
 341　大石田町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
341-001 大石田町 三光坊遺跡 散布地 縄文時代(前期) 海谷
341-002 大石田町 白鷺墓地前遺跡 集落跡 縄文時代 海谷
341-003 大石田町 白鷺Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(中期、後期、晩期) 海谷
341-004 大石田町 白鷺Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 海谷
341-005 大石田町 阿部楯跡 城館跡 中世 海谷
341-006 大石田町 駒籠Ｂ遺跡 散布地 縄文時代(前期)、弥生時代(後期) 海谷 新規登録：「分布報(7)」1979年3月(駒籠北)
341-007 大石田町 ヘグリＢ遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
341-008 大石田町 水口遺跡 集落跡 平安時代 富並 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
341-009 大石田町 里A遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 富並
341-010 大石田町 ヘグリＡ遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
341-011 大石田町 今宿Ｄ遺跡 散布地 縄文時代 延沢
341-012 大石田町 今宿Ｂ遺跡 散布地 縄文時代 延沢
341-013 大石田町 小屋館跡 集落跡、城館跡 中世 延沢 「中城報2」_Ｐ226
341-014 大石田町 来迎寺遺跡 集落跡 縄文時代(中期、後期)、中世 延沢 「県教委34集」1981年3月。
341-015 大石田町 今宿遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 延沢
341-016 大石田町 塩ノ沢西遺跡 集落跡 縄文時代 富並 範囲修正：「分布報(33)」2007年3月
341-017 大石田町 家ノ廻リ遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
341-018 大石田町 善翁寺裏遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 延沢
341-019 大石田町 塩ノ沢館跡 集落跡、城館跡 縄文時代(前期､中期)､中世 富並 「中城報2」_Ｐ226
341-020 大石田町 来迎寺館跡 城館跡 中世 延沢 「中城報2」_Ｐ225
341-021 大石田町 今宿Ａ遺跡 散布地 縄文時代(中期) 延沢
341-022 大石田町 今宿Ｃ遺跡 集落跡 弥生時代 延沢 範囲修正：「分布報(38)」2012年3月
341-023 大石田町 横山小学校前遺跡 集落跡 平安時代 延沢
341-024 大石田町 三ノ又Ｄ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-025 大石田町 高山遺跡 散布地 縄文時代(前期) 延沢
341-026 大石田町 三ノ又Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-027 大石田町 鷺ノ原Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
341-028 大石田町 三ノ又Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-029 大石田町 三ノ又Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(前期､中期) 富並
341-030 大石田町 鷺ノ原Ｅ遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
341-031 大石田町 鷺ノ原Ｄ塚 塚、板碑 中世 延沢
341-032 大石田町 横山遺跡 集落跡 平安時代 富並
341-033 大石田町 白羽毛Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(早期､前期､中期､後期) 富並
341-034 大石田町 君ヶ沢遺跡 散布地 縄文時代(晩期) 富並
341-035 大石田町 横山楯跡 城館跡 中世 富並 「中城報2」_Ｐ225
341-036 大石田町 鳥木沢遺跡 散布地 縄文時代 延沢
341-037 大石田町 阿部塚跡 塚 近世 富並
341-038 大石田町 鷺ノ原Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 尾花沢
341-039 大石田町 白羽毛Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(中期､後期) 富並
341-040 大石田町 一ノ渡戸Ｄ遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 海谷
341-041 大石田町 一ノ渡戸Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 海谷
341-042 大石田町 小山Ｂ遺跡 散布地 縄文時代 尾花沢
341-043 大石田町 次年子大平遺跡 散布地 縄文時代 海谷
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341-044 大石田町 小山Ａ遺跡 散布地 縄文時代 尾花沢
341-045 大石田町 浄願寺裏遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 尾花沢
341-046 大石田町 鷺ノ原Ｃ塚 塚 中世以降 尾花沢
341-047 大石田町 乗船寺境内遺跡 寺院跡 中世、近世 尾花沢
341-048 大石田町 上ノ原一字一石経塚 経塚(一字一石経塚) 近世 尾花沢 新規登録：「分布報(31)」2005年3月
341-049 大石田町 一ノ渡戸Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 海谷
341-050 大石田町 土橋遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 海谷
341-051 大石田町 一ノ渡戸Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 海谷
341-052 大石田町 東町上ノ原遺跡 散布地 縄文時代 尾花沢
341-053 大石田町 曙町遺跡 散布地 縄文時代 尾花沢
341-054 大石田町 玉ノ木平Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(前期～晩期) 海谷
341-055 大石田町 玉ノ木平Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代(中期､晩期) 海谷
341-056 大石田町 玉ノ木平Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(早期､中期、晩期) 海谷
341-057 大石田町 黒滝２遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 海谷
341-058 大石田町 黒滝１遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 海谷
341-059 大石田町 荒小屋下遺跡 散布地 縄文時代(中期) 海谷
341-060 大石田町 黒滝楯跡 城館跡 中世 海谷 「中城報2」_Ｐ224
341-061 大石田町 沖遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 延沢
341-062 大石田町 角二山遺跡 集落跡 旧石器時代、縄文時代(前期) 尾花沢
341-063 大石田町 角二山下遺跡 散布地 旧石器時代、縄文時代(前期) 海谷
341-064 大石田町 向山寺遺跡 宗教施設 中世 海谷
341-065 大石田町 ヘグリ遺跡 集落跡 縄文時代､平安時代 延沢
341-066 大石田町 次年子楯跡 城館跡 縄文時代、中世 海谷 「中城報2」_Ｐ224
341-067 大石田町 荒屋敷遺跡 集落跡 縄文時代 海谷
341-068 大石田町 小屋遺跡 集落跡 縄文時代(後期、晩期) 海谷
341-069 大石田町 ドザキ遺跡 集落跡 縄文時代(前期､中期) 富並
341-070 大石田町 森合遺跡 散布地 縄文時代 海谷
341-071 大石田町 庚申町遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 尾花沢
341-072 大石田町 小林遺跡 集落跡 縄文時代(晩期)､平安時代 富並
341-073 大石田町 外楯跡 集落跡 縄文時代(中期) 海谷
341-074 大石田町 古楯遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 海谷
341-075 大石田町 白金遺跡 集落跡 縄文時代(早期､前期)､平安時代 延沢
341-076 大石田町 下ノ原遺跡 散布地 延沢
341-077 大石田町 里Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代(中期､後期) 富並
341-078 大石田町 前山遺跡 集落跡 縄文時代(中期､後期) 富並
341-079 大石田町 井出楯遺跡 集落跡、城館跡 縄文時代(前期)、中世 尾花沢 「中城報2」_Ｐ223
341-080 大石田町 小菅遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
341-081 大石田町 山崎遺跡 散布地 縄文時代 海谷
341-082 大石田町 越巻遺跡 散布地 縄文時代 海谷
341-083 大石田町 大里林遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 海谷
341-084 大石田町 豊田上の原遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 海谷
341-085 大石田町 田前遺跡 集落跡 縄文時代(中期､晩期) 延沢
341-086 大石田町 豊田小学校西遺跡 散布地 縄文時代 海谷
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341-087 大石田町 桧ノ沢遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-088 大石田町 田沢小学校前遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-089 大石田町 坂下遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 富並
341-090 大石田町 羽根沢Ｄ遺跡 散布地 縄文時代(早期､前期) 富並
341-091 大石田町 田沢沼西Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(中期､晩期) 富並
341-092 大石田町 円重寺裏山塚群 塚 近世 海谷
341-093 大石田町 羽根沢Ｆ遺跡 集落跡 縄文時代(後期、晩期) 延沢
341-094 大石田町 川前南遺跡 散布地 奈良・平安時代 海谷
341-095 大石田町 楯ノ花遺跡 集落跡、城館跡 縄文時代(晩期)、中世 海谷
341-096 大石田町 岩ヶ袋南遺跡 散布地 縄文時代(前期) 尾花沢
341-097 大石田町 田沢沼西Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-098 大石田町 馬坂遺跡 散布地 縄文時代(前期) 延沢
341-099 大石田町 羽根沢Ｅ遺跡 集落跡 富並
341-100 大石田町 羽根沢Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 富並 新規登録：「分布報(7)」1979年3月
341-101 大石田町 小野原遺跡 集落跡 旧石器時代、縄文時代､平安時代 延沢 (笹山)
341-102 大石田町 羽根沢Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-103 大石田町 久伝遺跡 集落跡 縄文時代(中期､晩期) 富並 「県教委9集」1977年3月。
341-104 大石田町 岩ヶ袋一字一石経塚 経塚 近世 海谷
341-105 大石田町 羽根沢Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代(前期)、平安時代 富並
341-106 大石田町 岩ヶ袋遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 尾花沢
341-107 大石田町 長峯山Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 富並
341-108 大石田町 亀井田中北遺跡 集落跡、墳墓 縄文時代、中世、近世 海谷
341-109 大石田町 新山寺Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 延沢 新規登録：「分布報(7)」1979年3月
341-110 大石田町 川前楯跡 城館跡 中世 海谷 範囲修正：「分布報(22)」1995年3月。「中城報2」_Ｐ
341-111 大石田町 新山寺Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 延沢 新規登録：「分布報(7)」1979年3月
341-112 大石田町 長峯山Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 富並
341-113 大石田町 川前遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 海谷
341-114 大石田町 太平山楯跡 城館跡 中世 海谷
341-115 大石田町 海谷東遺跡 塚 近世 海谷
341-116 大石田町 海谷遺跡 集落跡 縄文時代 海谷
341-117 大石田町 今宿羽黒山遺跡 信仰施設 中世 延沢
341-118 大石田町 駒籠向遺跡 散布地 縄文時代(後期) 海谷
341-119 大石田町 鷹巣楯東南遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 海谷
341-120 大石田町 鷹巣楯跡 集落跡、城館跡 縄文時代(前期)、中世 海谷 「中城報2」_Ｐ222
341-121 大石田町 熊野神社西遺跡 集落跡 中世、近世 海谷

341-122 大石田町 駒籠楯跡 集落跡、城館跡 縄文時代、奈良・平安時代、中世 海谷
「中城報2」_Ｐ222(楯の鼻)。「県教委209集」2008年3
月、「県教委211集」2009年3月、「県教委213集」2010年

341-123 大石田町 イカゴの上遺跡 集落跡 縄文時代(晩期)、弥生時代 海谷
341-124 大石田町 駒籠墳墓群 墳墓 中世、近世 海谷
341-125 大石田町 イカゴ東塚 塚 中世、近世 海谷
341-126 大石田町 上北原遺跡 集落跡 縄文時代 海谷
341-127 大石田町 白山塚群 塚 中世、近世 海谷
341-128 大石田町 駒籠Ａ遺跡 散布地 縄文時代 海谷 新規登録：「分布報(7)」1979年3月
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341-129 大石田町 浄海森墳墓 墳墓 中世、近世 海谷
341-130 大石田町 下北原遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 海谷
341-131 大石田町 里Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(前期､後期) 富並
341-132 大石田町 駒籠Ｄ遺跡 散布地 縄文時代(前期) 海谷 新規登録：「分布報(10)」1983年3月
341-133 大石田町 駒籠Ｃ遺跡 散布地 縄文時代(前期) 海谷 新規登録：「分布報(7)」1979年3月

341-134 大石田町 今宿大谷地遺跡 集落跡 縄文時代 延沢
新規登録：「分布報(39)」2013年3月。「埋文セ213集」
2014年3月。
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