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1 集落跡 旭遺跡 旭268 中湧別(紋別7-4)
2 遺物包含地 上富美遺跡 上富美655 上富美(紋別12-1)
3 遺物包含地 二区高台遺跡 北兵村二区449,456-1,457-1,460-1～3,462-1 中湧別(紋別7-4)
4 遺物包含地 五の三遺跡 北兵村三区95-2 中湧別(紋別7-4)
5 遺物包含地 五鹿山遺跡 北兵村二区319 中湧別(紋別7-4)
6 遺物包含地 ヌッポコマナイ遺跡 北兵村一区216 中湧別(紋別7-4)
7 遺物包含地 旭２遺跡 旭432-1 中湧別(紋別7-4)
8 チャシ跡 姉崎チャシ跡 旭285 中湧別(紋別7-4)
9 遺物包含地 上条遺跡 旭307 中湧別(紋別7-4)

10 遺物包含地 旭１遺跡 旭432-1 中湧別(紋別7-4)
11 遺物包含地 五の三２遺跡 北兵村三区456,460 中湧別(紋別7-4)
12 遺物包含地 上富美今井遺跡 上富美709,710 上富美(紋別12-1)
13 遺物包含地 札富美１遺跡 札富美98 中湧別(紋別7-4)
14 遺物包含地 札富美２遺跡 札富美98 中湧別(紋別7-4)
15 遺物包含地 札富美３遺跡 札富美98 中湧別(紋別7-4)
16 チャシ跡 湧別川左岸チャシ 旭477-1 中湧別(紋別7-4)
17 集落跡 旭３遺跡 旭287 中湧別(紋別7-4)
18 チャシ跡 湧別川左岸２チャシ 旭287 中湧別(紋別7-4)
19 集落跡 旭４遺跡 旭172 中湧別(紋別7-4)
20 遺物包含地 五の三３遺跡 北兵村三区156～159 中湧別(紋別7-4)
21 遺物包含地 五の一遺跡 北兵村一区269-1,270 中湧別(紋別7-4)
22 遺物包含地 五の一２遺跡 北兵村一区179 中湧別(紋別7-4)
23 遺物包含地 ﾇｯﾎﾟｺﾏﾅｲ２遺跡 北兵村二区300～302 中湧別(紋別7-4)
24 遺物包含地 五の二遺跡 北兵村二区368,369,371,372 上湧別(紋別8-3)
25 遺物包含地 屯田遺跡 上湧別屯田市街地460 上湧別(紋別8-3)
26 遺物包含地 屯田２遺跡 上湧別屯田市街地494-2 上湧別(紋別8-3)
27 遺物包含地 旭５遺跡 旭287 中湧別(紋別7-4)
28 遺物包含地 ポン沼遺跡 東682・683 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-1
29 集落跡 丁寧竪穴群 東1281 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-2
30 遺物包含地 福島団体遺跡 福島380 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-3
31 遺物包含地 東二線遺跡 東124 中湧別(紋別7-3･4) 旧I-22-4
32 集落跡 川西オホーツク遺跡 川西516 中湧別(紋別7-3･4) 旧I-22-5
33 集落跡 シブノツナイ遺跡 信部内37 中湧別(紋別7-3･4) 旧I-22-6
34 集落跡 川西遺跡 川西604 中湧別(紋別7-3･4) 旧I-22-7

35 集落跡 シブノツナイ竪穴住居群
川西499-1･2,502-1･2,503,506-1･2,714,717～
720,722-1～3,930,1056,1059-1

中湧別(紋別7-3･4)
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旧I-22-8

36 遺物包含地 芭露遺跡 芭露1387-1 芭露(紋別8-1) 旧I-22-9
37 遺物包含地 キナウシ遺跡 芭露1953 芭露(紋別8-1) 旧I-22-10
38 遺物包含地 登栄床遺跡 登栄床国有林112林班 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-11
39 遺物包含地 湧別遺跡 東280-1,285,286-1,287,288,290-1・4 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-12
40 集落跡 ＢＲ－０１遺跡 計呂地277 芭露(紋別8-1) 旧I-22-13
41 遺物包含地 二軒橋(BR-02)遺跡 芭露1866 芭露(紋別8-1) 旧I-22-14
42 遺物包含地 ＢＲ－０３遺跡 芭露206 芭露(紋別8-1) 旧I-22-15
43 遺物包含地 ＢＲ－０４遺跡 芭露872 芭露(紋別8-1) 旧I-22-16
44 遺物包含地 ＢＲ－０５遺跡 芭露752 芭露(紋別8-1) 旧I-22-17
45 遺物包含地 福島団体２遺跡 福島213,214,215,224-1,227 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-18
46 遺物包含地 福島団体３遺跡 福島535 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-19
47 遺物包含地 登栄床２遺跡 登栄床国有林112林班 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-20
48 遺物包含地 登栄床３遺跡 登栄床国有林112林班 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-21
49 遺物包含地 登栄床４遺跡 登栄床国有林112林班 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-22
50 遺物包含地 円山遺跡 計呂地国有林111林班い又小班 芭露(紋別8-1) 旧I-22-23
51 遺物包含地 福島団体４遺跡 福島398,403,404 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-24
52 遺物包含地 福島団体５遺跡 福島444 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-25
53 遺物包含地 福島団体６遺跡 福島190 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-26
54 遺物包含地 東三線遺跡 東255 登栄床(紋別3-4,7-2) 旧I-22-27
55 遺物包含地 シブノツナイ２遺跡 信部内587，6138-5 中湧別(紋別7-3･4) H24.12登載
56 集落跡 川西２遺跡 川西501-1,508,509 中湧別(紋別7-3･4) H29.1登載
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