
足立区内埋蔵文化財包蔵地一覧表 

遺跡番号 指定者 指定時期 遺跡の名称 種 別 時代 該当地域（住居表示） 

 １ 東京都 Ｓ61.4.1 都民ゴルフ場遺跡 集落跡 弥生・古墳 江北二丁目先荒川河川敷 

 ２ 東京都 Ｓ61.4.1 舎人遺跡 集落跡 古墳・奈良・中世・

近世 

舎人二丁目１９～２１／舎人四丁目１～６ 

舎人五丁目２１～２９／舎人六丁目５～６ 

 ３ 東京都 Ｓ61.4.1 氷川神社境内遺跡 集落跡 古墳・奈良・平安 入谷二丁目２４～２５／舎人六丁目１１ 

 ４ 東京都 Ｓ61.4.1 入谷古墳 円墳 古墳 入谷二丁目２５ 

 ５ 東京都 Ｓ61.4.1 聖塚古墳 古墳 古墳 東伊興一丁目１３ 

１０ 東京都 Ｓ61.4.1 白旗塚古墳群 古墳 古墳 東伊興三丁目９～１１、１３～２０ 

西保木間四丁目５～６／竹の塚七丁目１５ 

１０－１ 東京都 Ｓ61.4.1 白旗塚古墳 古墳 古墳 東伊興三丁目１０ 

１０－２ 東京都 Ｓ61.4.1 甲塚古墳 古墳 古墳 東伊興三丁目１４ 

１０－３ 東京都 Ｓ61.4.1 摺鉢塚古墳 古墳 古墳 東伊興三丁目１６ 

１１ 東京都 Ｓ61.4.1 金塚古墳 古墳 古墳 東伊興二丁目７、９～１１ 

１２ 東京都 Ｓ61.4.1 船山塚古墳 古墳 古墳 東伊興二丁目１７ 

１３ 東京都 Ｓ61.4.1 伊興・谷下
やじった

・ 

狭間遺跡 

集落跡 

祭祀遺跡 

縄文（後）・古墳・

奈良・平安・中世・

近世 

東伊興一丁目１～６、１０～１３ 

東伊興二丁目１、２、４～１５、１７～１８ 

東伊興三丁目１４／東伊興四丁目全域 

伊興本町一丁目１３～１５ 

伊興本町二丁目１～１４ 

１４ 東京都 Ｓ61.4.1 経塚 経塚 中世 伊興本町二丁目３ 

１６ 東京都 Ｓ61.4.1 六万部経塚 経塚 不明 伊興三丁目２３ 

１７ 東京都 Ｓ61.4.1 若宮八幡神社遺跡 集落跡 奈良・平安・中世・

近世 

伊興二丁目７～８、１０～２１ 

伊興三丁目７、２２～２３ 

伊興四丁目７～８、１２～１７、２０ 

西伊興二丁目１、２ 

１８ 東京都 Ｓ61.4.1 延命寺境内遺跡 集落跡 古墳・奈良・平安 竹の塚五丁目２４～２７、３０ 

１９ 東京都 Ｓ61.4.1 法華寺境内遺跡 集落跡 古墳・奈良・平安・

近世 

西保木間三丁目７～１１、１７～２１ 

西保木間四丁目１２ 

２０ 東京都 Ｓ61.4.1 花畑遺跡 集落跡 弥生・古墳・奈良・

平安・近世 

花畑五丁目４～６／西保木間四丁目１４ 

保木間五丁目３４～３９ 

２１ 東京都 Ｓ61.4.1 白山塚古墳 円墳 古墳 花畑五丁目１３ 

２２ 東京都 Ｓ61.4.1 一本松古墳 円墳 古墳（前・後） 花畑七丁目１７ 

２３ 東京都 Ｓ61.4.1 大鷲神社境内遺跡 集落跡 縄文・弥生・古墳 花畑七丁目９、１０、１２～１６ 

２４ 東京都 Ｓ61.4.1 大谷田古墳 古墳 古墳 大谷田一丁目２５ 

２５ 東京都 Ｓ61.4.1 中曽根城址 城館跡 中世 本木二丁目４～７、１８ 

２６ 東京都 Ｓ61.4.1 浅間神社塚 塚 近世（？） 西新井六丁目３～４ 

２７ 東京都 Ｓ61.4.1 西新井七丁目遺跡 古銭出土地 中世 西新井七丁目１９、２２～２３ 

２８ 東京都 Ｈ 7.4.1 東伊興遺跡 集落跡 古墳・奈良・平安・

中世・近世 

東伊興一丁目１３～１６／東伊興二丁目１８ 

古千谷本町四丁目１、６ 

２９ 東京都 Ｈ11.4.1 問屋場・貫目改所跡 官衙跡 近世 千住一丁目４ 



 

足立区埋蔵文化財包蔵地町丁目一覧 

五十音順 丁  目 番（住居表示） 

 イ 伊興二丁目 

伊興三丁目 

伊興四丁目 

伊興本町一丁目 

伊興本町二丁目 

入谷二丁目 

７、８、１０～２１ 

７、２２、２３ 

７、８、１２～１７、２０ 

１３～１５ 

１～１４ 

２４、２５ 

 オ 大谷田一丁目 ２５ 

 コ 江北二丁目先 

古千谷本町四丁目 

荒川河川敷 

１、６ 

 セ 千住一丁目 ４ 

 タ 竹の塚五丁目 

竹の塚七丁目 

２４～２７、３０ 

１５ 

 ト 舎人二丁目 

舎人四丁目 

舎人五丁目 

舎人六丁目 

１９～２１ 

１～６ 

２１～２９ 

５、６、１１ 

 ニ 西新井六丁目 

西新井七丁目 

西伊興二丁目 

西保木間三丁目 

西保木間四丁目 

３、４ 

１９、２２、２３ 

１、 ２ 

７～１１、１７～２１ 

５、６、１２、１４ 

 ハ 花畑五丁目 ４～６、１３、１７ 

 ヒ 東伊興一丁目 

東伊興二丁目 

東伊興三丁目 

東伊興四丁目 

１～６、１０～１６ 

１、２、４～１５、１７、１８ 

９～１１、１３～２０ 

全域 

 ホ 保木間五丁目 ３４～３９ 

 モ 本木二丁目 ４～７、１８ 

※埋蔵文化財に関する問合わせや上記住居表示に該当する場合は下記までご連絡ください。 

 ・足立区地域のちから推進部地域文化課文化財係 〒120-8510 足立区中央本町一丁目 17-1 足立区役所南館 3階 

    TEL 03-3880-5111（代表） 内線 3345 03-3880-5984（直通） FAX 03-3880-5603 

 ・足立区立伊興遺跡公園展示館  〒121-0801 足立区東伊興四丁目 9-1 

    TEL 03-3898-9111 FAX 03-3898-9118 

 


