
番号 遺跡名 所在地 時代

真田1 石戸山遺跡 長・菅平　西組　石戸山麓 縄文・弥生
真田2 西組洞穴遺跡 長・菅平　西組　石戸山麓 弥生
真田3 西組A遺跡 長・菅平　西組　 旧石器・縄文・弥生
真田4 西組B遺跡 長・菅平　西組　 縄文・古墳
真田5 西組C遺跡 長・菅平　西組　 縄文・古墳
真田6 西組D遺跡 長・菅平　西組　 旧石器・縄文
真田7 西組E遺跡 長・菅平　西組　 縄文
真田8 西組F遺跡 長・菅平　西組　 縄文
真田9 中組A遺跡 長・菅平　中組　 縄文・弥生
真田10 山本畑遺跡 長・菅平　中組・菅平小中学校隣接地　 縄文・平安
真田11 玉井山A遺跡 長・菅平　中組　 縄文
真田12 玉井山B遺跡 長・菅平　中組　 縄文
真田13 菅平学校敷地遺跡 長・菅平　中組・菅平小中学校敷地内　 旧石器・縄文
真田14 矢追別荘裏遺跡 長・菅平　中組　 縄文
真田15 小坂別荘裏遺跡 長・菅平　中組　 縄文
真田16 大川端遺跡 長・菅平　中組　
真田17 山ノ神遺跡 長・菅平　中組　 旧石器・縄文
真田18 ジャンプ台下遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田19 屋敷畑遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田20 東組A遺跡 長・菅平　東組　 縄文・弥生
真田21 東組B遺跡 長・菅平　東組　 旧石器・縄文・古墳
真田22 東組C遺跡 長・菅平　東組　 縄文・古墳
真田23 東組D遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田24 東組E遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田25 東組F遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田26 郡界遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田27 産子清水遺跡 長・菅平　東組　 縄文・弥生・平安
真田28 白樺荘前遺跡 長・菅平　東組　白樺橋周辺 縄文
真田29 唐沢第4洞穴遺跡 長・菅平　東組　白樺橋北側 弥生
真田30 長寿園遺跡 長・菅平　東組　長寿橋北西 縄文・弥生・古墳・平安
真田31 十二塚原遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田32 唐沢A遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田33 唐沢B遺跡 長・菅平　東組　 縄文
真田34 唐沢C遺跡 長・十ノ原 縄文
真田35 唐沢D遺跡 長・十ノ原 縄文
真田36 唐沢E遺跡 長・十ノ原 縄文
真田37 唐沢F遺跡 長・十ノ原　日体大研修所敷地内
真田38 旧試験場西口遺跡 長・十ノ原　文部省体育研究所東側 旧石器・縄文
真田39 駐車場前遺跡 長・十ノ原　アスレチック公園跡地 縄文
真田40 筑波大実験センター遺跡 長・十ノ原　実験センター敷地内 縄文・弥生
真田41 原谷地A遺跡 長・十ノ原 旧石器・縄文
真田42 原谷地B遺跡 長・十ノ原 旧石器
真田43 原谷地C遺跡 長・十ノ原 縄文
真田44 原谷地D遺跡 長・十ノ原 縄文
真田45 唐沢岩陰遺跡 長・十ノ原　唐沢の滝左岸 縄文・弥生・古墳
真田46 唐沢第2洞穴遺跡 長・菅平　唐沢の滝右岸 縄文・弥生
真田47 三日城遺跡 長・菅平　向組　 旧石器・縄文
真田48 稲荷神社遺跡 長・菅平　向組　大松ゲレンデ下 縄文
真田49 小島沖遺跡 長・菅平　向組　自然館南東 縄文
真田50 向組A遺跡 長・菅平　向組　保育園南側 縄文

真田地域（旧真田町）

埋蔵文化財包蔵地一覧表



真田51 攻玉社遺跡 長・菅平　向組　旧攻玉社跡周辺 縄文・弥生
真田52 善光寺窪遺跡 長・菅平　向組　 縄文
真田53 秋葉神社遺跡 長・菅平　向組　秋葉神社周辺 縄文
真田54 つばくろ下遺跡 長・菅平　向組　つばくろゲレンデ 縄文・弥生
真田55 大松山遺跡 長・菅平　向組　大松山山腹 縄文
真田56 三本松A遺跡 長・十ノ原 縄文
真田57 三本松B遺跡 長・十ノ原 縄文
真田58 スモン原遺跡 長・十ノ原　別荘地 縄文・弥生
真田59 ウズラ沢A遺跡 長・十ノ原　別荘地 古墳
真田60 ウズラ沢B遺跡 長・十ノ原　別荘地 縄文・古墳
真田61 陣ノ岩岩陰遺跡 長・十ノ原　陣ノ岩下 縄文・弥生・古墳
真田62 前熊久保岩陰遺跡 長・十ノ原　前熊久保 縄文・弥生
真田63 北信牧場境の不動道遺跡 長・十ノ原 縄文
真田64 第二牧場遺跡 長・十ノ原　現菅平牧場内 縄文
真田65 北信牧場北西の上原遺跡 長・十ノ原
真田66 大明神沢遺跡 長・十ノ原　大明神沢 縄文・弥生
真田67 大明神洞窟遺跡 長・十ノ原　大明神沢 縄文・平安
真田68 ダボス下遺跡 長・十ノ原　ゴルフ場南側 縄文・平安
真田69 奥ダボス遺跡 長・十ノ原　裏ダボスゲレンデ 縄文
真田70 富沢畑遺跡 長・十ノ原 縄文
真田71 田中別荘内遺跡 長・十ノ原 縄文
真田72 たな池遺跡 縄文
真田73 いたごや遺跡 長・十ノ原　ダム北側 縄文
真田74 大洞A遺跡 長・菅平　大洞　 縄文
真田75 大洞B遺跡 長・菅平　大洞　射撃場西側 縄文
真田76 四阿山中腹遺跡 長・十ノ原　四阿山中腹 縄文
真田77 四阿山岳仰遺跡 長・十ノ原　四阿山頂 中世・近世
真田78 のぼろ遺跡 長・十ノ原　菅平口　旧養豚場付近 縄文
真田79 しょてばら遺跡 長・十ノ原　菅平口　橋北側 古墳
真田80 土合遺跡 長・十ノ原　渋沢 縄文
真田81 下渋沢遺跡 長・十ノ原　渋沢 縄文
真田82 たかや遺跡 長・渋沢　高屋沢 縄文・弥生
真田83 鳥居峠遺跡 長・渋沢　 縄文
真田84 和熊A遺跡 長・大日向　和熊　 縄文
真田85 和熊B遺跡 長・大日向　和熊　 縄文
真田86 岩屋観音岩陰遺跡 長・角間　岩谷 縄文
真田87 モロウド洞窟遺跡 長・角間　山ノ神(モロウド) 平安
真田88 芳ノ平遺跡 長・角間　芳ノ平 縄文
真田89 大明神遺跡 長・角間　角間 弥生
真田90 角間遺跡 長・角間　角間 平安
真田91 日向A遺跡 長・角間　日向 縄文
真田92 日向B遺跡 長・角間　日向 縄文
真田93 日向畑遺跡 長・角間　日向　角間区民広場 中世
真田94 日向の館跡推定地 長・角間　日向　角間区民広場 中世
真田95 松尾城・遠見番所跡 長・角間　日向 中世〜
真田96 上野屋敷の館跡推定地 長・角間　上野屋敷 中近世？
真田97 米原遺跡 長・角間　米原 縄文
真田98 橋場遺跡 長・角間　橋場 縄文
真田99 善慶遺跡 長・横沢　善慶 縄文・平安
真田100 上法性寺遺跡 長・横沢　上法性寺 縄文・中世



真田101 山家の館跡推定地 長・真田　山家 中世
真田102 山家の館跡推定地出土銭 長・真田　山家 中世
真田103 真田遺跡 長・真田　真田 縄文
真田104 長小学校遺跡 長・真田　甲石　長小学校付近 縄文
真田105 甲石遺跡 長・真田　甲石　 縄文・弥生・平安
真田106 長谷寺下遺跡 長・真田　旗見原 縄文・平安
真田107 真田山城(真田氏本城)跡 長・十林寺 中世〜
真田108 熊久保遺跡 長・十林寺　熊久保 縄文
真田109 柳又遺跡 長・戸沢　柳又 縄文
真田110 松葉田遺跡 長・戸沢　松葉田 縄文
真田111 石船遺跡 長・石舟　 縄文・平安
真田112 雁石遺跡 長・石舟　雁石 縄文・弥生
真田113 伝・河原氏墓所 長・石舟　 中世〜近世
真田114 山遠家遺跡 長・石舟　山遠家 縄文・弥生
真田115 四日市遺跡 長・四日市/横尾　蓮台 縄文・弥生・古墳・平安
真田116 尾引城(横尾城)跡 長・横尾　城 中世〜
真田117 内小屋の館跡推定地 長・横尾　内小屋 中世
真田118 打越城(古城)跡 長・横尾　山口 中世〜
真田119 長尾城跡 長・横尾　鳥頭沢 中世〜
真田120 役場敷地出土銭 長・横尾　蓮台 中世
真田121 鳴尾洞窟遺跡 傍陽・鳴尾
真田122 新地蔵峠遺跡 傍陽・沼入 旧石器
真田123 軽井沢遺跡 傍陽・入軽井沢
真田124 旁部遺跡 傍陽・旁部 縄文
真田125 猿ヶ城跡 傍陽・松井新田　矢坪 中世〜
真田126 矢坪遺跡 傍陽・松井新田　矢坪 縄文
真田127 弥六城跡 傍陽・入軽井沢　軽井沢入 中世〜
真田128 城山遺跡 傍陽・入軽井沢　軽井沢入 縄文
真田129 唐沢遺跡 傍陽・入軽井沢　唐沢 中世
真田130 和平遺跡 傍陽・入軽井沢　和平 縄文
真田131 前ノ田遺跡 傍陽・入軽井沢　前ノ田 縄文
真田132 樋ノ口遺跡 傍陽・入軽井沢　樋ノ口 平安・中世
真田133 猛沢遺跡 傍陽・岡保　猛沢 縄文
真田134 赤石A遺跡 傍陽・上横道　赤石 縄文
真田135 赤石B遺跡 傍陽・上横道　赤石 旧石器・縄文
真田136 小硲遺跡 傍陽・上横道　小路 縄文
真田137 上平遺跡 傍陽・中横道　上平/穴沢 縄文・平安
真田138 日影遺跡 傍陽・中横道　日影 縄文
真田139 横道の館跡推定地 傍陽・中横道　上沖 中世〜
真田140 上沖遺跡 傍陽・中横道　上沖 縄文
真田141 弾正遺跡 傍陽・穴沢　弾上 縄文
真田142 峰山A遺跡 傍陽・峰山 縄文
真田143 峰山B遺跡 傍陽・峰山 縄文
真田144 中村遺跡 傍陽・萩　中村　JA傍陽支所敷地 縄文
真田145 早稲田遺跡 傍陽・萩　早稲田 縄文
真田146 洗馬城跡 傍陽・萩　表・大庭　宮ノ前 中世〜
真田147 萩の館跡推定地 傍陽・萩　表　傍陽小学校地 中世〜
真田148 宮ノ前遺跡 傍陽・大庭　宮ノ前　誉田足玉神社前 縄文
真田149 東太郎山遺跡 傍陽・大庭　東太郎山腹 縄文
真田150 耕雲寺出土石塔群 傍陽・大庭　耕雲寺裏山 中世



真田151 伝・大庭の経塚 傍陽・大庭　堀尻 近世
真田152 根小屋城跡 傍陽・若宮 中世〜
真田153 宮原遺跡 傍陽・曲尾　宮原　宮原神社周辺 縄文・平安
真田154 的山遺跡 本原・西畝4,400-5 縄文・古墳
真田155 西畝古墳 本原・西畝 古墳
真田156 下塚古墳群1号墳 本原・下塚4,327-2 古墳
真田156 下塚古墳群2号墳 本原・下塚4,286 古墳
真田157 北赤井遺跡 本原・赤井　北赤井 縄文
真田158 花水遺跡 本原・赤井　花水 縄文
真田159 赤井上平遺跡 本原・赤井　 縄文・弥生
真田160 赤井開墾地遺跡 本原・赤井　 縄文・古墳
真田161 天白城跡 本原・赤井　北赤井 中世〜
真田162 荒井古墳 本原・荒井　 古墳
真田163 南荒井遺跡 本原・荒井　南荒井 平安
真田164 北臼庭古墳 本原・荒井　北臼庭878-1 古墳
真田165 北臼庭遺跡 本原・荒井　北臼庭 縄文
真田166 表木遺跡 本原・表木　共同作業所南側 縄文
真田167 表木古墳 本原・表木(藤沢)1,221-1 古墳
真田168 北番匠古墳 本原・北番匠465-1 古墳
真田169 南番匠A遺跡 本原・南番匠 平安
真田170 南番匠B遺跡 本原・南番匠 古墳
真田171 南番匠C遺跡 本原・南番匠 縄文・古墳・平安
真田172 南番匠D遺跡 本原・南番匠 縄文・平安
真田173 藤沢遺跡 本原・大畑　藤沢 古墳・平安
真田174 藤沢古墳群1号墳 本原・大畑　藤沢1,188-1 古墳
真田174 藤沢古墳群2号墳 本原・大畑　藤沢1,189-1 古墳
真田174 藤沢古墳群3号墳 本原・大畑　藤沢　墓地内 古墳
真田175 大畑遺跡 本原・大畑　藤沢 縄文
真田176 北郷沢遺跡 本原・下郷沢　北郷沢 縄文
真田177 南郷沢遺跡 本原・下郷沢　南郷沢 中世〜
真田178 殿蔵院古墳 本原・竹室　殿蔵院 古墳
真田179 真田氏館跡 本原・御屋敷 中世
真田179 御屋敷遺跡 本原・御屋敷　厩跡付近 縄文
真田180 山崎遺跡 本原・山崎/竹室 縄文・古墳・平安
真田181 北町上遺跡 本原・北町上 縄文・古墳・平安
真田182 広山寺古墳群1号墳(広山寺古墳) 本原・南町上2,211 古墳
真田182 広山寺古墳群2号墳(竹藪塚古墳) 本原・南町上2,210-1 古墳
真田183 南町上遺跡 本原・南町上　JA本原支所付近 縄文・古墳・平安
真田184 上原遺跡 本原・上原　町下 縄文・弥生
真田185 町上遺跡 本原・上原　町上 縄文・弥生・古墳・平安
真田186 町下遺跡 本原・上原　町下 縄文・古墳・平安
真田187 町下古墳群1号墳 本原・上原　町下1,886-1 古墳
真田187 町下古墳群2号墳 本原・上原　町下1,886-2 古墳
真田187 町下古墳群3号墳 本原・上原　町下1,883 古墳
真田187 町下古墳群4号墳 本原・上原　町下1,888-1 古墳
真田187 町下古墳群5号墳 本原・上原　町下1,896-1/1,877-1 古墳
真田188 桜林古墳群1号墳 本原・東出早1,946 古墳
真田188 桜林古墳群2号墳 本原・東出早1,946 古墳
真田189 鶴ノ子田古墳 本原・鶴ノ子田 古墳
真田190 堰合遺跡 本原・堰合 縄文・弥生
真田191 九久館古墳群1号墳 本原・下原　九久館239 古墳
真田191 九久館古墳群2号墳 本原・下原　九久館250 古墳
真田192 矢倉城古墳(櫓城古墳) 本原・下原　東出早1,980 古墳
真田193 西出早古墳群1号墳 本原・下原　西出早42 古墳



真田193 西出早古墳群2号墳 本原・下原　西出早43 古墳
真田194 村中古墳 本原・下原　村中212 古墳
真田195 刷毛田古墳 本原・刷毛田 古墳
真田196 東出早遺跡 本原・東出早 縄文
真田197 境田遺跡 本原・東出早 旧石器・縄文・古墳・平安・中世

真田198 出早雄神社参道脇出土銭 本原・東出早 中世
真田199 西田遺跡 本原・下原　西田 中世
真田200 小沼長者古墳 本原・境田 古墳
真田201 南原遺跡 本原・境田 縄文
真田202 鶴巻遺跡 本原・下原　鶴巻 縄文
真田 こふじ塚古墳 本原・中原　南町上
真田 広崎古墳/広瀬古墳 本原・中原　南町上
真田203 伝・カクジ屋敷跡 傍陽・横道(三島平/大倉) 近世？


