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ふりがな ふりがな コード
北緯

調査面積
所収遺跡 所在地 市町村 遺跡番号

東経 調査期間
(rrl) 

鯛査原因

たかだてよしだあざかみかのひがし

かのいせき 尚舘吉田字上鹿野東86-6,86-
38°19'03" 

鹿野遺跡 12139 140°84'79" 2017.7.27, 28 12 個人住宅建築

13, 86-16の各一部

たかばたけいせき たかだてよしだあざじょうめ
38°19'16" 

高畑遺跡 高舘吉田字乗馬35-2の一部 12086 140°85'94" 2017 7.4 6 個人住宅建築

くぼたいせき たかだてよしだあざくぼた
38°19'36" 

窪田遺跡 高舘吉田字窪田 30 12144 140°86'35" 2018.3.28 5 個人住宅建築

きたみやしんめいいせき たかだてよしだ あざ きたみやしん めい
38°19'06" 

北宮神明遺跡 高舘吉田字北宮神明 132-10 12038 140°86'5911 2017.11.27 3. 75 個人住宅建築

ひがしうちだていせき たかだて よしだ あ ざひがしうちだて
38°18'49" 

東内館遺跡 高舘吉田字東内舘地内 12093 140°86'62" 2017 12. 11 12 排水路の改修工事

しみずいせき たこうあざみなみ
4207 38°18'32" 140°87'64" 

通信エリア新幹線

消水遺跡 田裔字南36 12057 2017.11.24 38 
沿線対策工事

第1調査地
たかだてよしだあざやらい

38°17'99" 140°87'37" 
やらいいせき

高舘吉田字野来65-33
2017. 5, 16 15. 84 個人住宅建築

野来遺跡 12140 

第2調査地
たかだてよしだあざやらい

38°17'92" 140°87'28" 
高舘吉田字野来52-3 2018. 1. 18 4 個人住宅建築

第1調査地
かみようでんあざせんがりた

38°18'68" 140°88'64" 
上余田字千刈田404の一部 2017 5. 9 18 共同住宅建築

かみようでんいせ さ

上余田遺跡 12017 

第2調査地
かみようでんあざいちのつぼ

38°18'26" 140°88'49" 
上余田字市坪446の一部

2017. 8. 2,3 ， 個人住宅建築

きたのかまあと めでしましおてあざきたの
38°17'82" 

通信エリア新幹線

北野窯跡 愛島塩手字北野153 12118 140°85'6211 2017.10.24 9,9 
沿線対策工事

まちうらいせき ますだ
38°16'94" 

個人住宅建築 (2

町裏遺跡 増田 2-8-3 12117 140°88'35" 2017 12. 6, 7 12 
棟）

ふりがな
種別 主な時代 主な追構 主な遺物

所収遺跡
特記事項

かのいせき
散布地 縄文 なし鹿野遺跡 なし

たかばたけいせき
散布地 弥生・古墳・古代 なし高畑遺跡 なし

くぼたいせき
散布地 古代 なし窪田遺跡 なし

きたみやしんめいいせき
散布地 古代 なし北宮神明遺跡 なし

ひがしうちだていせき
散布地 古墳後・古代 旧河川跡東内館遺跡 なし

しみずいせき
集落

弥生月l」～後・古墳前～
なし清水遺跡 後・奈良• 平安

なし

第1調査地 溝跡1条、柱穴1基 なし
やらいいせき

集落 弥生・古代野来遺跡

第2調査地 なし なし

第1調査地 溝跡3条、性格不明遺構3某 土師器、須恵器
かみよう でんいせき

上余田遺跡 散布地・集落 弥生・古墳前・古代

第2調査地
竪穴状遣構l軒、土城l基、溝跡1条、

士師器、須恵器
ピット 1基

きたのかまあと
窯跡 平安 なし北野窯跡 なし

まちうらいせき
散布地 古代 なし町裏遺跡 なし
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北緯 東経 調査期間

(rri) 
調査原因

第1調査地
しもようでんあざなかに

38°17'43" 140°89'71" 
下余田字中荷653-1 2017.5 18 9.2 個人住宅建築

第2調査地
しもようでんあざいいづか

38°17'69" 
しもようでんいせき

下余田字飯塚388-1 140°90'36" 2017.6.1 4. 5 個人住宅建築

下余田遺跡 12015 

第3調査地
しもようでんあざなかに

38°17'41" 140°89'75" 
下余田字中荷646-1 2018. 2. 14, 15 7.5 個人住宅建築

第4調査地
しもようでんあざいいづか

38°17'48" 下余田字飯塚547-3 140°90'62" 2018. 3 6 ， 個人住宅建築

もり さんちょうめ

ほんそん 杜せきのした3丁目 6-5、6-

本村遺跡 12184 38°16'45" 140°90'25" 2018. 1. 15, 16 20.25 共同住宅建築

6、6-7

きたはらかみやしきあと たかやなぎあざきたはらかみ

北原上屋敷跡 麻柳字北原上地内 12171 38°18'01" 140°91'94" 2017.9.7 5.25 道路改良
4207 

てらだいせき こづかはらあざにしなかづか

寺田遺跡 小塚原字西中塚89 12146 38°17'77" 140°93'63" 2018.1.24 4 個人住宅建築

いいのざかいせき いいのざかごちょうめ

飯野坂遺跡 飯野坂5丁目 12-1 12030 38°16'OS" 140°88'08" 2018. 3 7 5 共同住宅建築

いいのざかよんちょうめ

やましたいせき 飯野坂4丁目 425-1、433-1、 2017. 5. 29-31 

山下遺跡
12097 38°16'02" 140°88'41' 90 共同住宅建築

2017. 6. 5-7 
433-2、433-6の各一部

ていざんぼり しもま すだあざきたはらひがしだいばやし

貞い堀 下増田字北原東、台林地内 12186 38°14'43" 140°93'72" 2017.8.31 12 橋の架け替え丁事

やまのかみいせき ほんごうあざやぐち

山の神遺跡 本郷字矢口 96-2 12098 38°12'94" 140°88'10" 2017 II. 28,29 9 5 個人住宅建築

ふりがな
種別 主な時代所収遺跡 主な遺構 主な遺物 特記事項

第1調査地 なし なし

第2調査地
弥生中・古墳前～中・

なし なし
しもようでんいせき

集落下余田遺跡 古代
第3調査地 なし なし

第4調査地 なし なし

ほんそん
散布地 古墳～平安本村遺跡 溝跡2条 なし

きたはらかみやしきあと
屋敷 近世 なし北原上屋敷跡 なし

てらだいせき
散布地 中世 なし

寺田選跡 なし

いいのざかいせき
散布地

弥生前～中・古墳中～
なし

飯野坂遺跡 後
弥生土器

やましたいせき 掘立柱建物跡11軒、溝跡3条、性格不
無釉陶器、礫石

山下遺跡 散布地 古墳・古代
明遺構3基

器、板状石器、

土製品

ていざんぼり
運河 近世 なし

貞い堀 なし

やまのかみいせき
集落 古墳前 溝跡2条、性格不明遺構1基

山の神遺跡 なし
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