城館跡

119 445138 昼巻沢遺跡 ﾋﾙﾏｷｻﾜｲｾｷ 大字椛本字昼巻沢 縄文(早･中･後) 散布地

119 445139 苫米地館遺跡 ﾄﾏﾍﾞﾁﾀﾞﾃｲｾｷ 大字苫米地字神明下河原 中世 城館跡

119 445140 杉沢館遺跡 ｽｷﾞｻﾜﾀﾞﾃｲｾｷ 大字杉沢字館 中世 城館跡

118･119 445141 福田館遺跡 ﾌｸﾀﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 大字福田字館 中世 城館跡

118 445142 福田古館遺跡 ﾌｸﾀﾞﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 大字福田字古館 中世 城館跡

118 445143 清水頭遺跡 ｼﾐｽﾞｶﾞｼﾗｲｾｷ 大字麦沢字清水頭 縄文 散布地

119 445144 境久保遺跡 ｻｶｲｸﾎﾞｲｾｷ 大字杉沢字陣場 縄文 散布地

119 445145 西張(3)遺跡 ﾆｼﾊﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字法師岡字大道ノ下 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前)､中世 散布地

119 445146 石焼沢遺跡 ｲｼﾔｷｻﾜｲｾｷ 大字法師岡字石焼沢 縄文(後)､弥生 散布地

119 445147 法師岡遺跡 ﾎｳｼｵｶｲｾｷ 大字法師岡字小行､字大平､字田向､字源道長根 縄文 散布地

119 445148 杉沢遺跡 ｽｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字杉沢字矢倉､字矢倉平､字矢倉上､字雨堤､字大森平､字荒谷森 縄文 散布地

119 445149 塚森遺跡 ﾂｶﾓﾘｲｾｷ 大字法師岡字塚森､字木戸口 縄文､平安 散布地

119 445150 鮫ノ口遺跡 ｻﾒﾉｸﾁｲｾｷ 大字埖渡字鮫ノ口 縄文(後) 散布地

119 445151 頭無遺跡 ｶｼﾗﾅｼｲｾｷ 大字福田字頭無､字細谷地 縄文(前･中)､平安 散布地

119 445152 林ノ前遺跡 ﾊﾔｼﾉﾏｴｲｾｷ 大字法師岡字林ノ前 縄文(後･晩) 散布地

119 445153 槻ノ木森遺跡 ﾂｷﾉｷﾓﾘｲｾｷ 大字杉沢字槻ノ木森 縄文 散布地

118 445154 松山外遺跡 ﾏﾂﾔﾏｿﾄｲｾｷ 大字麦沢字松山 縄文 散布地

119 445155 直渡(1)遺跡 ｽｶﾞﾜﾀﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字苫米地字間木 縄文(前･中) 散布地

127 445156 宮野(2)遺跡 ﾐﾔﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字高瀬字宮野 奈良 散布地

118 445157 八木田館跡 ﾔｷﾞﾀﾀﾃｱﾄ 大字斗賀字館 中世 城館跡

118 445158 斗賀古館跡 ﾄｶﾞﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 大字斗賀字古舘､字中道､字古舘河原 中世 城館跡

階　上　町

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

120 446001 野場(1)遺跡 ﾉﾊﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字金山沢字野場 縄文(中･後･晩) 集落跡

120 446002 野場(2)遺跡 ﾉﾊﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字金山沢字野場 縄文(早･前･中･後･晩) 散布地

121 446003 泉田窪(1)遺跡 ｲｽﾞﾐﾀｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字泉田窪､字天満ノ木､字沢前戸､字下大古里 縄文(早･前･後) 散布地

121 446004 泉田窪(2)遺跡 ｲｽﾞﾐﾀｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字泉田窪､字追立窪 縄文(後)､弥生(前) 散布地

120･129 446005 滝端遺跡 ﾀｷﾊﾞﾀｲｾｷ 大字平内字滝端 縄文(草･早･後･晩) 集落跡

121 446006 道仏道添遺跡 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾐﾁｿﾞｲｲｾｷ 大字道仏字道添 縄文(後･晩) 散布地

120 446007 与伝遺跡 ﾖﾝﾃﾞﾝｲｾｷ 大字金山沢字与伝 縄文(後･晩) 散布地

120 446008 尼寺沢遺跡 ｱﾝﾃﾞﾗｻﾜｲｾｷ 大字道仏字横沢山 縄文(中･後) 散布地

121 446009 程熊(1)遺跡 ﾎﾄﾞｸﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字荒谷 縄文(前･後) 散布地

121 446010 程熊(2)遺跡 ﾎﾄﾞｸﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字荒谷 縄文(前･後) 散布地

120 446011 上明戸遺跡 ｶﾐｱｹﾄｲｾｷ 大字角柄折字上明戸 縄文(早･中･後) 散布地

120 446012 中田遺跡 ﾅｶﾀｲｾｷ 大字角柄折字中田 縄文(早･前･後) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

121 446013 鹿蔵窪(1)遺跡 ｶｸﾗｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字鹿蔵窪 縄文(後･晩) 散布地

121 446014 鹿蔵窪(2)遺跡 ｶｸﾗｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字鹿蔵窪 縄文(後) 散布地

120 446015 引敷林遺跡 ﾋｷｼｷﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字平内字引敷林 縄文(早･前･中･後･晩) 集落跡

120 446016 蝙蝠遺跡 ｺｳﾓﾘｲｾｷ 大字角柄折字蝙蝠 縄文(早･前･後)､平安 散布地

120 446017 赤保内鹿糠遺跡 ｱｶﾎﾞﾅｲｶﾇｶｲｾｷ 大字赤保内字鹿糠 縄文(後･晩)､奈良､平安 散布地

120 446018 姥沢遺跡 ｳﾊﾞｻﾜｲｾｷ 大字鳥屋部字姥沢 縄文(早･後)､奈良､平安 散布地

121 446019 横沢遺跡 ﾖｺｻﾜｲｾｷ 大字道仏字横沢 縄文(中･後) 散布地

121 446020 寺下遺跡 ﾃﾗｼﾀｲｾｷ 大字赤保内字寺下 縄文(中･後･晩)､弥生 集落跡､貝塚

121 446021 白座遺跡 ﾊｸｻﾞｲｾｷ 大字道仏字白座窪､字銀杏窪 縄文(早･前･中･後)､平安 集落跡､貝塚

120 446022 山館(1)遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字赤保内字山館 縄文(早･中･後･晩) 散布地

120 446023 山館(2)遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｶｯｺﾆｲｾｷ 大字赤保内字山館 奈良､平安 散布地

121 446024 小舟渡灯台遺跡 ｺﾐﾅﾄﾄｳﾀﾞｲｲｾｷ 大字道仏字二十一 縄文(晩)､弥生(前)､奈良､平安 散布地

121 446025 榊山遺跡 ｻｶｷﾔﾏｲｾｷ 大字道仏字榊山 縄文(後･晩) 散布地

121 446026 石渡窪遺跡 ｲｼﾜﾀﾘｸﾎﾞｲｾｷ 大字道仏字石渡窪､字下桑木 縄文(中) 散布地

121 446027 浜久保(1)遺跡 ﾊﾏｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字牛河原､字浜久保 縄文(早･前･後)､弥生(後) 散布地

120 446028 志民(1)遺跡 ｼﾀﾞﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字角柄折字志民 縄文(早) 散布地

120 446029 志民(2)遺跡 ｼﾀﾞﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 大字角柄折字志民 縄文(早･前･後･晩)､近世 散布地

120 446030 志民(3)遺跡 ｼﾀﾞﾐｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字角柄折字志民 縄文(早･後･晩) 散布地

120 446031 下平遺跡 ｼﾓﾀｲｲｾｷ 大字鳥屋部字下平 縄文(晩)､弥生､奈良､平安 散布地

120 446032 東下田(1)遺跡 ﾋｶﾞｼｼﾓﾀﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鳥屋部字東下田 縄文(後) 散布地

120 446033 東下田(2)遺跡 ﾋｶﾞｼｼﾓﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鳥屋部字東下田 縄文(晩) 散布地

120 446034 田ノ上(1)遺跡 ﾀﾉｳｴｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字鳥屋部字西下田､字田ノ上 縄文(晩) 散布地

120 446035 田ノ上(2)遺跡 ﾀﾉｳｴｶｯｺﾆｲｾｷ 大字鳥屋部字田ノ上 縄文(早･晩) 散布地

120 446036 田ノ上(3)遺跡 ﾀﾉｳｴｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字鳥屋部字田ノ上 縄文(後)､奈良､平安 散布地

120 446037 西下田遺跡 ﾆｼｼﾓﾀﾞｲｾｷ 大字鳥屋部字西下田 縄文(後･晩) 散布地

120 446038 出口遺跡 ﾃﾞｸﾞﾁｲｾｷ 大字鳥屋部字出口 縄文(中･晩) 散布地

120 446039 猿引遺跡 ｻﾙﾋｷｲｾｷ 大字角柄折字猿引 奈良､平安 散布地

120 446040 穴子沢遺跡 ｱﾅｺｻﾞﾜｲｾｷ 大字角柄折字穴子沢 縄文(後･晩)､奈良､平安 散布地

120 446041 金山沢新田遺跡 ｶﾈﾔﾏｻﾜｼﾝﾃﾞﾝｲｾｷ 大字金山沢字新田 縄文(後･晩)､平安 散布地

120 446042 南平(1)遺跡 ﾐﾅﾐﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字金山沢字南平 縄文(晩) 散布地

120 446043 鴨平遺跡 ｶﾓﾀｲｲｾｷ 大字金山沢字鴨平 縄文(中･後･晩)､弥生(前)､奈良､平安 集落跡

120 446044 平内鹿糠遺跡 ﾋﾗﾅｲｶﾇｶｲｾｷ 大字平内字鹿糠 縄文(前･後･晩) 散布地

120 446045 晴山沢大久保遺跡 ﾊﾚﾔﾏｻﾜｵｵｸﾎﾞｲｾｷ 大字晴山沢字大久保､字下大窪 縄文(後･晩)､奈良､平安 散布地

120 446046 大日遺跡 ﾀﾞｲﾆﾁｲｾｷ 大字金山沢字大日 縄文(前･中･後) 散布地

120 446047 上外金山沢遺跡 ｶﾐｿﾄｶﾈﾔﾏｻﾜｲｾｷ 大字金山沢字上外金山沢 縄文(晩)､奈良､平安 散布地

120 446048 大峠(1)遺跡 ｵｵﾄｳｹﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字金山沢字大峠 縄文(早･前) 散布地

120 446049 大峠(2)遺跡 ｵｵﾄｳｹﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字金山沢字長根､字大峠 縄文(早･前･後･晩)､古代 散布地

129 446050 中屋敷遺跡 ﾅｶﾔｼｷｲｾｷ 大字晴山沢字中屋敷 縄文(後･晩) 散布地

129 446051 長根遺跡 ﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字晴山沢字長根 縄文(後･晩) 散布地

120 446052 野場(3)遺跡 ﾉﾊﾞｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字金山沢字野場 縄文(中･後･晩) 散布地

120 446053 野場(4)遺跡 ﾉﾊﾞｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字金山沢字野場 縄文(晩) 散布地

120 446054 金山沢大久保遺跡 ｶﾈﾔﾏｻﾜｵｵｸﾎﾞｲｾｷ 大字金山沢字大久保 縄文(早･後･晩) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

120 446055 藤子遺跡 ﾌｼﾞｺｲｾｷ 大字金山沢字藤子 縄文(中･後･晩) 散布地

121 446056 大蛇遺跡 ｵｵｼﾞｬｲｾｷ 大字道仏字大蛇 縄文(晩)､弥生(前) 散布地

120 446057 平内館跡 ﾋﾗﾅｲﾀﾞﾃｱﾄ 大字平内 中世 城館跡

121 446058 道仏館跡 ﾄﾞｳﾌﾞﾂﾀﾞﾃｱﾄ 大字道仏字道仏 中世 城館跡

129 446059 晴山沢館跡 ﾊﾚﾔﾏｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字晴山沢字中城 中世 城館跡

129 446060 小沢館跡 ｺｻﾞﾜﾀﾞﾃｱﾄ 大字晴山沢字小沢 縄文(中･後･晩)､中世､近世 城館跡

120 446061 木ノ下遺跡 ｷﾉｼﾀｲｾｷ 大字平内字木ノ下 縄文(中･後) 散布地

120 446062 御堂遺跡 ﾐﾄﾞｳｲｾｷ 大字角柄折字御堂 縄文(早) 散布地

120 446063 南平(2)遺跡 ﾐﾅﾐﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字角柄折字南平 縄文(後) 散布地

120 446064 野場(5)遺跡 ﾉﾊﾞｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字金山沢字野場 縄文(中･後･晩) 集落跡

120 446065 鳥屋部館跡 ﾄﾔﾍﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字鳥屋部字上ノ山 中世 城館跡

120 446066 登切館跡 ﾉﾎﾞｷﾘﾀﾞﾃｱﾄ 大字平内字清水 中世 城館跡

129 446067 根岸館跡 ﾈｷﾞｼﾀﾞﾃｱﾄ 大字晴山沢字上ノ山 中世 城館跡

121 446068 上野前遺跡 ｳﾜﾉﾏｴｲｾｷ 大字道仏字上野前 縄文(後) 散布地

121 446069 銀杏ノ木窪遺跡 ｲﾁｮｳﾉｷｸﾎﾞｲｾｷ 大字道仏字銀杏ノ木窪 縄文(前) 散布地

121 446070 浜久保(2)遺跡 ﾊﾏｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字浜久保 縄文(後) 散布地

121 446071 犬石遺跡 ｲﾇｲｼｲｾｷ 大字道仏字犬石 縄文､弥生(前) 散布地

120 446072 小板橋遺跡 ｺｲﾀﾊﾞｼｲｾｷ 大字金山沢字小板橋 縄文(後) 散布地

120 446073 山館前遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃﾏｴｲｾｷ 大字赤保内字鹿糠､字山館前 縄文(早･中･後･晩)､弥生(後)､平安 集落跡

120 446074 小板橋(2)遺跡 ｺｲﾀﾊﾞｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字金山沢小板橋 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生(前)､平安 集落跡

121 446075 荒谷遺跡 ｱﾗﾔｲｾｷ 大字道仏字荒谷 縄文(後) 散布地

120 446076 横沢山(1)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字横沢山 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生 散布地

121 446077 笹畑遺跡 ｻｻﾊﾞﾀｹｲｾｷ 大字道仏字笹畑 縄文(早) 散布地

121 446078 道仏鹿糠遺跡 ﾄﾞｳﾌﾞﾂｶﾇｶｲｾｷ 大字道仏字鹿糠 縄文(前･後･晩)､弥生､平安 散布地

120 446079 横沢山(2)遺跡 ﾖｺｻﾜﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字横沢山 縄文 散布地

121 446080 大古里遺跡 ｵｵﾌﾙｻﾄｲｾｷ 大字道仏字大古里 縄文 散布地

121 446081 天当平(1)遺跡 ﾃﾝﾄｳﾀｲｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字天当平 縄文(後)､弥生 散布地

121 446082 天当平(2)遺跡 ﾃﾝﾄｳﾀｲｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字天当平 縄文､弥生､奈良､平安 散布地

121 446083 藤沢(1)遺跡 ﾌｼﾞｻﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字道仏字藤沢 縄文(早･前)､弥生 散布地

121 446084 笹畑(2)遺跡 ｻｻﾊﾞﾀｹｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字笹畑 縄文(早･後) 散布地

121 446085 藤沢(2)遺跡 ﾌｼﾞｻﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字道仏字藤沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生 集落跡

120 446086 外金山沢遺跡 ｿﾄｶﾈﾔﾏｻﾞﾜｲｾｷ 大字金山沢字外金山沢 縄文(後･晩) 散布地

121 446087 下天摩遺跡 ｼﾓﾃﾝﾏｲｾｷ 大字道仏字下天摩 縄文 集落跡

121 446088 大草里窪遺跡 ｵｵｿﾞｳﾘｸﾎﾞｲｾｷ 大字道仏字大草里窪 縄文(中･後) 散布地

121 446089 下平窪遺跡 ｼﾓﾀｲｸﾎﾞｲｾｷ 大字道仏字下平窪 縄文(中･後) 集落跡

121 446090 上桑木窪遺跡 ｶﾐｸﾜｷｸﾎﾞｲｾｷ 大字道仏字上桑木窪 縄文(中)･中世 集落跡

121 446091 柄貝遺跡 ｶﾞﾗｶｲｲｾｷ 大字道仏字柄貝､下平窪 縄文 集落跡

新　郷　村

地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

117 450001 野月遺跡 ﾉﾂﾞｷｲｾｷ 大字戸来字野月 縄文 散布地

117 450002 大久保(1)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字戸来字大久保 縄文(前･中) 散布地



地図番号 遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

117 450003 大久保(2)遺跡 ｵｵｸﾎﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字戸来字大久保 近世 鋳銭跡

117 450004 赤坂森遺跡 ｱｶｻｶﾓﾘｲｾｷ 大字戸来字赤坂森 縄文(後･晩) 配石遺構 村史跡

117 450005 戸来遺跡 ﾍﾗｲｲｾｷ 大字戸来字大久保 縄文(中･後･晩) 散布地､集落跡

117 450006 横沢遺跡 ﾖｺｻﾜｲｾｷ 大字西越字天王下 縄文(後) 散布地

117 450007 細野遺跡 ﾎｿﾉｲｾｷ 大字西越字細野 縄文(晩) 散布地

117 450008 咽畑遺跡 ﾉﾄﾞﾊﾞﾀｲｾｷ 大字西越字横沢 縄文(中･晩) 散布地

117 450009 女ヶ崎遺跡 ﾒｶﾞｻｷｲｾｷ 大字戸来字女ヶ崎 縄文 散布地

117 450010 獅子神遺跡 ｼｼｶﾞﾐｲｾｷ 大字戸来字獅子神 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

117 450011 長泉寺跡 ﾁｮｳｾﾝｼﾞｱﾄ 大字戸来字獅子神 近世 社寺跡 村史跡

116 450012 上栃棚遺跡 ｶﾐﾄﾁﾀﾅｲｾｷ 大字戸来字松森 奈良､平安 集落跡

117 450013 沢口館遺跡 ｻﾜｸﾞﾁﾀﾞﾃｲｾｷ 大字戸来字沢口 縄文､平安 城館跡

117 450014 荻沢遺跡 ｵｷﾞｻﾜｲｾｷ 大字戸来字荻沢 縄文 散布地

117 450015 戸来館遺跡 ﾍﾗｲﾀﾞﾃｲｾｷ 大字戸来字館神 中世､近世 城館跡

116 450016 田茂代遺跡 ﾀﾓﾀﾞｲｲｾｷ 大字戸来字田茂代 縄文(後) 散布地

117 450017 倉沢出口館 ｸﾗｻﾜﾃﾞｸﾞﾁﾀﾞﾃ 大字戸来字倉沢出口 中世 城館跡

117 450018 長峰館跡 ﾅｶﾞﾐﾈﾀﾞﾃｱﾄ 大字戸来字野月 中世 城館跡

117 450019 西越館跡 ｻｲｺﾞｼﾀﾞﾃｱﾄ 大字西越字下田館 中世 城館跡

117 450020 蝦館跡 ｴﾋﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大字西越字蝦館 中世 城館跡

116 450021 向落合遺跡 ﾑｶｲｵﾁｱｲｲｾｷ 大字戸来字向落合 縄文(後) 配石遺構


