
令和3年3月現在
遺跡
番号

1 谷中4- 3領玄寺境内他 領玄寺貝塚 貝塚 縄文

2 谷中7-1 谷中霊園内 天王寺貝塚 貝塚 縄文

3 上野公園 5 付近 摺鉢山古墳 前方後円墳 古墳

4-1 上野公園　上野2　池之端3 上野忍岡遺跡群
包蔵地・集落跡・その他
の墓・社寺跡・屋敷跡・
花卉園

旧石器・縄・弥・古・奈・平・
中・近・近代

4-2 上野桜木1-7-5･2 上野忍岡遺跡群 包蔵地・集落跡・社寺跡 奈良･平安・近世

4-3 谷中7-3 谷中霊園内
上野忍岡遺跡群
(旧寛永寺境内地)

包蔵地・社寺跡 奈良･平安・近世

4-4 谷中7-1 谷中霊園内
上野忍岡遺跡群
(旧寛永寺境内地)

包蔵地・社寺跡 縄文・近世

4-5 上野桜木1-10 上野忍岡遺跡群
包蔵地・集落跡・貝塚・
社寺跡

旧石器・縄・古・奈･平・中・
近

4-6 上野桜木2-19 上野忍岡遺跡群 包蔵地・社寺跡 古代・奈良･平安・中世・近世

4-7
谷中7-2・上野桜木2-20・24他　谷
中霊園内

上野忍岡遺跡群
(旧寛永寺境内地)

集落跡・社寺跡 奈良･平安・近世

4-8 上野桜木1-15 上野忍岡遺跡群 包蔵地・集落跡・社寺跡
旧石器・縄・弥・古・奈・平・
中・近

4-9 上野桜木2-4 日展会館 上野忍岡遺跡群 包蔵地・集落跡・社寺跡 縄文・古墳・奈良・平安・近世

4-10 上野桜木2-7・8・11・12先 区道 上野忍岡遺跡群 包蔵地・社寺跡 奈良・平安・近世

4-11 上野桜木1-5-24 上野忍岡遺跡群 包蔵地・集落跡・社寺跡 古墳・奈良・平安・近世

4-12 谷中7-１　谷中霊園内
上野忍岡遺跡群
(旧寛永寺境内地)

包蔵地・集落跡・社寺跡 縄文・弥生・奈良・平安・近世

4-13 上野桜木2-3 上野忍岡遺跡群 包蔵地・社寺跡 縄文・古墳・奈良・平安・近世

4-14 上野桜木2-1７ 上野忍岡遺跡群 包蔵地・社寺跡 奈良・平安・近世

5
上野公園13-9 東京国立博物館表慶
館

表慶館古墳 古墳 古墳

6
上野公園18・上野桜木1-16 寛永寺
霊園他

新坂貝塚 貝塚 縄文

7 橋場1-28 妙亀塚公園内 妙亀塚 塚 近世

8-1
浅草2-3・6～14・30・31　浅草1-
24～26・42・43

浅草寺遺跡
包蔵地・集落跡・社寺
跡・火除地・公園地

縄文・弥生・奈良・平安・中
世・近世・近代

8-2 浅草6-13・14先 浅草寺遺跡 社寺跡 近世

9 鳥越2-1 鳥越神社付近 鳥越古墳 古墳 古墳

10 池之端1-3  旧岩崎邸 湯島貝塚 貝塚 縄文

11 元浅草1-6 都立白鴎高等学校構内 元浅草遺跡 社寺跡・屋敷跡 近世

12 浅草橋5-20 浅草カトリック教会 屋敷跡 近世

13 上野公園 8 蛇塚古墳 古墳 古墳

14 上野公園 5 東京文化会館 桜雲台古墳 古墳 古墳

15 谷中6-2-31～39、7-4～6・17･18 天王寺門前町遺跡 町屋跡 近世

16-1 元浅草4-5 菊屋橋二丁目遺跡 社寺跡 近世

16-2 元浅草4-5-18 菊屋橋二丁目遺跡 社寺跡 近世

17 橋場2-22-2 平賀源内墓地 社寺跡 近世

18 東浅草1-6-1 社寺跡 近世

19 池之端2-1-25・30・35 池之端七軒町遺跡 包蔵地・社寺跡・屋敷跡 縄文・弥生･古墳・近世

20 西浅草1-1･1-2 浅草松清町遺跡 社寺跡 近世

21 西浅草2・3丁目 浅草1・2丁目地内 浅草寺西遺跡
社寺跡・屋敷跡・道路水
路

近世

22 元浅草2-10-13 町屋跡 近世

23
東上野4-1･2･4･5∼7　東上野5－6･
７

北稲荷町（広徳寺
跡）遺跡

社寺跡 近世

24 下谷2-1・2 入谷遺跡 社寺跡・町屋跡・入会地 近世

25 蔵前3-21先 地下鉄大江戸線蔵前駅 集落跡・社寺跡・町屋跡 奈良・平安・近世

26 西浅草2-2　誓願寺　西浅草2-16･17 浅草田島町遺跡 社寺跡 近世

27 雷門1-11 町屋跡 近世

28 元浅草4-9 社寺跡 近世

名　　称所　　在　　地 種　　別 主な時代

台東区遺跡一覧表



29 浅草橋2-28-14 社寺跡 近世

30-1 谷中2-6-48 谷中真島町遺跡 集落跡・屋敷跡 古墳・奈良・平安・近世

30-2 谷中2-1 〃 包蔵地・屋敷跡 縄文・古墳・奈良・平安・近世

31 池之端4-16・22　他 谷中清水町遺跡 集落跡・屋敷跡 弥生・古墳・奈良・平安・近世

32-1 谷中7-3-9　谷中霊園内 天王寺遺跡 包蔵地・集落跡・社寺跡 奈良・平安・近世

32-2 谷中7-15・16　谷中霊園内 〃 包蔵地・集落跡・社寺跡 古墳・奈良・平安・中世・近世

32-3 谷中7-7 谷中霊園内 〃 包蔵地・集落跡・社寺跡 古墳・奈良・平安・近世

32-4 谷中7-9天王寺五重塔跡 〃 社寺跡 近世

33 上野4-1先・上野5-27御徒町駅 仲御徒町三丁目遺跡 社寺跡・屋敷跡・町屋跡 近世

34 台東1-25-7　台東１丁目複合施設 二長町遺跡 屋敷跡 近世

35 池之端1-2・3 茅町遺跡
包蔵地・集落跡・屋敷
跡・町屋跡

縄文・古墳・奈良・平安・近世

36 西浅草3-25 浅草芝崎町遺跡 包蔵地・屋敷跡 奈良・平安・中世・近世

37 雷門2-18　雷門地下駐車場 雷門遺跡 集落跡・町屋跡 奈良･平安・近世

38 根岸2-10-4 書道博物館 町屋跡 近世

39 谷中2-9～6-2 谷中三崎町遺跡
包蔵地・集落跡・社寺
跡・町屋跡

旧石器・縄文・古墳・奈良･平
安・近世

40 東上野4-24-12 社寺跡 近世

41 欠番

42 東上野2-18 屋敷跡 近世

43 東上野2-23　永寿病院･西町公園 西町遺跡 包蔵地・屋敷跡 中世・近世

44 上野7-3-9 社寺跡 近世

45 台東1-34 二長町北遺跡 屋敷跡 近世

46 浅草5-3-2 浅間神社境内 包蔵地・社寺跡・塚 中世・近世

47 谷中4-1・2　日本美術院他 上三崎南遺跡 集落跡・社寺跡 縄文・奈良･平安・中世・近世

48 谷中1-5 先 社寺跡・町屋跡 近世

49 下谷2-13 小野照崎神社 社寺跡・塚 近世

50 上野7-13 町屋跡 近世

51 今戸2-36-6 社寺跡 近世

52 台東1-28 屋敷跡 近世

53 東上野4-8・9 上車坂町遺跡 包蔵地･集落跡・屋敷跡 古墳・奈良・平安・中世・近世

54 竜泉2-7 竜泉寺町遺跡 包蔵地･社寺跡・屋敷跡 奈良・近世

55 谷中1-5～7
包蔵地・社寺跡・町屋
跡・道跡

奈良･平安・近世

56 東上野3-24 東上野区民館 車坂町遺跡 屋敷跡 近世

57 西浅草3-26・27・28　先他 芝崎町三丁目遺跡 社寺跡 近世

58 三筋1-9 屋敷跡 近世

59 谷中1-5-33 包蔵地・社寺跡・町屋跡 奈良･平安・近世

60 台東1-34・35 二長町東遺跡 屋敷跡 近世

61 谷中4-3 包蔵地・社寺跡 縄文・近世

62 上野3-26 下谷同朋町遺跡
包蔵地・社寺跡・町屋
跡・道路跡

縄文・弥生･奈良・平安･中世・
近世

63 台東3-1-3・4 屋敷跡・堀跡 近世

64 下谷1-5-3 豊住町遺跡 包蔵地・社寺跡・町屋跡 縄文・古墳・近世

65 寿1-13～15・19・20先 浅草菊屋橋遺跡 社寺跡・道路跡 近世

66 池之端3-2-1 上野花園町遺跡 社寺跡・屋敷跡 近世

67 上野7-9先　道路 社寺跡 近世

68 欠番

69 駒形1-4 駒形遺跡
集落跡・他の墓・社寺
跡・町屋跡

古墳・奈良・平安・中世・近世

70 谷中6-1 町屋跡 近世

71 駒形1-2 町屋跡 近世

72 谷中5-3・5 谷中下三崎遺跡
包蔵地・集落跡・社寺
跡・屋敷跡

縄文・弥生･奈良･平安･中世・
近世

73 駒形1-1 包蔵地・町屋跡 奈良・平安・中世・近世

74 台東4-26 屋敷跡 近世

75 池之端1-5-1 忍岡住宅 茅町二丁目遺跡
包蔵地・社寺跡・屋敷
跡・町屋跡

縄・弥・古・奈・平・中・近



76 寿1-12 社寺跡・町屋跡 近世

77 下谷1-5～11 区道 社寺跡・町屋跡 近世

78 駒形1-8 浅草駒形二丁目遺跡
包蔵地・貝塚・社寺跡・
町屋跡

古墳・奈良・平安・近世

79 根岸３－１２ 社寺跡 近世

80 池之端1-1　新上野区民館 水路 近世

81 根岸3-6-13 上根岸町遺跡 包蔵地・社寺跡 古墳・奈良・平安・近世

82 台東3-46 屋敷跡 近世

83 根岸3-1 屋敷跡 近世

84 浅草橋5-1 向柳原町遺跡 屋敷跡 近世

85 蔵前4-11 社寺跡 近世

86 元浅草1-5-5 社寺跡・屋敷跡・町屋跡 近世

87 池之端2-1 道路跡 近世

88 元浅草2-7 社寺跡 近世

89 駒形1-3-4 集落跡・町屋跡 古墳・奈良・平安・近世

90 松が谷3-8先他 社寺跡 近世

91 東上野3-4 屋敷跡 近世

92 浅草6-21-10 町屋跡 近世

93 浅草1-16 町屋跡 近世

94 松が谷1-2-4 社寺跡・町屋跡 近世

95 下谷2-4-5 町屋跡 近世

96 竜泉3-18  一葉記念館 入会地･町屋跡 近世

97
上野2-13～上野4-8・9　区営地下
駐車場

上野広小路遺跡 包蔵地・水路 縄文・奈良・平安・中世・近世

98 下谷1-1 町屋跡 近世

99 蔵前2-8・9 南元町遺跡 包蔵地・蔵屋敷 古代・奈良・平安・中世・近世

100 根岸3-12　旧下谷病院 中根岸遺跡
包蔵地・集落跡・社寺跡･
農村地

縄文・奈良・平安・中世・近世

101
元浅草1-16･19･20･21、2-3･5･6･18
東上野3-2･3

浅草永住町遺跡 社寺跡 近世

102 鳥越1-9 包蔵地・屋敷跡 奈良・平安・近世

103 千束3-20
浅草千束町二丁目遺
跡

集落跡･農村地 近世

104 東上野4-27 社寺跡・町屋跡 近世

105 橋場1-9-4 包蔵地・社寺跡・農村地 奈良・平安・近世

106 浅草橋5-2-2 向柳原町一丁目遺跡 屋敷跡 近世

107 池之端2-1-44 池之端七軒町南遺跡 包蔵地・社寺跡 奈良・平安・近世

108 清川2-14-7 社寺跡･農村地 近世

109 台東3-3-2 屋敷跡 近世

110 蔵前4-7-4 社寺跡・町屋跡 近世

111 上野7-8-8・15 社寺跡・屋敷跡 近世

112 浅草橋1-22-15 浅草福井町遺跡 屋敷跡・町屋跡 近世

113 元浅草4-9-6 社寺跡・屋敷跡 近世

114 谷中7-18-10 包蔵地･社寺跡・町屋跡 奈良･平安・近世

115 千束4-33・40 町屋跡 近世

116 蔵前2-16 三好町遺跡
包蔵地・集落跡・他の
墓・町屋跡

弥生・古墳・奈良・平安・中
世・近世

117 西浅草3-22 芝崎町二丁目遺跡 包蔵地・社寺跡・狩猟場 縄文・近世

118 松が谷2-27-5 社寺跡 近世

119 谷中6-2-11 社寺跡 近世

120 下谷3-1-2 社寺跡 近世

121 松が谷2-31～3-1 合羽橋通り遺跡 水路跡 近世

122 元浅草3-20-10 社寺跡･町屋跡 近世

123 東上野5-4-3、5-5 北稲荷町東遺跡 社寺跡 近世

124 松が谷2-17 社寺跡 近世

125 寿2-3･9 浅草高原町遺跡 包蔵地・社寺跡 中世・近世

126 寿2-8 社寺跡･町屋跡 近世



127 浅草1-11 町屋跡 近世

128 寿2-6 社寺跡 近世

129 元浅草4-10 社寺跡 近世

130 欠番

131 根岸3-2 町屋跡 近世

132 松が谷2-3-2・2-8 社寺跡 近世

133 東上野6-23-8 社寺跡 近世

134 下谷2-18先 社寺跡 近世

135 元浅草1-6先 屋敷跡 近世

136 松が谷1-5-8 社寺跡 近世

137 東上野3-33 南稲荷町遺跡 社寺跡 近世

138 東上野5-10-2 神吉町遺跡 社寺跡 近世

139 千束3－19 浅草龍泉寺町遺跡 社寺跡 近世

140 北上野1-4-11 社寺跡 近世

141 浅草橋3-14-16 町屋跡・墓跡 近世

142 東上野6-8 屋敷跡 近世


