
 382　川西町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
382-001 川西町 相馬山遺跡 米沢北部
382-002 川西町 大西屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ256
382-003 川西町 尾長島館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ260
382-004 川西町 堀金館跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ258
382-005 川西町 茨虫屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ254
382-006 川西町 松ノ木館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ263
382-007 川西町 長谷部屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ237。範囲修正：2014年10月踏査による
382-008 川西町 下小松山墳丘群(尼カ沢支群) 古墳 羽前小松 (尼カ沢支群)
382-009 川西町 近藤屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ239
382-010 川西町 尼カ沢経塚 経塚 中世 羽前小松
382-011 川西町 梅津館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ227
382-012 川西町 大館小館跡 城館跡 中世 入田沢 「中城報1」_Ｐ267
382-013 川西町 平館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ231
382-014 川西町 藤内屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ230
382-015 川西町 林在家跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ242
382-016 川西町 茗部屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ239
382-017 川西町 青木館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ242
382-018 川西町 飛行壇跡 中世 羽前小松
382-019 川西町 橋本館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ259
382-020 川西町 吉田中遺跡 集落跡 古墳時代 羽前小松
382-021 川西町 西原館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ264
382-022 川西町 片町東遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-023 川西町 六角遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-024 川西町 小松嶋貫屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ237
382-025 川西町 牛谷館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ230
382-026 川西町 佐野遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-027 川西町 香坂屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ259
382-028 川西町 陣ヶ峰館跡 城館跡 平安時代 羽前小松 「中城報1」_Ｐ228
382-029 川西町 樋口館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ238
382-030 川西町 ▼田制館跡 城館跡 「中城報1」_Ｐ227。登録抹消：「分布報(25)」1998年3月
382-031 川西町 尾長島唐屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ258
382-032 川西町 北沢館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ263
382-033 川西町 平賀屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ239
382-034 川西町 太夫小屋３遺跡 集落跡 奈良・平安時代 米沢北部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ81集」2001年3月。
382-035 川西町 下小松山墳丘群(小森山支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (小森山支群)
382-036 川西町 和合遺跡 散布地 縄文時代 入田沢
382-037 川西町 仲沖遺跡 散布地 平安時代 羽前小松
382-038 川西町 黒川遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-039 川西町 朴沢館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ262
382-040 川西町 大坊遺跡 中世 羽前小松
382-041 川西町 小森山、舞台山古墳群 古墳 古墳時代、奈良・平安時代 羽前小松
382-042 川西町 佐野屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ236
382-043 川西町 小形屋敷跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ258
382-044 川西町 仲沖館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ228
382-045 川西町 馬場屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ241
382-046 川西町 本郷館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ244
382-047 川西町 西本郷館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ244
382-048 川西町 北沢遺跡 散布地 縄文時代(中期) 玉庭
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
382-049 川西町 太夫小屋２遺跡 散布地 古墳時代、平安時代 米沢北部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ81集」2001年3月。
382-050 川西町 洲島唐屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ244
382-051 川西町 高豆蒄館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ238
382-052 川西町 押川遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-053 川西町 八幡原遺跡 縄文時代 米沢北部
382-054 川西町 古館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ236
382-055 川西町 大塚遺跡 中世 羽前小松
382-056 川西町 桜壇跡 中世 米沢北部
382-057 川西町 下小松山墳丘群(中間支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (中間支群)
382-058 川西町 津右衛門屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ241
382-059 川西町 緒形館跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ254
382-060 川西町 下小松古墳群(陣が峰支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (陣が峰支群)
382-061 川西町 北館南館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ253
382-062 川西町 熊野堂遺跡 散布地 縄文時代 米沢北部
382-063 川西町 小田屋敷跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ249
382-064 川西町 大坊屋敷跡 城館跡 平安時代 羽前小松 「中城報1」_Ｐ247
382-065 川西町 布施館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ241
382-066 川西町 根岸屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ235
382-067 川西町 館山館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ268
382-068 川西町 大内屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_表Ｐ382
382-069 川西町 羽山館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ253
382-070 川西町 四谷遺跡 平安時代 米沢北部
382-071 川西町 片倉館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ252
382-072 川西町 招城跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ236
382-073 川西町 塚田塚跡 中世 玉庭
382-074 川西町 皆川館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ233
382-075 川西町 館山館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ268、382-067と同一
382-076 川西町 平谷地古墳群 古墳 古墳時代、飛鳥・奈良時代 米沢北部
382-077 川西町 御伊勢峠塚 中世 米沢北部
382-078 川西町 伊藤伝屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ243
382-079 川西町 薬師堂遺跡 散布地 縄文時代(後～晩期) 玉庭

382-080 川西町 大林遺跡
旧石器時代、縄文時代、平安
時代

羽前小松

382-081 川西町 穴塚墳丘群 奈良時代？ 米沢北部
382-082 川西町 朽谷館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ228
382-083 川西町 新倉南遺跡 縄文時代 玉庭
382-084 川西町 坂水屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ249
382-085 川西町 縄文平遺跡 散布地 縄文時代 玉庭
382-086 川西町 平谷地遺跡 集落跡 縄文時代 米沢北部
382-087 川西町 置賜山土壇 中世 米沢北部
382-088 川西町 太夫小屋１遺跡 官衙跡 平安時代 米沢北部 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ81集」2001年3月。
382-089 川西町 下小松山墳丘群(中間支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (中間支群)
382-090 川西町 田中在家跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ266
382-091 川西町 加藤館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ232
382-092 川西町 谷地在家跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ237。範囲修正：2014年10月踏査による
382-093 川西町 下小松山墳丘群(永松寺支群) 古墳 古墳時代(4世紀) 羽前小松 (永松寺支群)
382-094 川西町 吉田館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ248
382-095 川西町 菅原館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ227
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
382-096 川西町 与惣兵衛屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ238
382-097 川西町 畑中館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ240
382-098 川西町 神明館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ266
382-099 川西町 大橋遺跡 古墳時代 羽前小松
382-100 川西町 新蔵館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ265
382-101 川西町 下小松山墳丘群(薬師沢支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (薬師沢支群)
382-102 川西町 大光院経塚 中世 米沢北部
382-103 川西町 舟山屋敷跡 城館跡 玉庭 「中城報1」_Ｐ265
382-104 川西町 金子屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ252
382-105 川西町 治兵衛館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ230
382-106 川西町 金堀清水洞窟 中世 米沢北部
382-107 川西町 光海壇遺跡 縄文時代、近世 玉庭
382-108 川西町 乱場遺跡 中世 羽前小松
382-109 川西町 土臼館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ228
382-110 川西町 下小松山墳丘群(永松寺支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (永松寺支群)
382-111 川西町 東陽寺遺跡 散布地 平安時代 米沢北部
382-112 川西町 岡崎御殿跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ244
382-113 川西町 内館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ235
382-114 川西町 江上屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ248
382-115 川西町 三十郎屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ247
382-116 川西町 吉野在家跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ247
382-117 川西町 船山館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ250
382-118 川西町 天神南遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 羽前小松
382-119 川西町 下小松山墳丘群(永松寺支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (永松寺支群)
382-120 川西町 八幡館遺跡 縄文時代 羽前小松
382-121 川西町 寺嶋館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ234
382-122 川西町 坊屋敷遺跡 縄文時代、平安時代 玉庭
382-123 川西町 善之丞屋敷跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ248
382-124 川西町 新蔵遺跡 縄文時代、平安時代 玉庭
382-125 川西町 新倉塚跡 中世？ 玉庭
382-126 川西町 十左衛門屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ240
382-127 川西町 長澤屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ243
382-128 川西町 酒町南経塚跡 中世 玉庭
382-129 川西町 洲島島貫屋敷跡 城館跡 平安時代 羽前小松 「中城報1」_Ｐ246
382-130 川西町 孝右衛門屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ246
382-131 川西町 瀬兵衛屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ246
382-132 川西町 大津賀館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ226
382-133 川西町 小松城跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ250
382-134 川西町 大舟遺跡 散布地 縄文時代 米沢北部
382-135 川西町 根岸館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ226
382-136 川西町 下平柳経塚 中世 赤湯
382-137 川西町 千松寺南遺跡 平安時代 羽前小松
382-138 川西町 小関館跡 城館跡 中世 赤湯 「中城報1」_Ｐ245
382-139 川西町 黒沢館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ232
382-140 川西町 黒川遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-141 川西町 天神森古墳 古墳 古墳時代(前期) 羽前小松
382-142 川西町 角之目館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ234
382-143 川西町 塩の沢遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
382-144 川西町 龍蔵北遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽前小松
382-145 川西町 尼カ沢南遺跡 中世 羽前小松
382-146 川西町 林崎館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ232
382-147 川西町 庄左衛門屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ246
382-148 川西町 八日町屋敷跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ240
382-149 川西町 京ヶ森館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ264
382-150 川西町 井上館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ249
382-151 川西町 尼が沢古墳群 古墳 古墳時代、飛鳥・奈良時代 羽前小松
382-152 川西町 虚空蔵山遺跡 散布地 縄文時代 米沢北部
382-153 川西町 カノウ壇跡 中世 羽前小松
382-154 川西町 正安寺古墳群 古墳 古墳時代、飛鳥・奈良時代 羽前小松
382-155 川西町 高山島貫屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ243
382-156 川西町 玉館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ235
382-157 川西町 壇山古窯群 窯跡 奈良・平安時代 米沢北部
382-158 川西町 道伝遺跡 奈良・平安時代 羽前小松
382-159 川西町 坂井屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ231
382-160 川西町 千松寺遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-161 川西町 黒川遺跡 集落跡 平安時代 羽前小松
382-162 川西町 主計館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ248
382-163 川西町 千松寺遺跡 集落跡 古墳時代、飛鳥・奈良時代 羽前小松
382-164 川西町 洲島館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ245
382-165 川西町 馬伏屋敷跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ255
382-166 川西町 虚空蔵山Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 米沢北部
382-167 川西町 山口遺跡 縄文時代 米沢北部
382-168 川西町 蒲生館跡 城館跡 中世 赤湯 「中城報1」_Ｐ245
382-169 川西町 虚空蔵山遺跡 集落跡 縄文時代、奈良時代 米沢北部
382-170 川西町 尼カ沢遺跡 旧石器時代、縄文時代 羽前小松
382-171 川西町 地蔵塚跡 中世 羽前小松

382-172 川西町 八幡西遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽前小松
新規登録：「分布報(25)」1998年3月。範囲修正：2016年2月16日文生第1555号県教
委。

382-173 川西町 大舟館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ262
382-174 川西町 荒小屋遺跡 遺物包蔵 古墳時代 羽前小松 新規登録：「分布報(28)」2002年3月
382-175 川西町 大塚城跡 城館跡 中世 羽前小松 新規登録：「分布報(17)」1990年3月。「中城報1」_Ｐ229。「県教委161集」1990年3月。
382-176 川西町 伊勢屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ231
382-177 川西町 尼カ沢土壇 中世 羽前小松
382-178 川西町 柳沢館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ261
382-179 川西町 原前屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ226
382-180 川西町 柳沢館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ261、382-178と同一
382-181 川西町 中洗遺跡 縄文時代 米沢北部
382-182 川西町 南相馬山遺跡 米沢北部
382-183 川西町 大河原屋敷跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ242
382-184 川西町 下小松山墳丘群(尼カ沢支群) 古墳 古墳時代 羽前小松 (尼カ沢支群)
382-185 川西町 寒河江館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ233
382-186 川西町 下小松山墳丘群 古墳時代～中世 羽前小松
382-187 川西町 平野地遺跡 集落跡 縄文時代 米沢北部
382-188 川西町 飛尻坂館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ255
382-189 川西町 西相馬山遺跡 縄文時代 米沢北部
382-190 川西町 原田城跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ251

4 / 5



 382　川西町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
382-191 川西町 錦戸館跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ260
382-192 川西町 嶋津館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ233
382-193 川西町 元宿北遺跡 遺物包蔵 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2013年1月4日文推第1093号県教委。

382-194 川西町 八幡一遺跡 集落跡 奈良・平安時代、中世 羽前小松
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2013年10月29日文生第1036号県教委。範囲修
正：2016年2月16日文生第1555号県教委。

382-195 川西町 田中館跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ257
382-196 川西町 大門屋敷跡 城館跡 中世 米沢北部 「中城報1」_Ｐ257
382-197 川西町 莅(のぞき)館跡 城館跡 米沢北部 「中城報1」_Ｐ256
382-198 川西町 中洗２遺跡 集落跡 奈良・平安時代 米沢北部 新規登録：2022年11月30日文活第1134号山形県。
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