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上三川町所在遺跡一覧 R3.2
県遺跡番号 市町村番号 遺跡名 所在地 現状 立地 種別 時代 地図番号 備考

1223 50 神主古墳群 大字上神主字上坪・後志部・冨士山台・前畑
大字下神主字本郷・下原・冨士山台・大堀・中原・大橋

宅地・山林・畑地 段丘 古墳 古墳 8・9・13 旧：上神主神社古墳群（1223）
H26調査
狐塚古墳H5調査
浅間神社古墳H3調査
後志部古墳H6調査

1240 56 上郷古墳群Ⅰ 大字上郷字西原・南西原・上野合・中野合・下野合・雷土 宅地・山林・畑地 台地 古墳 古墳 10･15･16 旧：上郷古墳群（1240）
上郷古墳群を分割

1241 51 大山古墳群 大字大山字三枚所・新出・前畑・八郎治・番匠免 宅地・山林・畑地 台地 古墳 古墳 13・18
1244 54 磯岡・西汗古墳群 大字磯岡字南前・屋敷・屋敷東浦・屋敷西浦・東原

大字西汗字西赤堀
山林・畑地 台地 古墳 古墳 1・5

1269 62 三村・五分一古墳群 大字上三川字笹原塚
大字三村字和尚塚
大字三本木字上ノ原
大字五分一字上ノ原

水田 台地 古墳 古墳 28・32

1270 61 坂上古墳群 大字坂上字北原 宅地・山林・畑地 台地 古墳 古墳 28・29・32・33
1272 60 常光坊古墳群 大字上三川字常光坊・舘野原・長丸木 宅地・水田 台地 古墳 古墳 24･28・29
1278 55 高龗神社古墳 大字西木代字北畑 神社 低台地 古墳 古墳 2
1280 58 下蒲生古墳群Ⅰ 大字下蒲生字蒲生原・南原 山林・水田 低台地 古墳 古墳 28 旧：下蒲生の古墳（1280）

下蒲生の古墳を分割
1281 59 上三川城跡 しらさぎ一丁目

大字上三川字大町・中町・下町・東館・エヶ合
大字上蒲生字峯町

宅地 低台地 古墳・城館跡 古墳・中世～近代 20・24 旧：上三川古墳群（1281）
S58八龍塚古墳調査
S60～H3・27調査

1862 63 荒田古墳群 大字上蒲生字願成寺 山林 段丘 古墳・塚 古墳・中世 10
4292 16 木ノ宮遺跡 大字多功字木ノ内 畑地 台地 散布地 旧石器・縄文 26
4302 5 殿山遺跡 大字上神主字打越

大字ゆうきが丘
山林・畑地 台地 集落跡 弥生～奈良平安 8・13 S60・H2～3調査

4320 (宇)465
101

茂原向原遺跡 宇都宮市茂原町
大字上神主字冨士山台・後志部
大字下神主字中原

畑・山林 丘陵 集落跡 古墳・奈良平安 8 H8～10調査

4321 （宇）250
1

上神主・茂原官衙遺跡 宇都宮市茂原町
大字上神主字冨士山台
大字下神主字冨士山台
大字石田字九反田

山林・畑地 台地 官衙跡 古墳・奈良平安 8･9 旧：上神主廃寺址（4322）
S54調査
H8～29範囲確認調査
H15国指定史跡

4323 2 後志部遺跡 大字上神主字後志部 山林 台地 散布地 縄文～奈良平安 8 H6調査
4324 3 向原遺跡 大字鞘堂字向原 畑地 台地 集落跡 縄文～奈良平安 8 H2・10･25調査
4325 4 後志部東遺跡 大字上神主字高ママ・石橋 水田 低地 散布地 古墳・奈良平安 9・14
4326 6 上ノ原遺跡 大字多功字上ノ原

大字ゆうきが丘
宅地・畑地 低台地 集落跡 弥生 8・13 H1～2調査

4327 7 薄市遺跡 大字下神主字薄市 畑地 台地 集落跡 旧石器・縄文～奈良平安 13・18 S58調査
4328 8 新出遺跡 大字大山字新出 宅地・畑地 台地 集落跡 古墳・奈良平安 18 S60・H29調査
4329 9 舗飛内遺跡 大字多功字舗飛内 畑地 台地 集落跡 古墳・奈良平安 18・22 R2調査
4330 10 多功遺跡 天神町 宅地 低台地 集落跡・官衙跡・城館

跡
弥生～中世 18・22 別称：天神館跡

S45・62～H8調査
4331 11 木田遺跡 大字多功字木田 畑地 台地 集落跡 縄文～奈良平安 18・22 S62～63調査
4332 12 谷ノ中遺跡 大字多功字谷中 水田 低地 散布地 縄文 22
4333 13 多功城跡 大字多功字城ノ内 宅地・畑地 低台地 散布地・城館跡 縄文・古墳～近世 22 旧：城ノ内遺跡（4333）

H30～R2調査
4334 14 堀込遺跡 大字多功字堀込 畑地 低台地 集落跡 縄文・古墳・奈良平安 22･27
4335 15 一本木遺跡 大字多功字一本木 畑地 低台地 散布地 古墳・奈良平安 27
4336 46 天神町北遺跡 大字多功字二の谷 畑地 低台地 散布地 奈良平安 18
4337 45 二の谷沼北遺跡 大字多功字二の谷 畑地 低台地 散布地 奈良平安 18
4339 19 屋敷内遺跡 大字梁字屋敷内 宅地 低地 散布地 奈良平安 22･23･27
4340 47 見性寺東遺跡 大字多功字台宿 宅地・畑地 台地 散布地 弥生～奈良平安 22
4342 20 粕内遺跡 大字川中子字粕内 宅地・水田 低地 散布地 縄文・古墳 14･19
4343 44 大山遺跡 大字大山字上ノ原 宅地・畑地・山林 低台地 散布地 弥生 13・18 S59調査
4360 102 磯岡遺跡 大字磯岡字北原 宅地 台地 集落跡 古墳・奈良平安 1 H9･15～17調査
4362 (宇)442

103
西沼遺跡 宇都宮市平塚町字西沼

大字西汗字西赤堀
山林 低台地 集落跡 奈良平安 1

4363 (宇)443
104

内野遺跡 宇都宮市西刑部町
大字西汗字西赤堀

山林 低台地 集落跡 古墳・奈良平安 1

4367 (宇)409
105

下小屋原遺跡 宇都宮市平塚町字下小屋原
大字西汗字北原

畑地・宅地 低台地 集落跡 奈良平安 1･2

4371 (宇)452
106

権現山遺跡 宇都宮市インターパーク6丁目
大字磯岡字北原

田・畑・宅地 平坦地 集落跡 古墳・奈良平安 1

4373 (宇)223
107

杉村遺跡 宇都宮市砂田町
大字磯岡字北原

宅地 平坦地 集落跡 古墳・奈良平安 1

4382 22 西赤堀遺跡 大字西汗字西赤堀 宅地・山林 台地 集落跡・古墳 古墳・奈良平安 1 S48･H2・6・13～15･29調査
4383 23 西赤堀東遺跡 大字西汗字西赤堀 宅地・畑地・山林 台地 集落跡 古墳・奈良平安 5 H28調査
4384 24 西赤堀南遺跡 大字西汗字西赤堀 宅地・畑地 台地 散布地 奈良平安 5 S61･H15西赤堀狐塚古墳調査
4385 48 西汗Ⅲ遺跡 大字西汗字平松 畑地 台地 集落跡 奈良平安 6
4386 25 川原欠遺跡 大字東汗字下川原 水田・畑地 低台地 散布地 奈良平安 7･12
4387 26 五丁免遺跡 大字東汗字五丁免 宅地・畑地 低台地 散布地 縄文・古墳・奈良平安 6･11 S60調査
4388 21 上石田遺跡 大字石田字権現林・赤沢向・谷ノ畑 畑地 低台地 散布地 古墳・奈良平安 4･5
4389 32 西田遺跡 大字石田字台原 宅地・山林 低台地 集落跡 古墳 5
4390 33 願成寺遺跡 大字上蒲生字願成寺 工場 低地 散布地 古墳 10 S45調査
4391 31 仏沼遺跡 大字西蓼沼字東通 工場 低地 集落跡 旧石器・縄文・古墳・奈良平安 10 S45調査
4392 27 西林ノ内遺跡 大字西蓼沼字林ノ内 畑地 低台地 散布地 縄文・古墳・奈良平安 10
4393 34 大野遺跡 大字上蒲生字大野 工場 低台地 集落跡 古墳 15 S45調査
4394 28 南西原遺跡 大字上郷字南西原 畑地 台地 散布地 古墳 15
4395 49 橋本Ⅱ遺跡 大字上郷字中野合 畑地 台地 散布地 奈良平安 16
4396 29 上郷西遺跡 しらさぎ三丁目

大字上郷字上野・上野前
宅地・畑地 台地 集落跡 縄文・古墳・奈良平安 15･20･21

4397 30 上郷遺跡 大字上郷字鶴巻 畑地 低台地 散布地 古墳・奈良平安 21
4398 35 島田遺跡 しらさぎ三丁目

大字上三川字島田・エヶ合
宅地・畑地 台地 集落跡 旧石器・縄文・古墳・奈良平安 20 S57～H4調査

4399 36 大町遺跡 大字上三川字大町 宅地 台地 集落跡・城館跡 縄文・古墳～近世 20 S57～58調査
4400 37 愛宕町遺跡 大字上三川字愛宕町 宅地 台地 散布地 古墳・奈良平安 24
4401 38 常光坊北遺跡 大字上三川字冨士山・常光坊 宅地 台地 集落跡 縄文～奈良平安 24
5845 18 多功南原遺跡 大字多功字南原 宅地・畑地 台地 集落跡 古墳・奈良平安 22･26･30 S48～49・H2～6調査

多功大塚山古墳H4調査
5846 17 下多功遺跡 大字多功字下多功・八幡前 宅地・畑地 台地 集落跡 古墳・奈良平安 26･27
5849 (下)187

108
北原遺跡 下野市薬師寺北原

大字多功字一町田
宅地・畑地 台地 集落跡 縄文・古墳・奈良平安 27･31 八幡前1号墳H2調査

5997 40 坂上南遺跡 大字坂上字大門口・森下 宅地・畑地 台地 散布地・古墳 古墳・奈良平安 32･33
6002 41 西志部遺跡 大字坂上字西志部 畑地 低台地 散布地 古墳・奈良平安 32
6003 42 三村遺跡 大字三村字下三川・久保田・山ノ神 畑地 低台地 散布地 古墳・奈良平安 28・32
6004 43 五分一上野原遺跡 大字五分一字上ノ原 畑地 低台地 散布地・古墳 縄文・古墳・奈良平安 32 H9～10調査
6005 39 坂上北原遺跡 大字坂上字北原、大字上三川字舘野原 工場 台地 古墳 縄文～奈良平安 28・29・32・33 H9・11･27調査
6882 57 上蒲生古墳群 大字上蒲生字十三塚 宅地・畑地 台地 古墳 古墳 14･15 H30調査
8832 (宇)715

109
磯岡北遺跡 宇都宮市インターパーク6丁目

大字磯岡字北原
宅地 平坦地 集落跡・古墳 縄文・古墳・中世 1 H12～14･16･17調査

9513 110 上郷古墳群Ⅱ 大字上郷字上野合
大字西蓼沼字西高田

畑地 台地 古墳 古墳 11 上郷古墳群（1240）を分割

9514 111 上郷古墳群Ⅲ 大字上郷字三王・間之畑・道城・上野浦 畑地 台地 古墳 古墳 15･16･20･21 上郷古墳群（1240）を分割
9515 112 下蒲生古墳群Ⅱ 大字下蒲生字本田・六反田 宅地・水田 低台地 古墳 古墳 23 下蒲生の古墳（1280）を分割
9516 (下)274

113
下石橋一里塚 下野市下石橋

大字梁字西原
山林 台地 塚 近世 26

9517 114 梁館跡 大字梁字明神前 宅地 低地 城館跡 中世 19･23
9518 115 大山館跡 大字大山字南浦 畑地 台地 城館跡 中世 18
9519 116 落合館跡 大字川中子字上落合 宅地 低地 城館跡 中世 14
9520 117 下石田遺跡 大字石田字六反田・ヨタレ・真光地

大字上神主字ヒゴサイ
水田 低地 散布地 縄文・古墳・奈良平安 9

9521 118 石田館跡 大字石田字石田前・東田 畑地 台地 城館跡 中世 9
9522 119 磯岡東遺跡 大字磯岡字八枚割・屋敷東浦・北原・中原・子ムナセゴ 宅地・畑地 台地 散布地 古墳・奈良平安 1
9523 120 高島館跡 大字西汗字高島 宅地・畑地 低地 城館跡 中世 2
9524 121 汗城跡 大字東汗字高野田 水田 低地 城館跡 中世 6
9525 122 上城跡 大字東汗字上町 宅地 低地 城館跡 中世 6･7
9526 123 中館跡 大字東蓼沼字本田 宅地 低台地 城館跡 中世 11
9527 124 御前塚古墳 大字五分一字塚前 宅地 台地 古墳 古墳 32
9528 125 三村・五分一4号墳 大字坂上字上ノ原 畑地 低台地 古墳 古墳 32
9529 126 上三川笹塚古墳 大字上三川字笹塚原 山林 台地 古墳 古墳 28 下蒲生の古墳（1280）を分割
9530 127 冨士山古墳群 大字上三川字冨士山 宅地・畑地 台地 古墳 古墳 24･28 常光坊古墳群（1272）を分割
9531 128 坂上北原古墳群 大字上三川字舘野原

大字三村字舘ノ原
工場 台地 古墳 古墳 28・29

9532 129 東山道跡 宇都宮市
大字石田字地光・格子内・畑田・口ノ町・油内・仏ノ前
大字上神主字冨士山台

水田 低地 道路跡 奈良平安 1･4･8･9

9533 130 東汗遺跡 大字東汗字祭田・上町 宅地 台地 散布地 奈良平安・中世 7

 


