
大館市遺跡一覧

　

● 本表は、秋田県遺跡台帳を基に作成したものである。

● 遺跡番号は、大館市遺跡地図の番号と合致する。

● 掲載した遺跡は、平成29年7月1日現在で大館地域が170遺跡、比内地域が54遺跡、田代
　 地域が67遺跡の計290遺跡である。
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大館市遺跡一覧

　

名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 時代 種別

4-  1 長走遺跡 ﾅｶﾞﾊﾞｼﾘｲｾｷ 長走字長走 縄文(中)､平安 散布地

4-  2 長走関所跡 ﾅｶﾞﾊﾞｼﾘｾｷｼｮｱﾄ 長走字長走 近世 その他(関所跡)

4-  3 松原小立遺跡 ﾏﾂﾊﾞﾗｺﾀﾞﾁｲｾｷ 白沢字松原 縄文 散布地

4-  4 矢立廃寺跡 ﾔﾀﾃﾊｲｼﾞｱﾄ 白沢字松原 縄文(中･後)､平安 社寺跡

4-  5 大館野遺跡 ｵｵﾀﾞﾃﾉｲｾｷ 白沢字白沢 縄文(中)､弥生､平安､中世､近世 集落跡

4-  6 中羽立遺跡 ﾅｶﾊﾀﾞﾁｲｾｷ 粕田字道ノ上 縄文(中･後･晩) 集落跡

4-  7 両堤遺跡 ﾘｮｳﾂﾞﾂﾐｲｾｷ 粕田字両堤 平安 散布地

4-  8 粕田遺跡 ｶｽﾀﾞｲｾｷ 花岡町字大森上岱 弥生､平安 集落跡

4-  9 白沢古館跡 ｼﾗｻﾜﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 白沢字白沢 平安､中世 城館跡

4- 10 釈迦池遺跡 ｼｬｶｲｹｲｾｷ 商人留字大沢口､白沢字白沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生 集落跡

4- 11 橋桁遺跡 ﾊｼｹﾞﾀｲｾｷ 橋桁字橋桁 縄文(後･晩) 散布地

4- 12 福館跡 ﾌｸﾀﾞﾃｱﾄ 釈迦内字福館 平安､中世 城館跡

4- 13 福館橋桁野遺跡 ﾌｸﾀﾞﾃﾊｼｹﾞﾀﾉｲｾｷ 釈迦内字福館､橋桁字橋桁野 縄文(前･中･晩)､平安 集落跡

4- 14 繋沢遺跡 ﾂﾅｷﾞｻﾜｲｾｷ 花岡町字繋沢 縄文 散布地

4- 15 長森遺跡 ﾅｶﾞﾓﾘｲｾｷ 花岡町字長森 平安､中世 散布地

4- 16 大吉沢遺跡 ｵｵﾖｼｻﾞﾜｲｾｷ 花岡町字大吉沢 縄文(後) 散布地

4- 17 豆岱遺跡 ﾏﾒﾀｲｲｾｷ 花岡町字根井下 縄文(前･晩) 散布地

4- 18 根井下遺跡 ﾈｲｼﾀｲｾｷ 花岡町字根井下 縄文(前) 散布地

4- 19 十三森遺跡 ｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘｲｾｷ 花岡町字根井下 縄文(前･中･晩)､平安､中世 集落跡

4- 20 七ツ館遺跡 ﾅﾅﾂﾀﾞﾃｲｾｷ 花岡町字七ツ館 縄文(晩)､平安､中世 散布地､城館跡

4- 21 花岡城跡･神山遺跡 ﾊﾅｵｶｼﾞｮｳｱﾄ･ｶﾐﾔﾏｲｾｷ 花岡町字神山､字アセ石 平安､中世 集落跡､城館跡

4- 22 狼穴遺跡 ｵｵｶﾐｱﾅｲｾｷ 釈迦内字狼穴 縄文(前)､平安 散布地

4- 23 釈迦内中台Ⅰ遺跡 ｼｬｶﾅｲﾅｶﾀﾞｲｲﾁｲｾｷ 釈迦内字中台 縄文(早･前･後)､弥生､平安､近世 集落跡

4- 24 釈迦内中台Ⅱ遺跡 ｼｬｶﾅｲﾅｶﾀﾞｲﾆｲｾｷ 釈迦内字中台 縄文､平安 散布地

4- 25 釈迦内古館跡 ｼｬｶﾅｲﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 釈迦内字釈迦内 中世 城館跡

4- 26 釈迦内館跡 ｼｬｶﾅｲﾀﾞﾃｱﾄ 釈迦内字館 中世 城館跡

4- 27 松峰遺跡 ﾏﾂﾐﾈｲｾｷ 松峰字仁王田 平安､中世 集落跡

4- 28 大山板碑 ｵｵﾔﾏｲﾀﾋﾞ 松峰字土滝 中世 その他(板碑)

4- 29 高館跡 ﾀｶﾀﾞﾃｱﾄ 松木字高館平 中世 城館跡

4- 30 松木高館平遺跡 ﾏﾂｷﾀｶﾀﾞﾃﾋﾗｲｾｷ 松木字高館平 旧石器 散布地

4- 31 松木遺跡 ﾏﾂｷｲｾｷ 松木字家後 縄文(前) 散布地

4- 32 鍛冶屋敷遺跡 ｶｼﾞﾔｼｷｲｾｷ 沼館字鍛冶屋敷 縄文(早･前･中･後)､平安､中世 集落跡

4- 33 下堤沢遺跡 ｼﾓﾂﾂﾐｻﾞﾜｲｾｷ 沼館字下堤沢 平安 散布地

4- 34 沼館跡 ﾇﾏﾀﾞﾃｱﾄ 沼館字細越 平安､中世 城館跡

4- 35 赤石沢Ⅰ遺跡 ｱｶｲｼｻﾞﾜｲﾁｲｾｷ 川口字上赤石沢 縄文 散布地

4- 36 赤石沢Ⅱ遺跡 ｱｶｲｼｻﾞﾜﾆｲｾｷ 沼館 縄文 散布地

4- 37 長瀞Ⅱ遺跡 ﾅｶﾞﾄﾛﾆｲｾｷ 沼館字長瀞､川口字下赤石沢 縄文 散布地

4- 38 長瀞Ⅰ遺跡 ﾅｶﾞﾄﾛｲﾁｲｾｷ 沼館字長瀞 縄文(中･後･晩) 散布地

4- 39 押館跡 ｵｼﾀﾞﾃｱﾄ 川口字十三森 中世 城館跡

4- 40 下川沿遺跡 ｼﾓｶﾜｿﾞｲｲｾｷ 川口字隼人岱 不明 散布地

4- 41 鳴滝遺跡 ﾅﾙﾀｷｲｾｷ 川口字下鳴滝台 縄文(中･後･晩)､弥生 集落跡

4- 42 川口館跡 ｶﾜｸﾞﾁﾀﾞﾃｱﾄ 川口字長里 中世 城館跡

4- 43 餅田屋敷添遺跡 ﾓﾁﾀﾔｼｷｿﾞｴｲｾｷ 餅田二丁目 縄文(前) 散布地

4- 44 片山館コ遺跡 ｶﾀﾔﾏﾀﾃｺｲｾｷ 片山町三丁目 続縄文､中世 集落跡､城館跡

4- 45 土飛山館跡 ﾄﾞﾋﾞﾔﾏﾀﾃｱﾄ 豊町､幸町 縄文､平安､中世 集落跡､城館跡

4- 46 大館城跡 ｵｵﾀﾞﾃｼﾞｮｳｱﾄ 字中城､字三ノ丸､字桂城､字長倉､字上町 中世 城館跡

4- 47 金坂遺跡 ｶﾈｻｶｲｾｷ 字金坂 平安､中世､近世 集落跡

4- 48 青嵐亭跡 ｾｲﾗﾝﾃｲｼ 東字山屋布下 近世 その他(庭園跡)

4- 49 芦田子上岱遺跡 ｱｼﾀﾞｺｳﾜﾀｲｲｾｷ 芦田子字上岱 縄文(前)､平安 散布地

4- 50 大茂内遺跡 ｵｵｼｹﾞﾅｲｲｾｷ 大茂内字諏訪台 縄文(前･中) 散布地

4- 51 諏訪台遺跡 ｽﾜﾀﾞｲｲｾｷ 大茂内字諏訪台 縄文(前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

4- 52 小茂内沢遺跡 ｺｼｹﾞﾅｲｻﾞﾜｲｾｷ 大茂内字上瘤木台 縄文 散布地

4- 53 塚ノ下遺跡 ﾂｶﾉｼﾀｲｾｷ 大茂内字塚下 縄文(後)､平安 集落跡

4- 54 茂内遺跡 ｼｹﾞﾅｲｲｾｷ 茂内字膳棚下 縄文(前) 散布地

4- 55 鬼ヶ城跡 ｵﾆｶﾞｼﾞｮｳｱﾄ 茂内字鬼ヶ台 中世 城館跡

4- 56 玉林寺跡 ｷﾞｮｸﾘﾝｼﾞｼ 茂内字鬼ヶ台 縄文(中)､中世 集落跡､社寺跡

4- 57 小雪沢遺跡 ｺﾕｷｻﾜｲｾｷ 雪沢字小雪沢 縄文(晩) 散布地

4- 58 芋ヶ岱遺跡 ｲﾓｶﾞﾀｲｲｾｷ 雪沢字蕷ヶ岱 縄文(晩) 散布地

4- 59 水沢館跡 ﾐｽﾞｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 雪沢字水沢谷地 縄文､平安､中世 城館跡

4- 60 茂内屋敷遺跡 ｼｹﾞﾅｲﾔｼｷｲｾｷ 雪沢字茂内屋布 縄文(前･中) 散布地

4- 61 境塚 ｻｶｲﾂﾞｶ 雪沢字小鯰沢 近世 その他(境塚)

4- 62 稲荷中岱遺跡 ｲﾅﾘﾅｶﾀｲｲｾｷ 北神明町 平安､中世 散布地

4- 63 太平山遺跡 ﾀｲﾍｲｻﾞﾝｲｾｷ 中神明町 縄文(晩) 散布地

4- 64 小館花館跡 ｺﾀﾞﾃﾊﾅﾀﾞﾃｱﾄ 小館町 中世 城館跡

4- 65 扇田道下遺跡 ｵｵｷﾞﾀﾐﾁｼﾀｲｾｷ 字扇田道下 縄文(中･後)､平安 集落跡

4- 66 萩ノ台Ⅰ遺跡 ﾊｷﾞﾉﾀｲｲﾁｲｾｷ 小館花字萩野台 縄文(中･後) 散布地

4- 67 萩ノ台Ⅱ遺跡 ﾊｷﾞﾉﾀｲﾆｲｾｷ 小館花字萩野台 縄文(前･中･後) 集落跡

4- 68 池内遺跡 ｲｹﾅｲｲｾｷ 池内字上野 縄文(前･中･後)､弥生､平安 集落跡

4- 69 餌釣館跡 ｴﾂﾘﾀﾞﾃｱﾄ 餌釣字山王岱､柄沢字山王台 縄文(前･中･後･晩)､平安､中世､近世 集落跡､城館跡

4- 70 山館跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｱﾄ 山館字館ノ上 平安･中世 城館跡

4- 71 山館上ノ山遺跡 ﾔﾏﾀﾞﾃｶﾐﾉﾔﾏｲｾｷ 山館字上ノ山 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生､平安 集落跡

4- 72 竜毛岱遺跡 ﾘｭｳｶﾞﾀｲｲｾｷ 中山字竜毛岱 縄文(中･後)･平安 散布地

4- 73 兎沢遺跡 ｳｻｷﾞｻﾞﾜｲｾｷ 中山字兎沢 縄文 散布地

4- 74 寒沢遺跡 ｻﾋﾞｻﾞﾜｲｾｷ 中山字寒沢 縄文(早･中･後) 集落跡

4- 75 冷水山根遺跡 ﾋﾔﾐｽﾞﾔﾏﾈｲｾｷ 曲田字冷水山根 縄文(前･中･後･晩) 集落跡

4- 76 野沢岱Ⅰ遺跡 ﾉｻﾞﾜﾀｲｲﾁｲｾｷ 曲田字野沢岱 縄文(早･前) 散布地

4- 77 野沢岱Ⅱ遺跡 ﾉｻﾞﾜﾀｲﾆｲｾｷ 曲田字野沢岱 縄文(中) 散布地

4- 78 野沢岱Ⅲ遺跡 ﾉｻﾞﾜﾀｲｻﾝｲｾｷ 曲田字野沢岱 縄文(早･前･中･後) 集落跡

4- 79 野沢岱Ⅳ遺跡 ﾉｻﾞﾜﾀｲﾖﾝｲｾｷ 曲田字野沢岱 縄文､平安 散布地

4- 80 下聖遺跡 ｼﾓﾋｼﾞﾘｲｾｷ 曲田字下聖 縄文(前･中･後) 散布地
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大館市遺跡一覧

　

名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 時代 種別

4- 81 萩峠遺跡 ﾊｷﾞﾄｳｹﾞｲｾｷ 軽井沢字萩峠､沼ノ岱 縄文(後)､平安､中世 集落跡､城館跡

4- 82 軽井沢新館跡 ｶﾙｲｻﾞﾜｼﾝﾀﾞﾃｱﾄ 猿間 平安､中世 散布地

4- 83 葛原館跡 ｸｿﾞﾜﾗﾀﾃｱﾄ 葛原字古館､字堀間､字狐森､字膳棚､谷地頭 平安､中世 城館跡

4- 84 竹林遺跡 ﾀｹﾊﾞﾔｼｲｾｷ 葛原字竹林 縄文(前･中) 散布地

4- 85 漆畑遺跡 ｳﾙｼﾊﾞﾀｲｾｷ 葛原字漆畑 縄文(前･中) 散布地

4- 86 根小屋遺跡 ﾈｺﾞﾔｲｾｷ 葛原字根小屋 縄文 散布地

4- 87 柳堆遺跡 ﾔﾅｷﾞﾀｲｲｾｷ 葛原字柳堆 縄文(前･中) 散布地

4- 88 高梨子遺跡 ﾀｶﾅｼｲｾｷ 十二所字高梨子 縄文(前) 散布地

4- 89 別所館跡 ﾍﾞｯｼｮﾀﾞﾃｱﾄ 十二所字一ノ地 中世 城館跡

4- 90 十二所古館跡 ｼﾞｭｳﾆｼｮﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 十二所字田町､字中藤原 中世 城館跡

4- 91 十二所城跡 ｼﾞｭｳﾆｼｮｼﾞｮｳｱﾄ 十二所字元館 平安､中世､近世 城館跡

4- 92 大滝古館跡 ｵｵﾀｷﾌﾙﾀﾞﾃｱﾄ 十二所字古館 平安､中世 集落跡､城館跡

4- 93 陳場岱遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞﾀｲｲｾｷ 道目木字陣場岱 平安 散布地

4- 94 二井田館跡 ﾆｲﾀﾞﾀﾞﾃｱﾄ 二井田字館、字贄ノ里 中世､近世 城館跡

4- 95 けら木森一里塚 ｹﾗｷﾓﾘｲﾁﾘﾂﾞｶ 二井田字ケラキ森 近世 その他(一里塚)

4- 96 バッコ沢遺跡 ﾊﾞｯｺｻﾞﾜｲｾｷ 本宮字バッコ沢 縄文(中･晩) 散布地

4- 97 本宮館跡 ﾓﾄﾐﾔﾀﾞﾃｱﾄ 本宮字熊ノ下 中世 城館跡

4- 98 本宮寺ノ沢遺跡 ﾓﾄﾐﾔﾃﾗﾉｻﾜｲｾｷ 本宮字寺ノ沢 平安 散布地

4- 99 本宮上ノ山遺跡 ﾓﾄﾐﾔｳｴﾉﾔﾏｲｾｷ 本宮字上ノ山､字善知鳥坂 縄文､平安､中世､近世 散布地､城館跡

4- 100 本宮中台遺跡 ﾓﾄﾐﾔﾅｶﾀﾞｲｲｾｷ 本宮字中台、字下モ野 縄文 散布地

4- 101 下野遺跡 ｼﾓﾉｲｾｷ 本宮字下モ野 縄文(後･晩) 散布地

4- 102 前田館跡 ﾏｴﾀﾞﾀﾃｱﾄ 比内前田字前田山根、字桂清水下 平安､中世 城館跡

4- 103 杉沢館跡 ｽｷﾞｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 杉沢字姥沢出口、字屋布 中世 城館跡

4- 104 薬師岱遺跡 ﾔｸｼﾀｲｲｾｷ 杉沢字薬師岱、字中大杉沢 平安 散布地

4- 105 大子内館跡 ｵｵｼﾅｲﾀﾃｱﾄ 大子内字三ツ梨 中世 城館跡

4- 106 林ノ上遺跡 ﾊﾔｼﾉｳｴｲｾｷ 大子内字林ノ上 縄文 散布地

4- 107 曲沢遺跡 ﾏｶﾞﾘｻﾜｲｾｷ 大披字開ノ沢、字森腰 縄文 散布地

4- 108 大披館跡 ｵｵﾋﾞﾗｷﾀﾃｱﾄ 大披字大披 中世 城館跡

4- 109 櫃崎館跡 ﾋﾂｻﾞｷﾀﾞﾃｱﾄ 櫃崎字館宅地 中世 城館跡

4- 110 高戸谷館跡 ﾀｶﾄﾞﾔﾀﾃｱﾄ 赤石字上坂上、櫃崎字高戸屋宅地 平安､中世 城館跡

4- 111 赤石館跡 ｱｶｲｼﾀﾞﾃｱﾄ 赤石字屋敷、字堤沢岱 中世 城館跡

4- 112 板沢一里塚 ｲﾀｻﾞﾜｲﾁﾘｽﾂﾞｶ 板沢字狐台、字乙上野 近世 その他(一里塚)

4- 113 板沢遺跡 ｲﾀｻﾞﾜｲｾｷ 板沢字甲上野 平安､中世 散布地

4- 114 山根岱遺跡 ﾔﾏﾈﾀｲｲｾｷ 小袴字山根台 縄文 散布地

4- 115 大平下遺跡 ｵｵﾋﾗｼﾀｲｾｷ 雪沢字大平下 縄文(前) 散布地

4- 116 石淵遺跡 ｲｼﾌﾞﾁｲｾｷ 雪沢字石渕 縄文(中) 散布地

4- 117 石淵上岱遺跡 ｲｼﾌﾞﾁｶﾐﾀｲｲｾｷ 雪沢字石渕上岱 縄文 散布地

4- 118 宮袋遺跡 ﾐﾔﾌｸﾛｲｾｷ 東字宮袋 縄文(晩) 散布地

4- 119 山崎遺跡 ﾔﾏｻｷｲｾｷ 軽井沢字山崎 平安 散布地

4- 120 沢口遺跡 ｻﾜｸﾞﾁｲｾｷ 曲田字沢口、字山田堤 縄文(後)､弥生 散布地

4- 121 鳶ヶ長根Ⅱ遺跡 ﾄﾋﾞｶﾞﾅｶﾞﾈﾆｲｾｷ 軽井沢字鳶ヶ長根、字五輪岱 縄文(晩) 集落跡

4- 122 鳶ヶ長根Ⅲ遺跡 ﾄﾋﾞｶﾞﾅｶﾞﾈｻﾝｲｾｷ 軽井沢字鳶ヶ長根、字五輪岱 縄文(早･晩) 集落跡

4- 123 鳶ヶ長根Ⅳ遺跡 ﾄﾋﾞｶﾞﾅｶﾞﾈﾖﾝｲｾｷ 軽井沢字鳶ヶ長根、字五輪岱 縄文(早･前･後･晩)､弥生 集落跡

4- 124 岩神遺跡 ｲﾜｶﾞﾐｲｾｷ 字東台、東字岩神、字岩ノ下 縄文(晩) 散布地

4- 125 芋堀沢遺跡 ｲﾓﾎﾘｻﾞﾜｲｾｷ 餅田二丁目、櫃崎字土貝 縄文(前･中) その他の墓､散布地

4- 126 根下戸道下遺跡 ﾈｹﾞﾄﾐﾁｼﾀｲｾｷ 根下戸新町 縄文(早･前･後･晩)､平安 集落跡､その他(狩猟場跡)

4- 127 長走風穴高山植物群落 ﾅｶﾞﾊﾞｼﾘﾌｳｹﾂｺｳｻﾞﾝｼｮｸﾌﾞ
ﾂｸﾞﾝﾗｸ

長走字長走 その他(天然記念物)

4- 128 ザリガニ生息地 ｻﾞﾘｶﾞﾆｾｲｿｸﾁ 字桜町南､字池内道下 その他(天然記念物)

4- 129 芝谷地湿原植物群落 ｼﾊﾞﾔﾁｼﾂｹﾞﾝｼｮｸﾌﾞﾂｸﾞﾝﾗｸ 釈迦内字ヲコハ その他(天然記念物)

4- 130 道目木遺跡 ﾄﾞｳﾒｷｲｾｷ 道目木字中谷地 縄文､平安 その他(埋没家屋)

4- 131 根下戸Ⅰ遺跡 ﾈｹﾞﾄｲﾁｲｾｷ 根下戸新町 縄文(前)･中世 集落跡

4- 132 根下戸Ⅱ遺跡 ﾈｹﾞﾄﾆｲｾｷ 根下戸新町 縄文(前)､近世 その他(狩猟場跡)

4- 133 根下戸Ⅲ遺跡 ﾈｹﾞﾄﾞｻﾝｲｾｷ 根下戸新町 縄文(前)､平安､近世 集落跡､生産遺跡

4- 134 二ツ森Ⅱ遺跡 ﾌﾀﾂﾓﾘﾆｲｾｷ 釈迦内字二ツ森 縄文(前)､弥生 散布地

4- 135 狼穴Ⅱ遺跡 ｵｵｶﾐｱﾅﾆｲｾｷ 釈迦内字狼穴 縄文(前)･平安 集落跡

4- 136 狼穴Ⅲ遺跡 ｵｵｶﾐｱﾅｻﾝｲｾｷ 釈迦内字狼穴 縄文(早･前･中･後)､弥生､平安､近世 集落跡

4- 137 狼穴Ⅳ遺跡 ｵｵｶﾐｱﾅﾖﾝｲｾｷ 釈迦内字狼穴 縄文､弥生､平安 集落跡

4- 138 二ツ森遺跡 ﾌﾀﾂﾓﾘｲｾｷ 釈迦内字二ツ森 縄文･平安 散布地

4- 139 福館Ⅱ遺跡 ﾌｸﾀﾞﾃﾆｲｾｷ 釈迦内字福館 平安 散布地

4- 140 扇田道上遺跡 ｵｵｷﾞﾀﾐﾁｳｴｲｾｷ 東台三丁目 縄文(後)､平安 散布地

4- 141 小館町遺跡 ｺﾀﾞﾃﾁｮｳｲｾｷ 小館町 縄文(前) 散布地

4- 142 蛇沢口遺跡 ﾍﾋﾞｻﾜｸﾞﾁｲｾｷ 茂内字蛇沢口、字膳棚下 縄文､平安 散布地

4- 143 諏訪台Ｄ遺跡 ｽﾜﾀﾞｲﾃﾞｨｰｲｾｷ 大茂内字諏訪台 縄文(早･前･中･後)､弥生 散布地

4- 144 餌釣遺跡 ｴﾂﾘｲｾｷ 餌釣字館 縄文(中)､平安､中世 城館跡､集落跡

4- 145 上野遺跡 ｳﾜﾉｲｾｷ 池内字上野 縄文(中)､平安 集落跡

4- 146 上聖遺跡 ｶﾐﾋｼﾞﾘｲｾｷ 曲田字上聖 縄文 集落跡

4- 147 家ノ後遺跡 ｲｴﾉｳｼﾛｲｾｷ 曲田字家ノ後 縄文(後･晩) 集落跡､その他の墓

4- 148 寒沢Ⅱ遺跡 ｻﾋﾞｻﾞﾜﾆｲｾｷ 中山字寒沢 縄文(前･中･後) 集落跡

4- 149 中山遺跡 ﾅｶﾔﾏｲｾｷ 中山字中山 縄文(前･中･後)､弥生､平安 集落跡

4- 150 陳場岱Ⅱ遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞﾀｲﾆｲｾｷ 道目木字陣場岱 縄文(後)､平安 集落跡

4- 151 谷地中遺跡 ﾔﾁﾅｶｲｾｷ 商人留字谷地中 縄文(早･前･後･晩) 集落跡､その他の墓

4- 152 田ノ沢山遺跡 ﾀﾉｻﾜﾔﾏｲｾｷ 商人留字田ノ沢 縄文(前･中･晩)､中世 集落跡

4- 153 野崎遺跡 ﾉｻﾞｷｲｾｷ 商人留字野崎 縄文(早･前･中･後)､平安､中世 集落跡

4- 154 田ノ沢遺跡 ﾀﾉｻﾜｲｾｷ 商人留字田ノ沢 縄文(前) 散布地

4- 155 男神遺跡 ｵｶﾞﾐｲｾｷ 粕田字男神 縄文(前･中･後)､弥生 集落跡

4- 156 坂下Ⅰ遺跡 ｻｶｼﾀｲﾁｲｾｷ 商人留字坂下 不明 集落跡

4- 157 坂下Ⅱ遺跡 ｻｶｼﾀﾆｲｾｷ 商人留字坂下 縄文(早･前･後)､平安 散布地

4- 158 栗木山遺跡 ｸﾘｷﾔﾏｲｾｷ 川口字栗木山 縄文(前･中･後)､平安 散布地

4- 159 繋沢Ⅱ遺跡 ﾂﾅｷﾞｻﾞﾜﾆｲｾｷ 花岡町字繋沢 縄文(晩) 散布地

4- 160 和台Ⅰ遺跡 ﾜﾀﾞｲｲﾁｲｾｷ 道目木字 縄文､平安 散布地

遺跡番号
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名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 時代 種別

4- 161 和台Ⅱ遺跡 ﾜﾀﾞｲﾆｲｾｷ 道目木字 縄文(中) 散布地

4- 162 茂内屋敷Ⅱ遺跡 ｼｹﾞﾅｲﾔｼｷﾆｲｾｷ 雪沢字茂内屋布 縄文(前) 散布地

4- 163 茂木屋敷跡 ﾓﾃｷﾞﾔｼｷｱﾄ 十二所字元館､字中町 近世 屋敷跡

4- 164 下野Ⅱ遺跡 ｼﾓﾉﾆｲｾｷ 本宮字下モ野 縄文(早･前･中･後･晩)､平安､中世 集落跡

4- 165 堂ノ沢遺跡 ﾄﾞｳﾉｻﾜｲｾｷ 大子内字堂ノ沢 縄文(早･前･中･後･晩)､弥生 集落跡

4- 166 川口十三森遺跡 ｶﾜｸﾞﾁｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘｲｾｷ 川口字十三森 縄文(早･前･後･晩)､続縄文､奈良 集落跡

4- 167 松峰山信仰遺跡群 ﾏﾂﾐﾈｻﾝｼﾝｺｳｲｾｷｸﾞﾝ 松峰字大山、外 平安､近世 社寺跡

4- 168 沢口Ⅱ遺跡 ｻﾜｸﾞﾁﾆｲｾｷ 曲田字沢口 縄文 散布地

4- 169 陣場遺跡 ｼﾞﾝﾊﾞｲｾｷ 長走字陣場 縄文(中･後) 散布地

4- 170 大森野遺跡 ｵｵﾓﾘﾉｲｾｷ 花岡町字大森野 縄文(前)、平安 散布地

名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 時代 種別

12-  1 弟沢遺跡 ｵｼﾞｻﾜｲｾｷ 比内町大葛字弟ヶ沢 縄文(前･中) 散布地

12-  2 休間口遺跡 ﾔｽﾏｸﾞﾁｲｾｷ 比内町大葛字休間内沢 縄文 散布地

12-  3 雪沢口遺跡 ﾕｷｻﾜｸﾞﾁｲｾｷ 比内町大葛字雪沢 縄文(後) 散布地

12-  4 千年岱遺跡 ｾﾝﾈﾝﾀｲｲｾｷ 比内町大葛字千年岱 縄文(前･中) 散布地

12-  5 楽森遺跡 ｶﾞｸﾓﾘｲｾｷ 比内町独鈷字日詰坂下 縄文(後) 散布地

12-  6 独鈷遺跡 ﾄｯｺｲｾｷ 比内町独鈷字大日堂前 縄文(中) 散布地

12-  7 大日堂前遺跡 ﾀﾞｲﾆﾁﾄﾞｳﾏｴｲｾｷ 比内町独鈷字大日堂前 縄文(中･後･晩)､平安 集落跡

12-  8 十狐城跡 ﾄｯｺｼﾞｮｳｱﾄ 比内町独鈷字館間 平安､中世 城館跡

12-  9 珠数掛遺跡 ｼﾞｭｽﾞｶﾞｹｲｾｷ 比内町独鈷字数珠掛 縄文(中･晩)､平安 散布地

12- 10 味噌内遺跡 ﾐｿﾅｲｲｾｷ 比内町味噌内字下台 縄文(後) 散布地

12- 11 宿内中岱遺跡 ｼｭｸﾅｲﾅｶﾀｲｲｾｷ 比内町味噌内字宿内中岱 縄文(前･後) 散布地

12- 12 袖ノ沢遺跡 ｿﾃﾞﾉｻﾜｲｾｷ 比内町味噌内字宿内袖ノ沢 平安 集落跡

12- 13 横沢遺跡 ﾖｺｻﾜｲｾｷ 比内町扇田字横沢 縄文(早･中)､平安 集落跡

12- 14 大岱遺跡 ｵｵﾀﾞｲｲｾｷ 比内町扇田字南大岱 縄文(前)､平安 散布地

12- 15 横沢Ⅱ遺跡 ﾖｺｻﾜﾆｲｾｷ 比内町扇田字横沢 縄文(前)､平安 散布地

12- 16 真館跡 ｼﾝﾀﾞﾃｱﾄ 比内町新館字真館 平安､中世 城館跡

12- 17 長岡城跡 ﾅｶﾞｵｶｼﾞｮｳｱﾄ 比内町扇田字長岡 弥生､平安､中世 城館跡

12- 18 市川遺跡 ｲﾁｶﾜｲｾｷ 比内町扇田字本道端 平安 散布地

12- 19 本道端遺跡 ﾎﾝﾄﾞｳﾊﾞﾀｲｾｷ 比内町扇田字本道端 縄文(早･前･中･晩) 集落跡

12- 20 中野八幡台館跡 ﾅｶﾉﾊﾁﾏﾝﾀﾞｲﾀﾃｱﾄ 比内町中野字八幡台 平安 城館跡

12- 21 中野城跡 ﾅｶﾉｼﾞｮｳｱﾄ 比内町中野字八幡館 平安､中世 城館跡

12- 22 長内沢遺跡 ｵｻﾅｲｻﾜｲｾｷ 比内町中野字下長内沢 縄文(前) 散布地

12- 23 小堤遺跡 ｺﾂﾞﾂﾐｲｾｷ 比内町笹館字小堤 縄文 散布地

12- 24 谷地中館跡 ﾔﾁﾅｶﾀﾃｱﾄ 比内町谷地中字中坪 縄文(前･後･晩)､平安､中世 城館跡

12- 25 細越遺跡 ﾎｿｺﾞｴｲｾｷ 比内町笹館字細越 平安 集落跡

12- 26 笹館城跡 ｻｻﾀﾞﾃｼﾞｮｳｱﾄ 比内町笹館字笹館､字前田野、字水無､字小森
山､達子字曲谷地

縄文､平安､中世 城館跡

12- 27 片貝遺跡 ｶﾀｶｲｲｾｷ 比内町片貝字伊勢堂北 縄文(晩)､平安 散布地､集落跡

12- 28 二ツ森遺跡 ﾌﾀﾂﾓﾘｲｾｷ 比内町片貝字二ツ森 縄文(晩) 散布地

12- 29 寺崎Ⅰ遺跡 ﾃﾗｻﾞｷｲﾁｲｾｷ 比内町八木橋字寺崎 縄文(晩) 散布地

12- 30 寺崎Ⅱ遺跡 ﾃﾗｻﾞｷﾆｲｾｷ 比内町八木橋字竹原 縄文(晩) 散布地

12- 31 五輪台Ⅰ遺跡 ｺﾞﾘﾝﾀﾞｲｲﾁｲｾｷ 比内町八木橋字平馬 縄文(晩) 散布地

12- 32 五輪台Ⅱ遺跡 ｺﾞﾘﾝﾀﾞｲﾆｲｾｷ 比内町八木橋字五輪台 縄文(晩) 散布地

12- 33 八木橋城跡 ﾔｷﾞﾊｼｼﾞｮｳｱﾄ 比内町八木橋字八木橋 平安､中世 城館跡

12- 34 一通遺跡 ｲｯﾄｵﾘｲｾｷ 比内町八木橋字一通 縄文(晩) 散布地

12- 35 畑沢遺跡 ﾊﾀｹｻﾜｲｾｷ 比内町八木橋字畠沢岱 縄文(晩) 散布地

12- 36 水無遺跡 ﾐｽﾞﾅｼｲｾｷ 比内町笹館字水無 縄文 散布地

12- 37 二ツ森Ⅱ遺跡 ﾌﾀﾂﾓﾘﾆｲｾｷ 比内町片貝字二ツ森 縄文 集落跡

12- 38 前田野遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉｲｾｷ 比内町笹館字前田野 縄文 散布地

12- 39 野中台館跡 ﾉﾅｶﾀﾞｲﾀﾃｱﾄ 比内町大葛字小栩沢 中世 城館跡

12- 40 いち館遺跡 ｲﾁﾀﾞﾃｱﾄ 比内町大葛字家後山根 中世 城館跡

12- 41 六郎館跡 ﾛｸﾛｳﾀﾞﾃｱﾄ 比内町大葛 中世 城館跡

12- 42 わかさ館跡 ﾜｶｻﾀﾞﾃｱﾄ 比内町大葛字森合下家下 中世 城館跡

12- 43 森合館跡 ﾓﾘｱｲﾀﾞﾃｱﾄ 比内町大葛字森合下家下､字上森合､字森合 平安､中世 城館跡

12- 44 長部館跡 ｵｻﾍﾞﾀﾞﾃｱﾄ 比内町大葛字中山堀通 中世 城館跡

12- 45 館の沢館跡 ﾀﾃﾉｻﾜﾀﾞﾃｱﾄ 比内町大葛字長部 中世 城館跡

12- 46 中野上真山遺跡 ﾅｶﾉｶﾐｼﾝｻﾞﾝｲｾｷ 比内町中野字上真山､字上五日市 平安 散布地

12- 47 休間内沢口遺跡 ﾔｽﾏﾅｲｻﾜｸﾞﾁｲｾｷ 比内町大葛字休間内沢口 縄文(後) 散布地

12- 48 只越下遺跡 ﾀﾀﾞｺﾞｴｼﾀｲｾｷ 比内町味噌内字只越下 平安 集落跡

12- 49 味噌内館下遺跡 ﾐｿﾅｲﾀﾃﾉｼﾀｲｾｷ 比内町味噌内字館下 平安､近世 集落跡

12- 50 鎌谷地沢遺跡 ｶﾏﾔﾁｻﾜｲｾｷ 比内町八木橋字鎌谷地沢 縄文(後) その他(狩猟場)

12- 51 畑沢Ⅱ遺跡 ﾊﾀｹｻﾜﾆｲｾｷ 比内町八木橋字畠沢岱 平安 散布地

12- 52 真館Ⅱ遺跡 ｼﾝﾀﾞﾃﾆｲｾｷ 比内町新館字真館 縄文(後)､平安 集落跡

12- 53 真館Ⅲ遺跡 ｼﾝﾀﾞﾃｻﾝｲｾｷ 比内町新館字真館 平安 散布地

12- 54 片貝家ノ下遺跡 ｶﾀｶｲｲｴﾉｼﾀｲｾｷ 比内町片貝字家ノ下 平安 集落跡

遺跡番号

大館市遺跡一覧表（比内地区）

遺跡番号
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大館市遺跡一覧

　

名称 ﾌﾘｶﾞﾅ 所在地 時代 種別

15-  1 二子山Ⅰ遺跡 ﾌﾀｺﾞﾔﾏｲﾁｲｾｷ 早口字森下 縄文 散布地

15-  2 二子山Ⅱ遺跡 ﾌﾀｺﾞﾔﾏﾆｲｾｷ 早口字程平 縄文 散布地

15-  3 赤川遺跡 ｱｶｶﾞﾜｲｾｷ 岩瀬字赤川 縄文(前) 散布地

15-  4 茂屋下岱遺跡 ﾓﾔｼﾓﾀｲｲｾｷ 山田字茂屋下羽立 縄文(前) 散布地

15-  5 中仕田遺跡 ﾅｶｼﾀﾞｲｾｷ 早口字金堀沢 縄文 散布地

15-  6 上茂屋遺跡 ｶﾐﾓﾔｲｾｷ 山田字茂屋相善岱、字茂屋上悪戸 縄文 散布地

15-  7 田茂の木遺跡 ﾀﾓﾉｷｲｾｷ 岩瀬字越山向岱 縄文(前･中･後) 散布地

15-  8 柏木遺跡 ｶｼﾜｷﾞｲｾｷ 山田字柏木、字下柏木岱 縄文(中･後)､弥生 集落跡､その他の墓

15-  9 茂屋東遺跡 ﾓﾔﾋｶﾞｼｲｾｷ 山田字茂屋上羽立 縄文(前) 散布地

15- 10 岩瀬鉄橋畔遺跡 ｲﾜｾﾃｯｷｮｳﾊﾞﾀｲｾｷ 岩瀬字五味 縄文(晩) 集落跡

15- 11 下館跡 ｼﾓﾀﾞﾃｱﾄ 山田字下館務沢 中世 城館跡

15- 12 矢石館遺跡 ﾔｲｼﾀﾞﾃｲｾｷ 早口字矢石館 縄文(晩)､平安 その他の墓

15- 13 大岱遺跡 ｵｵﾀｲｲｾｷ 早口字大岱、字稲荷後岱 縄文(中･後) その他の墓

15- 14 長坂円学遺跡 ﾅｶﾞｻｶｴﾝｶﾞｸｲｾｷ 長坂字円学 縄文 散布地

15- 15 長坂塚の岱遺跡 ﾅｶﾞｻｶﾂｶﾉﾀｲｲｾｷ 長坂字塚の岱 縄文 散布地

15- 16 大岱地森岱遺跡 ｵｵﾀｲﾁﾓﾘﾀｲｲｾｷ 早口字大岱、字地森岱 縄文(中)､平安 散布地

15- 17 越山薬師堂下遺跡 ｺｼﾔﾏﾔｸｼﾄﾞｳｼﾀｲｾｷ 岩瀬字山神堂下 縄文(中) 散布地

15- 18 越山館跡 ｺｼﾔﾏﾀﾃｱﾄ 岩瀬字山神堂下 中世 城館跡

15- 19 野突館跡 ﾉｽﾞｷﾀﾞﾃｱﾄ 山田字野月 平安､中世 城館跡

15- 20 山田館跡 ﾔﾏﾀﾞﾀﾞﾃｱﾄ 山田字山田、字向館 中世 城館跡

15- 21 向家下館遺跡 ﾑｶｲｲｴｼﾀﾀﾞﾃｲｾｷ 山田字向家下 縄文､中世 散布地､城館跡

15- 22 一本柳館跡 ｲｯﾎﾟﾝﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃｱﾄ 山田字一本柳 中世 城館跡

15- 23 中谷地遺跡 ﾅｶﾔﾁｲｾｷ 早口字中谷地 縄文(中･後) 散布地

15- 24 大野岱遺跡 ｵｵﾉﾀｲｲｾｷ 早口字大野岱 縄文(中) 散布地

15- 25 大野遺跡 ｵｵﾉｲｾｷ 早口字大野 縄文(中)､平安 散布地

15- 26 貝倉岱遺跡 ｶｲｸﾗﾀｲｲｾｷ 早口字貝倉岱 縄文､平安 散布地

15- 27 大岱中岱遺跡 ｵｵﾀｲﾅｶﾀｲｲｾｷ 早口字大岱中岱 縄文 散布地

15- 28 地森岱Ⅱ遺跡 ﾁﾓﾘﾀｲⅡｲｾｷ 早口字地森岱 縄文(中) 散布地

15- 29 滝ノ下遺跡 ﾀｷﾉｼﾀｲｾｷ 早口字滝の下 縄文､平安 散布地

15- 30 巻淵岱遺跡 ﾏｷﾌﾞﾁﾀｲｲｾｷ 早口字巻渕岱 平安 散布地

15- 31 桜岱遺跡 ｻｸﾗﾀｲｲｾｷ 早口字桜岱 縄文(後) 散布地

15- 32 岩野目前田遺跡 ｲﾜﾉﾒﾏｴﾀﾞｲｾｷ 早口字前田 縄文､平安 散布地

15- 33 一本木Ⅰ遺跡 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｲﾁｲｾｷ 早口字一本木岱 縄文(中)､平安 散布地

15- 34 一本木Ⅱ遺跡 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾆｲｾｷ 早口字仮戸沢 縄文(中)､平安 散布地

15- 35 金堀沢遺跡 ｶﾈﾎﾘｻﾞﾜｲｾｷ 早口字金堀沢 縄文､平安 散布地

15- 36 丸谷地遺跡 ﾏﾙﾔﾁｲｾｷ 早口字丸谷地 縄文 散布地

15- 37 中仕田Ⅰ遺跡 ﾅｶｼﾀﾞｲﾁｲｾｷ 早口字中仕田、字金堀沢 平安 散布地

15- 38 中仕田Ⅱ遺跡 ﾅｶｼﾀﾞﾆｲｾｷ 早口字中仕田 縄文(中)､平安 散布地

15- 39 中仕田Ⅲ遺跡 ﾅｶｼﾀﾞｻﾝｲｾｷ 早口字中仕田 縄文(前) 散布地

15- 40 新屋布遺跡 ｱﾗﾔｼｷｲｾｷ 早口字新屋敷 縄文(晩) 散布地

15- 41 後田遺跡 ｳｼﾛﾀﾞｲｾｷ 早口字後田 縄文 散布地

15- 42 羽立岱遺跡 ﾊﾀﾞﾁﾀｲｲｾｷ 早口字羽立岱 縄文 散布地

15- 43 本郷Ⅰ遺跡 ﾎﾝｺﾞｳｲﾁｲｾｷ 早口字羽立岱 縄文 散布地

15- 44 本郷Ⅱ遺跡 ﾎﾝｺﾞｳﾆｲｾｷ 早口字羽立岱 縄文､平安 散布地

15- 45 本郷Ⅲ遺跡 ﾎﾝｺﾞｳｻﾝｲｾｷ 早口字中苗代 縄文 散布地

15- 46 本郷Ⅳ遺跡 ﾎﾝｺﾞｳﾖﾝｲｾｷ 早口字上屋敷 縄文 散布地

15- 47 大石沢遺跡 ｵｵｲｼｻﾞﾜｲｾｷ 早口字大石沢 縄文 散布地

15- 48 高山遺跡 ﾀｶﾔﾏｲｾｷ 早口字高山 縄文(後)､平安 散布地

15- 49 上長谷地遺跡 ｶﾐﾅｶﾞﾔﾁｲｾｷ 早口字上長谷地 縄文 散布地

15- 50 丸山Ⅰ遺跡 ﾏﾙﾔﾏｲﾁｲｾｷ 早口字丸山下 縄文(中･後) 散布地

15- 51 丸山Ⅱ遺跡 ﾏﾙﾔﾏﾆｲｾｷ 早口字上野岱 縄文 散布地

15- 52 宮下遺跡 ﾐﾔｼﾀｲｾｷ 早口字宮下 縄文(後) 散布地

15- 53 平滝Ａ遺跡 ﾋﾗﾀｷｴｰｲｾｷ 早口字平滝 縄文 散布地

15- 54 平滝Ｂ遺跡 ﾋﾗﾀｷﾋﾞｰｲｾｷ 早口字平滝 縄文 散布地

15- 55 平滝Ｃ遺跡 ﾋﾗﾀｷｼｰｲｾｷ 早口字平滝 縄文 散布地

15- 56 平滝Ｄ遺跡 ﾋﾗﾀｷﾃﾞｨｰｲｾｷ 早口字平滝 縄文 散布地

15- 57 平滝Ｅ遺跡 ﾋﾗﾀｷｲｰｲｾｷ 早口字平滝 縄文 散布地

15- 58 内越山沢遺跡 ｳﾁｺｼﾔﾏｻﾞﾜｲｾｷ 岩瀬字内越山沢 縄文(晩) 散布地

15- 59 蛭沢Ａ遺跡 ﾋﾙｻﾜｴｰｲｾｷ 岩瀬字中蛭沢 縄文 散布地

15- 60 蛭沢Ｂ遺跡 ﾋﾙｻﾜﾋﾞｰｲｾｷ 岩瀬字下杉渡 縄文 散布地

15- 61 蛭沢Ｃ遺跡 ﾋﾙｻﾜｼｰｲｾｷ 岩瀬字下杉渡 縄文 散布地

15- 62 中茂屋遺跡 ﾅｶﾓﾔｲｾｷ 山田字茂屋屋布後 縄文(前･中･後) 集落跡

15- 63 みのり台遺跡 ﾐﾉﾘﾀﾞｲｲｾｷ 長坂字宝田岱 縄文(晩)､続縄文 散布地

15- 64 長坂遺跡 ﾅｶﾞｻｶｲｾｷ 長坂字屋敷 縄文(中) 散布地

15- 65 上赤萩沢遺跡 ｶﾐｱｶﾊｷﾞｻﾞﾜ 山田字上赤萩沢 縄文(後) 散布地

15- 66 菅谷地遺跡 ｽｶﾞﾔﾁｲｾｷ 早口字菅谷地 縄文(前･後) 集落跡

15- 67 大川目元渡遺跡 ｵｵｶﾜﾒﾓﾄﾜﾀﾘｲｾｷ 岩瀬字大川目元渡 縄文(前･後) 集落跡

大館市遺跡一覧表（田代地区）
遺跡番号
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