
 204　酒田市

遺跡番号 市町村 (旧名) 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
204-001 酒田市 葡萄崎遺跡 集落跡 縄文時代 酒田北部１
204-002 酒田市 蕨山遺跡 集落跡 縄文時代 酒田北部１ 「県教委189集」1993年3月。
204-003 酒田市 舘岩跡 城館跡 酒田北部１ 「中城報3」_Ｐ22
204-004 酒田市 深谷経塚 経塚 平安時代 羽後観音寺
204-005 酒田市 矢流川Ｂ遺跡 遺物包蔵地 平安時代 羽後観音寺
204-006 酒田市 船止遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽後観音寺
204-007 酒田市 通越墳墓 墳墓 鎌倉時代 羽後観音寺
204-008 酒田市 矢口遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
204-009 酒田市 柳沢遺跡 窯跡 平安時代 羽後観音寺
204-010 酒田市 生石３遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽後観音寺
204-011 酒田市 手蔵田１遺跡 集落跡 平安時代 余目
204-012 酒田市 鷹尾山遺跡 遺物包蔵地 縄文時代～平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
204-013 酒田市 生石４遺跡 集落跡 奈良・平安時代 余目 「県教委118集」1987年3月、「県教委125集」1988年3月。

204-014 酒田市 生石５遺跡 遺物包蔵地
縄文時代、奈良・平安時
代

羽後観音寺 範囲修正：「分布報(32)」2006年3月

204-015 酒田市 手蔵田９,１０,１１遺跡 集落跡 平安時代、中世 余目 「県教委124集」1988年3月、「県教委138集」1989年3月。
204-016 酒田市 南興野遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委114集」1987年3月、「県教委122集」1988年3月。
204-017 酒田市 土崎遺跡 集落跡 平安時代 余目 範囲修正：「分布報(22)」1995年3月。「埋文セ42集」1996年12月。
204-018 酒田市 大渕館跡 城館跡 酒田南部 「中城報3」_Ｐ22
204-019 酒田市 飛島遺跡 洞穴遺跡 平安時代、鎌倉時代 酒田北部１
204-020 酒田市 若王寺遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委32集」1980年3月。

204-021 酒田市 泉谷地古窯跡群 窯跡
縄文時代、奈良・平安時
代

余目

204-022 酒田市 早塚遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
204-023 酒田市 泉森窯跡 窯跡 平安時代 余目 新規登録：「分布報(29)」2003年3月。「埋文セ129集」2004年3月。
204-024 酒田市 手蔵田４遺跡 集落跡 平安時代 余目

204-025 酒田市 船見沢遺跡 集落跡 縄文時代 酒田北部１
遺跡統合：「分布報(18)」1991年3月「船見沢Ａ・Ｂ遺跡」を統合。
「県教委177集」1992年3月。

204-026 酒田市 泉森南窯跡 窯跡 平安時代 余目 新規登録：「分布報(29)」2003年3月。「埋文セ138集」2005年3月。
204-027 酒田市 土橋遺跡 集落跡 平安時代 酒田南部 「県教委52集」1982年3月。

204-028 酒田市 横代遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「県教委137集」1989年3
月。

204-029 酒田市 黒森遺跡 集落跡
縄文時代、弥生時代、平
安時代

酒田南部

204-030 酒田市 延命寺跡 寺院跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ23
204-031 酒田市 手蔵田５,８遺跡 集落跡 平安時代 余目 「県教委138集」1989年3月。
204-032 酒田市 手蔵田６,７遺跡 集落跡 平安時代 余目 「県教委138集」1989年3月。

204-033 酒田市 亀ヶ崎城跡 城館跡 酒田南部

「中城報3」_Ｐ25(酒田城、東禅寺城)。「県教委169年」1991年3月。
「埋文セ17集」1994年3月、「埋文セ28集」1995年3月、「埋文セ180
集」2009年3月。
範囲修正：2021年3月30日酒教社発第379号酒田市教委。

204-034 酒田市 ▼大多遺跡 散布地 中世、近世 登録抹消：「分布報(18)」1990年3月
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204-035 酒田市 熊手島遺跡 散布地 平安時代 余目 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
204-036 酒田市 願瀬山古窯跡群 窯跡 平安時代 余目
204-037 酒田市 古荒新田古墳 古墳 古墳時代 酒田南部

204-038 酒田市 本川遺跡 集落跡
平安時代(末期)～鎌倉
時代

余目 「県教委138集」1989年3月。

204-039 酒田市 荻島遺跡 散布地 平安時代 余目 新規登録：「分布報(15)」1988年3月
204-040 酒田市 手蔵田３遺跡 集落跡 平安時代 余目 「県教委137集」1989年3月。

204-041 酒田市 生石２遺跡 集落跡
弥生時代、奈良・平安時
代

羽後観音寺
「県教委89集」1985年3月、「県教委99集」1986年3月、「県教委
117集」1987年3月。

204-042 酒田市 熊野田遺跡 集落跡 平安時代、中世 余目
「県教委123集」1988年3月、「県教委137集」1989年3月、「県教委
146集」1989年3月。

204-043 酒田市 福島遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 余目 新規登録：「分布報(17)」1990年3月

204-044 酒田市 大槻新田遺跡 集落跡 平安時代、中世 余目
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月「大槻新田Ａ・Ｂ遺跡」で登
録。「県教委129集」1988年3月、「県教委137集」1989年3月。

204-045 酒田市 門田館跡 城館跡 余目 「中城報3」_Ｐ23
204-046 酒田市 大日塚遺跡 集落跡 平安時代～近世 酒田南部 「県教委52集」1982年3月。
204-047 酒田市 鍋倉遺跡 遺物包蔵地 平安時代 羽後観音寺
204-048 酒田市 南山遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(13)」1986年3月

204-049 酒田市 坂ノ下遺跡 集落跡
縄文時代、平安時代、中
世

余目 新規登録：「分布報(29)」2003年3月。「埋文セ129集」2004年3月。

204-050 酒田市 手蔵田１２遺跡 集落跡 平安時代、室町時代 余目 「県教委87集」1985年3月。
204-051 酒田市 生石１遺跡 遺物包蔵地 平安時代 羽後観音寺
204-052 酒田市 宮下遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
204-053 酒田市 宮内館 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ21
204-054 酒田市 前門遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
204-055 酒田市 門出遺跡 散布地 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(22)」1995年3月
204-056 酒田市 明成寺遺跡 集落跡 平安時代、中世 羽後観音寺 「県教委32集」1980年3月。
204-057 酒田市 新田目Ｂ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽後観音寺
204-058 酒田市 向田遺跡 散布地 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(22)」1995年3月。「埋文セ34集」1996年3月。
204-059 酒田市 新田目城 城館跡 平安時代、中世 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ26
204-060 酒田市 新田目Ａ遺跡 集落跡 奈良 羽後観音寺
204-061 酒田市 豊原遺跡 集落跡 平安時代、中世、近世 羽後観音寺 「県教委66集」1983年3月。
204-062 酒田市 城輪柵跡 国府跡 奈良・平安時代 羽後観音寺 国史跡1950年8月29日
204-063 酒田市 豊原Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(8)」1981年3月。「県教委55集」1982年3月。
204-064 酒田市 百野遺跡 集落跡 平安時代 酒田北部２ 新規登録：「分布報(23)」1996年3月
204-065 酒田市 前田遺跡 墳墓 奈良・平安時代、中世 羽後観音寺
204-066 酒田市 庭田遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委65集」1983年3月。
204-067 酒田市 蛙橋遺跡 集落跡 平安時代 酒田北部２ 新規登録：「分布報(23)」1996年3月
204-068 酒田市 郷崎遺跡 遺物包蔵地 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
204-069 酒田市 安田遺跡 集落跡 平安時代～近世 羽後観音寺 「県教委56集」1982年3月。
204-070 酒田市 村東遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(32)」2006年3月
204-071 酒田市 家際遺跡 散布地 平安時代 酒田北部２ 新規登録：「分布報(23)」1996年3月
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遺跡番号 市町村 (旧名) 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
204-072 酒田市 稲荷１遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(32)」2006年3月
204-073 酒田市 稲荷２遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(32)」2006年3月
204-074 酒田市 伊勢塚遺跡 散布地 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(32)」2006年3月

204-075 酒田市 中谷地遺跡 散布地
弥生時代、平安時代、鎌
倉時代

酒田北部２
範囲修正：「分布報(22)」1995年3月。「埋文セ42集」1996年12月。
「埋文セ42集」1996年12月。

204-076 酒田市 上曽根遺跡 集落跡 奈良・平安時代～近世 羽後観音寺
「県教委116集」1987年3月、「県教委147集」1989年3月。
範囲修正：2018年12月2日文生第1506号山形県教委。

204-077 酒田市 下中割遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(32)」2006年3月
204-078 酒田市 小平４遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(30)」2004年3月。「埋文セ139集」2005年3月。
204-079 酒田市 丑ヶ沢遺跡 散布地 縄文時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(35)」2009年3月
204-080 酒田市 上ノ田遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委52集」1982年3月。範囲修正：「分布報(33)」2007年3月。
204-081 酒田市 北沢遺跡 散布地 縄文時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(32)」2006年3月
204-082 酒田市 円能寺村東遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
204-083 酒田市 境興野遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 範囲修正：「分布報(33)」2007年3月。「県教委46集」1981年3月。
204-084 酒田市 北境遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 羽後観音寺 「県教委52集」1982年3月。
204-085 酒田市 円能寺経塚 経塚 鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
204-086 酒田市 北境２遺跡 散布地 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
204-087 酒田市 分遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
204-088 酒田市 北田２遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
204-089 酒田市 鷹尾山Ａ遺跡 経塚 鎌倉時代 羽後観音寺
204-090 酒田市 入の沢遺跡 集落跡 弥生時代 羽後観音寺
204-091 酒田市 北田遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽後観音寺 「県教委48集」1981年3月、「県教委53集」1982年3月。
204-092 酒田市 梵天塚遺跡 散布地 平安時代、中世 酒田北部２ 位置訂正：「分布報(22)」1995年3月。「埋文セ42集」1996年12月。
204-093 酒田市 手蔵田２遺跡 集落跡 平安時代 余目 「県教委87集」1985年3月、「県教委98集」1986年3月。
204-094 酒田市 東割遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 酒田北部２ 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
204-095 酒田市 関Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委47集」1981年3月、「県教委68集」1983年3月。
204-096 酒田市 漆曽根館 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ21
204-097 酒田市 鷹尾山Ｃ遺跡 経塚 鎌倉時代 羽後観音寺
204-098 酒田市 漆曽根遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺

204-099 酒田市 ▼小倉山遺跡 遺物包蔵地
縄文時代、弥生時代、平
安時代

登録抹消：「分布報(21)」1994年3月

204-100 酒田市 鷹尾山Ｂ遺跡 経塚 鎌倉時代 羽後観音寺
204-101 酒田市 北沢遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 羽後観音寺
204-102 酒田市 新青渡遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委67集」1984年3月、「県教委79集」1984年3月。
204-103 酒田市 朝日山城跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ24
204-104 酒田市 高阿弥陀遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委86集」1985年3月。
204-105 酒田市 関道遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
204-106 酒田市 矢流川Ａ遺跡 埋甕跡 平安時代 羽後観音寺
204-107 酒田市 麓山中世陶器出土地 その他の墓 中世 羽後観音寺 新規登録：2019年8月2日酒教社発第218号酒田市教委。
204-108 酒田市 上本町遺跡 その他(倉庫跡) 近世、近代 酒田南部 新規登録：2022年4月21日教社発第86号酒田市教委。
462-001 酒田市 (八幡町) 物見森２遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-002 酒田市 (八幡町) 熊沢遺跡 集落跡 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
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462-003 酒田市 (八幡町) 姥ヶ沢２遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
462-004 酒田市 (八幡町) 姥ヶ沢１遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
462-005 酒田市 (八幡町) 蕨台遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ5集」1994年3月。
462-006 酒田市 (八幡町) 菅谷地遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
462-007 酒田市 (八幡町) 艾田Ｂ遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
462-008 酒田市 (八幡町) 艾田Ａ遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
462-009 酒田市 (八幡町) 後田遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
462-010 酒田市 (八幡町) 安宝山Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
462-011 酒田市 (八幡町) 平沢楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ39
462-012 酒田市 (八幡町) 嶽の腰２遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-013 酒田市 (八幡町) ▼姥ヶ沢遺跡 散布地 旧石器時代 登録抹消：「分布報(27)」2001年3月
462-014 酒田市 (八幡町) 安宝山Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺
462-015 酒田市 (八幡町) 芹田楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ46
462-016 酒田市 (八幡町) 八森Ｂ遺跡 平安時代 羽後観音寺

462-017 酒田市 (八幡町) 堂の前遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺
国史跡1979年10月23日。「県教委5集」1975年3月、「県教委7集」
1976年3月、「県教委10集」1977年3月、「県教委30集」1980年3
月、「埋文セ55集」1998年3月。

462-018 酒田市 (八幡町) 一條楯跡 城館跡 平安時代 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ45
462-019 酒田市 (八幡町) 芽針谷地遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委49集」1981年3月。
462-020 酒田市 (八幡町) ▼大峯２遺跡 集落跡 縄文時代 登録抹消：「分布報(23)」1996年3月
462-021 酒田市 (八幡町) 大蒸野遺跡 散布地 旧石器時代 升田
462-022 酒田市 (八幡町) 塚淵Ｂ遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
462-023 酒田市 (八幡町) 大峯３遺跡 集落跡 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
462-024 酒田市 (八幡町) 塚淵Ａ遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
462-025 酒田市 (八幡町) 八森Ｃ遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺

462-026 酒田市 (八幡町) 樋掛遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺
「県教委52集」1982年3月。新規登録：「県埋報第1集」1974年3
月。

462-027 酒田市 (八幡町) 中台遺跡 集落跡 縄文時代 升田
462-028 酒田市 (八幡町) 二夕子Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 升田

462-029 酒田市 (八幡町) 二夕子Ａ遺跡 集落跡
縄文時代、弥生時代、平
安時代

升田 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月

462-030 酒田市 (八幡町) 前山Ａ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 羽後観音寺
462-031 酒田市 (八幡町) 八森Ａ遺跡 集落跡 旧石器時代、縄文時代 羽後観音寺 「県教委54集」1982年3月。
462-032 酒田市 (八幡町) 山根遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
462-033 酒田市 (八幡町) ▼大峯１遺跡 集落跡 縄文時代 登録抹消：「分布報(23)」1996年3月
462-034 酒田市 (八幡町) 楯の腰Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺
462-035 酒田市 (八幡町) 観音寺城跡 城館跡 湯ノ台 「中城報3」_Ｐ38
462-036 酒田市 (八幡町) 石橋台２遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-037 酒田市 (八幡町) 脇楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ39
462-038 酒田市 (八幡町) 古楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ37
462-039 酒田市 (八幡町) 前山Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
462-040 酒田市 (八幡町) 黒沢楯跡 城館跡 升田 「中城報3」_Ｐ46
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462-041 酒田市 (八幡町) 家ノ前楯跡 城館跡 升田 「中城報3」_Ｐ45
462-042 酒田市 (八幡町) 石橋台３遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-043 酒田市 (八幡町) 盛沢窯跡 窯跡 平安時代 羽後観音寺
462-044 酒田市 (八幡町) 古升田楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ37
462-045 酒田市 (八幡町) 貝沢Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 升田
462-046 酒田市 (八幡町) 貝沢Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 升田
462-047 酒田市 (八幡町) 盛沢遺跡 散布地 平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(13)」1986年3月
462-048 酒田市 (八幡町) 沼田遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺 「県教委78集」1984年3月。
462-049 酒田市 (八幡町) 小平遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
462-050 酒田市 (八幡町) 前貝楯跡 城館跡 升田 「中城報3」_Ｐ40
462-051 酒田市 (八幡町) 青沢楯跡 城館跡 升田 「中城報3」_Ｐ40
462-052 酒田市 (八幡町) 屋敷田遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
462-053 酒田市 (八幡町) 福山楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ41
462-054 酒田市 (八幡町) 安宝山Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(9)」1982年3月
462-055 酒田市 (八幡町) 重倉遺跡 窯跡 縄文時代 升田 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
462-056 酒田市 (八幡町) 泥沢楯跡 城館跡 升田 「中城報3」_Ｐ43
462-057 酒田市 (八幡町) 深沢楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ42
462-058 酒田市 (八幡町) 泥沢遺跡 集落跡 縄文時代 升田
462-059 酒田市 (八幡町) 安宝山楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ41
462-060 酒田市 (八幡町) 赤剥楯跡 城館跡 升田 「中城報3」_Ｐ42
462-061 酒田市 (八幡町) 東楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ44
462-062 酒田市 (八幡町) 下黒川楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ43
462-063 酒田市 (八幡町) 館の内遺跡 集落跡 縄文時代、中世 羽後観音寺
462-064 酒田市 (八幡町) 西楯跡 城館跡 羽後観音寺 「中城報3」_Ｐ44
462-065 酒田市 (八幡町) 松原遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺
462-066 酒田市 (八幡町) 谷地田遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺
462-067 酒田市 (八幡町) 物見森４遺跡 集落跡 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-068 酒田市 (八幡町) 物見森３遺跡 集落跡 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-069 酒田市 (八幡町) 小平３遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(30)」2004年3月。「埋文セ128集」2004年3月。
462-070 酒田市 (八幡町) 石橋台１遺跡 集落跡 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
462-071 酒田市 (八幡町) 小平２遺跡 集落跡 旧石器時代、平安時代 羽後観音寺 新規登録：「分布報(30)」2004年3月。「埋文セ128集」2004年3月。

462-072 酒田市 (八幡町) 俵田遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽後観音寺
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「県教委64集」1983年3
月、「県教委77集」1984年3月。

462-073 酒田市 (八幡町) 小平５遺跡 遺物包蔵地 平安時代 羽後観音寺
463-001 酒田市 (松山町) 岡畑遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 余目
463-002 酒田市 (松山町) 松山城跡 城館跡 近世 余目
463-003 酒田市 (松山町) 丸子沢館跡 集落跡 中世 清川
463-004 酒田市 (松山町) 中北目館跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ49
463-005 酒田市 (松山町) 丸子沢Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(後・晩期) 清川
463-006 酒田市 (松山町) 丸子沢Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 清川
463-007 酒田市 (松山町) 箕輪遺跡 集落跡 縄文時代 清川
463-008 酒田市 (松山町) 寺山遺跡 集落跡 縄文時代 清川
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463-009 酒田市 (松山町) ぼた石山遺跡 集落跡 縄文時代 藤島
463-010 酒田市 (松山町) 上野原遺跡 集落跡 縄文時代 余目
463-011 酒田市 (松山町) 山寺館跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ47
463-012 酒田市 (松山町) 観音山遺跡 集落跡 縄文時代 余目
463-013 酒田市 (松山町) 山寺経塚 経塚 奈良時代、中世 余目
463-014 酒田市 (松山町) 宝蔵寺経塚 経塚 近世 余目
463-015 酒田市 (松山町) 宝蔵経台遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 余目
463-016 酒田市 (松山町) 八幡坂遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 余目
463-017 酒田市 (松山町) 中山館跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ47
463-018 酒田市 (松山町) 砂山遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 余目
463-019 酒田市 (松山町) 田尻館跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ48

463-020 酒田市 (松山町) 徳田山遺跡 集落跡
縄文時代(中期)、平安時
代

余目

463-021 酒田市 (松山町) 茗ヶ沢館跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ49

463-022 酒田市 (松山町) 茗ヶ山遺跡 集落跡
縄文時代(前期)、平安時
代

余目 新規登録：「分布報(30)」2004年3月。「埋文セ136集」2004年3月。

463-023 酒田市 (松山町) 石名坂遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 余目
463-024 酒田市 (松山町) 下餅山遺跡 集落跡 中世(末)～近世(中期) 余目 「県教委97集」1986年3月。
463-025 酒田市 (松山町) 石名坂館跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ48
464-001 酒田市 (平田町) 小平墳墓 墳墓 平安時代 余目
464-002 酒田市 (平田町) 田沢楯跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ51(荒川楯、築楯)
464-003 酒田市 (平田町) 小女房遺跡 集落跡 縄文時代 余目
464-004 酒田市 (平田町) 岩台遺跡 集落跡 縄文時代 中野俣
464-005 酒田市 (平田町) 坂本楯跡 城館跡 中世 中野俣 「中城報3」_Ｐ50(楯の杉)
464-006 酒田市 (平田町) 寺沢寺跡 寺院跡 余目
464-007 酒田市 (平田町) 高畑遺跡 集落跡 縄文時代 余目
464-008 酒田市 (平田町) 坂本遺跡 散布地 中世 中野俣 新規登録：「分布報(16)」1989年3月
464-009 酒田市 (平田町) 楢橋楯跡 城館跡 中世 余目 新規登録：「分布報(21)」1994年3月
464-010 酒田市 (平田町) 天神堂大坪遺跡 散布地 奈良・平安時代 余目 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
464-011 酒田市 (平田町) 本宮楯跡 城館跡 中世 中野俣 「中城報3」_Ｐ52
464-012 酒田市 (平田町) 天平遺跡 集落跡 縄文時代 余目
464-013 酒田市 (平田町) 新山経塚 経塚 鎌倉時代 余目
464-014 酒田市 (平田町) 天神堂遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 余目 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
464-015 酒田市 (平田町) 経ヶ倉経塚 経塚 平安時代 中野俣
464-016 酒田市 (平田町) 新山Ｂ窯跡 窯跡 平安時代 余目
464-017 酒田市 (平田町) 高楯跡 城館跡 中世 中野俣
464-018 酒田市 (平田町) 桜林興野遺跡 集落跡 平安時代、中世 余目 「県教委115集」1987年3月。
464-019 酒田市 (平田町) 山楯６遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
464-020 酒田市 (平田町) 西田遺跡 集落跡 平安時代 余目 「県教委126集」1988年3月。

464-021 酒田市 (平田町) 山楯３遺跡 遺物包蔵地
縄文時代、弥生時代、平
安時代

余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ4集」1994年3月。

464-022 酒田市 (平田町) 新溜窯跡 窯跡 平安時代 余目
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464-023 酒田市 (平田町) 山谷新田遺跡 集落跡
縄文時代、平安時代、中
世

余目 「県教委170集」1991年3月。

464-024 酒田市 (平田町) 家の前遺跡 集落跡 縄文時代 中野俣
464-025 酒田市 (平田町) 山楯２遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
464-026 酒田市 (平田町) 山海遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 余目 新規登録：「分布報(13)」1986年3月
464-027 酒田市 (平田町) 西山遺跡 集落跡 縄文時代 余目 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
464-028 酒田市 (平田町) 河内城跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ53(山谷楯、八幡森)
464-029 酒田市 (平田町) 飛鳥遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 余目
464-030 酒田市 (平田町) 本宮墳墓 墳墓 鎌倉時代 中野俣
464-031 酒田市 (平田町) 円能寺遺跡 集落跡 縄文時代 中野俣
464-032 酒田市 (平田町) 山楯楯跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ55。「県教委172集」1992年3月。
464-033 酒田市 (平田町) 山楯７遺跡 集落跡 縄文時代 余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「県教委172集」1992年3月。
464-034 酒田市 (平田町) 磐井出楯跡 城館跡 中世 升田 「中城報3」_Ｐ53(小槌ヶ城)

464-035 酒田市 (平田町) 山楯４遺跡 集落跡
縄文時代、弥生時代、平
安時代

余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ4集」1994年3月。

464-036 酒田市 (平田町) 早稲田遺跡 集落跡
平安時代(末期)、鎌倉時
代

余目
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月、「県教委126集」1988年3
月。

464-037 酒田市 (平田町) 西沢窯跡 窯跡 平安時代 余目
464-038 酒田市 (平田町) 山楯８遺跡 集落跡 縄文時代 余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「県教委172集」1992年3月。
464-039 酒田市 (平田町) 山楯遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 余目
464-040 酒田市 (平田町) 宮の平遺跡 集落跡 縄文時代 中野俣
464-041 酒田市 (平田町) 岡道遺跡 散布地 縄文時代 中野俣

464-042 酒田市 (平田町) 山海窯跡群 窯跡 奈良・平安時代 余目
「県教委170集」1991年3月、「県教委172集」1992年3月、「県教委
183集」1993年3月。

464-043 酒田市 (平田町) 押越遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 中野俣
464-044 酒田市 (平田町) 進藤楯跡 城館跡 中世 中野俣 「中城報3」_Ｐ50(高楯)
464-045 酒田市 (平田町) 八幡森墳墓 墳墓 鎌倉時代 余目
464-046 酒田市 (平田町) 飛鳥遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 余目 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
464-047 酒田市 (平田町) 泉興野１遺跡 散布地 奈良・平安時代 余目 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
464-048 酒田市 (平田町) 山楯５遺跡 窯跡 平安時代 余目 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ4集」1994年3月。
464-049 酒田市 (平田町) 楢橋楯跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ54(タテ野)
464-050 酒田市 (平田町) 砂越城跡 城館跡 中世 余目 「中城報3」_Ｐ56。位置訂正：「分布報(39)」2013年3月
464-051 酒田市 (平田町) 泉興野２遺跡 散布地 奈良・平安時代 余目 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
464-052 酒田市 (平田町) 飛鳥神内遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 余目

464-053 酒田市 (平田町) 桜林遺跡 集落跡
平安時代(末期)、鎌倉時
代

余目
新規登録：「県埋報第1集」。1974年3月「大坪Ａ・Ｂ」、「惣田遺跡」
で登録。「県教委126集」1988年3月。
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