
 402　白鷹町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
402-001 白鷹町 北坂遺跡 盛土遺構 近世 白鷹山 (一里塚？)
402-002 白鷹町 鮎貝風袋遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-003 白鷹町 杉沢館跡 城館跡 長井 「中城報1」_Ｐ346
402-004 白鷹町 横越北館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ329
402-005 白鷹町 下田下遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-006 白鷹町 荒砥城跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ341
402-007 白鷹町 笠松山経塚 経塚 平安時代末 荒砥
402-008 白鷹町 高岡館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ326
402-009 白鷹町 社裏遺跡 散布地 平安時代 長井 新規登録：「分布調報(16)」1989年3月
402-010 白鷹町 八幡２遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-011 白鷹町 政所館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_表Ｐ386
402-012 白鷹町 永泉寺経塚 経塚 近世 長井
402-013 白鷹町 関寺経塚 経塚 近世 荒砥
402-014 白鷹町 平林遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-015 白鷹町 鮎貝八幡１遺跡 集落跡 縄文時代後期 荒砥
402-016 白鷹町 中十王１遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-017 白鷹町 杉沢中小路遺跡 集落跡 縄文時代中期 長井
402-018 白鷹町 御番所跡 関所跡 近世 白鷹山
402-019 白鷹町 仙香遺跡 集落跡 縄文時代中期 長井
402-020 白鷹町 金池入遺跡 集落跡 縄文時代中期 長井
402-021 白鷹町 金池遺跡 集落跡 縄文時代中期末 長井
402-022 白鷹町 沖田屋敷遺跡 集落跡 縄文時代中期 長井
402-023 白鷹町 菖蒲中屋敷遺跡 集落跡 荒砥
402-024 白鷹町 小屋館跡 城館跡 長井 「中城報1」_Ｐ345
402-025 白鷹町 太郎山遺跡 集落跡 縄文時代中期 長井
402-026 白鷹町 釜場遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-027 白鷹町 小山遺跡 集落跡 縄文時代 長井
402-028 白鷹町 大野館遺跡 集落跡、城館跡 縄文時代、中世 長井
402-029 白鷹町 中丸遺跡 集落跡 縄文時代中期 長井
402-030 白鷹町 関所跡 陣所跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ339
402-031 白鷹町 中谷地遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-032 白鷹町 蚕桑畑中遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥 範囲修正：「分布調報(20)」1993年3月
402-033 白鷹町 宮在家窯跡 窯跡 平安時代 長井
402-034 白鷹町 小四王原Ａ遺跡 集落跡 縄文時代前期～後期 荒砥 (旧小四王原a,b)
402-035 白鷹町 大林寺遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-036 白鷹町 蚕桑山神遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-037 白鷹町 菖蒲館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ335
402-038 白鷹町 堤之入遺跡 集落跡 縄文時代 長井
402-039 白鷹町 横田尻臼ヶ沢遺跡 集落跡 縄文時代中期大木9新、10式 荒砥 (蚕桑京塚)
402-040 白鷹町 玉井遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-041 白鷹町 馬冷場遺跡 集落跡 縄文時代 長井
402-042 白鷹町 浅立外山遺跡 集落跡 縄文時代 長井
402-043 白鷹町 浅立館跡 城館跡 長井 「中城報1」_表Ｐ387
402-044 白鷹町 花在家遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
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402-045 白鷹町 浅立元ノ沢遺跡 集落跡 縄文時代 長井
402-046 白鷹町 八ヶ森遺跡 集落跡 縄文時代 長井
402-047 白鷹町 深山西向１遺跡 集落跡 縄文中期、古墳時代 荒砥
402-048 白鷹町 一本松遺跡 散布地 縄文時代、奈良･平安時代 荒砥 新規登録：「分布調報(24)」1997年3月
402-049 白鷹町 西向館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ326
402-050 白鷹町 広表南遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 荒砥 新規登録：「分布調報(17)」1990年3月
402-051 白鷹町 萩野沢遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
402-052 白鷹町 萩野御影沼遺跡 集落跡 縄文時代中期 白鷹山
402-053 白鷹町 新屋敷遺跡 散布地 縄文時代 白鷹山 新規登録：「分布調報(22)」1995年3月
402-054 白鷹町 村松遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
402-055 白鷹町 塩田城跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ340
402-056 白鷹町 村松城跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_表Ｐ387
402-057 白鷹町 根子屋館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ337
402-058 白鷹町 白山館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ337
402-059 白鷹町 千人塚跡 墳墓跡 中世 白鷹山
402-060 白鷹町 道六神館跡 城館跡 中世 白鷹山 「中城報1」_Ｐ337
402-061 白鷹町 中堀遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
402-062 白鷹町 栃窪遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-063 白鷹町 鍛治山館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ337
402-064 白鷹町 大瀬館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ335
402-065 白鷹町 荒砥館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_表Ｐ387
402-066 白鷹町 栃窪経塚 経塚 近世 荒砥
402-067 白鷹町 深山腰廻窯跡 窯跡 近世 荒砥
402-068 白鷹町 中山館跡 城館跡 中世 白鷹山 「中城報1」_Ｐ336

402-069 白鷹町 黒藤館跡 城館跡 荒砥
新規登録：「分布調報(20)」1993年3月。「中城報1」_Ｐ343。「埋文セ16
集」1994年3月。

402-070 白鷹町 赤土場遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥 新規登録：「分布調報(18)」1991年3月
402-071 白鷹町 五味屋敷遺跡 集落跡 縄文時代晩期 荒砥
402-072 白鷹町 高玉本館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ331
402-073 白鷹町 備後館跡 城館跡 長井 「中城報1」_Ｐ331
402-074 白鷹町 八元田遺跡 集落跡 縄文時代、奈良･平安時代 長井
402-075 白鷹町 東千作遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥 新規登録：「分布調報(18)」1991年3月
402-076 白鷹町 高玉城跡 城館跡 長井 「中城報1」_Ｐ334
402-077 白鷹町 岡ノ台遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 長井 新規登録：「分布調報(16)」1989年3月。「埋文セ15集」1994年3月。
402-078 白鷹町 五郎山遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
402-079 白鷹町 称名寺裏経塚 経塚 近世 荒砥
402-080 白鷹町 虎石山館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ336
402-081 白鷹町 長峯１遺跡 散布地 縄文時代 荒砥 新規登録：「分布調報(23)」1996年3月
402-082 白鷹町 長峯２遺跡 散布地 縄文時代 荒砥 新規登録：「分布調報(23)」1996年3月
402-083 白鷹町 唐松台遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-084 白鷹町 一本松遺跡 散布地 縄文時代晩期 白鷹山 新規登録：「分布調報(19)」1992年3月
402-085 白鷹町 原川遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
402-086 白鷹町 焼野下遺跡 散布地 古墳時代 白鷹山
402-087 白鷹町 深山蟹沢窯跡 窯跡 近世 荒砥
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402-088 白鷹町 鮎貝赤土遺跡 集落跡 荒砥
402-089 白鷹町 高平館跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_表Ｐ386
402-090 白鷹町 鮎貝城跡 城館跡 荒砥 「中城報1」_Ｐ327
402-091 白鷹町 南坂ノ上遺跡 集落跡 縄文時代、奈良･平安時代 荒砥 範囲修正：「分布調報(24)」1997年3月
402-092 白鷹町 阿弥陀堂遺跡 縄文時代、奈良･平安時代 荒砥 新規登録：「分布調報(24)」1997年3月
402-093 白鷹町 中善寺平遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-094 白鷹町 生野原遺跡 集落跡 縄文時代中期、晩期 荒砥
402-095 白鷹町 廻り屋遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 荒砥 新規登録：「分布調報(17)」1990年3月。「埋文セ27集」1995年3月。
402-096 白鷹町 十二堂遺跡 集落跡 弥生時代、古墳時代(５Ｃ末～７Ｃ 荒砥
402-097 白鷹町 称名寺経塚 経塚 近世 荒砥
402-098 白鷹町 中町西遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 荒砥
402-099 白鷹町 関寺遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-100 白鷹町 八幡館跡 城館跡 中世 荒砥 「中城報1」_Ｐ329
402-101 白鷹町 高野２遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-102 白鷹町 横越館跡 城館跡 中世 荒砥 「中城報1」_Ｐ330
402-103 白鷹町 黒藤下館跡 城館跡 縄文時代、平安時代 荒砥 「中城報1」_Ｐ343
402-104 白鷹町 鮎貝赤坂遺跡 荒砥
402-105 白鷹町 荒砥愛宕山窯跡 窯跡 平安時代 荒砥
402-106 白鷹町 蚕桑高野７遺跡 集落跡 縄文時代晩期 荒砥
402-107 白鷹町 西館遺跡 散布地 縄文時代 荒砥
402-108 白鷹町 佐野原遺跡 集落跡 縄文時代、奈良･平安時代 荒砥
402-109 白鷹町 佐野原西遺跡 集落跡 奈良･平安時代 荒砥
402-110 白鷹町 蚕桑横田尻山神遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥 (高野)
402-111 白鷹町 金剛山館跡 城館跡 中世 白鷹山 「中城報1」_Ｐ345
402-112 白鷹町 瀬戸山遺跡 生産遺跡 平安時代 荒砥
402-113 白鷹町 荒砥深山遺跡 集落跡 弥生時代 荒砥
402-114 白鷹町 鮎貝飯詰遺跡 集落跡 縄文時代晩期、古墳時代、平安時 荒砥
402-115 白鷹町 森合遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-116 白鷹町 石那田遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-117 白鷹町 蚕桑高田遺跡 集落跡 縄文時代中期(8b式)晩期 荒砥
402-118 白鷹町 大豆田下遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-119 白鷹町 中谷地北遺跡 集落跡 縄文時代 荒砥
402-120 白鷹町 北ノ台遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-121 白鷹町 八幡台１遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 荒砥
402-122 白鷹町 一ノ坂遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-123 白鷹町 南沢遺跡 集落跡 縄文時代中期 荒砥
402-124 白鷹町 小田館跡 城館跡 長井 「中城報1」_Ｐ333
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