
301　山辺町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
301-001 山辺町 坊主窪古墳群 古墳 古墳時代、奈良・平安時代 山形北部
301-002 山辺町 佐藤理兵衛屋敷跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_表Ｐ233
301-003 山辺町 沢下遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-004 山辺町 楯山館跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ82
301-005 山辺町 簗沢館跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ83
301-006 山辺町 山辺北条里遺跡 条里遺構 奈良・平安時代 山形北部
301-007 山辺町 杉谷遺跡 散布地 縄文時代(中期) 白鷹山
301-008 山辺町 鬼の目遺跡 庵跡 中世 宮宿

301-009 山辺町 藁田石遺跡 集落跡
縄文時代(前・中期)～奈良・
平安時代

宮宿

301-010 山辺町 簗沢遺跡 散布地 縄文時代(中期) 宮宿
301-011 山辺町 案内所入遺跡 遺物包蔵地 平安時代 宮宿
301-012 山辺町 しだみ沢陣所跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ83
301-013 山辺町 西の原遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 宮宿
301-014 山辺町 鐙坂陣所土塁跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ86
301-015 山辺町 畑谷城跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ84
301-016 山辺町 源長寺遺跡 経埋納遺構 近世 山形北部
301-017 山辺町 念仏壇墳墓 墳墓 近世 白鷹山
301-018 山辺町 上松山遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-019 山辺町 三森山見張所遺跡 城館跡 中世 白鷹山 「中城報2」_Ｐ86
301-020 山辺町 塚田遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
301-021 山辺町 柳清水遺跡 集落跡 奈良･平安時代 山形北部
301-022 山辺町 庚段遺跡 集落跡 奈良･平安時代 山形北部
301-023 山辺町 七曲遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(30)」2004年3月
301-024 山辺町 嶋之前遺跡 散布地 平安時代 山形北部
301-025 山辺町 前方Ａ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-026 山辺町 壇の森墳墓 墳墓 中世 宮宿
301-027 山辺町 安国寺裏山遺跡 仏舎利出土地 中世 山形北部
301-028 山辺町 普光寺山経塚 経塚 平安時代、中世 山形北部
301-029 山辺町 干場春日山遺跡 経埋納遺構 近世 山形北部
301-030 山辺町 普光寺境内経塚 経塚 中世 山形北部
301-031 山辺町 根際的場遺跡 集落跡 縄文時代(中期･後期) 山形北部 「県教委206集」2006年3月。
301-032 山辺町 大沼Ｂ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 白鷹山
301-033 山辺町 山辺南条里遺跡 条里遺構 奈良･平安時代 山形北部 「県教委22集」1979年3月。
301-034 山辺町 楯の峯館跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ80
301-035 山辺町 前方Ｂ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-036 山辺町 蟹沢館跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ80
301-037 山辺町 楯山古墳 古墳 奈良時代 宮宿
301-038 山辺町 一本杉遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
301-039 山辺町 蓮台寺遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部
301-040 山辺町 荒谷遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-041 山辺町 松保遺跡 散布地 縄文時代(後期) 宮宿
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301-042 山辺町 原遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 山形北部
301-043 山辺町 荒谷館跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ81
301-044 山辺町 蓮台寺跡 寺院跡 中世 山形北部
301-045 山辺町 大塚天神古墳 古墳 古墳時代(前期) 山形北部
301-046 山辺町 根際古墳 古墳 奈良時代 宮宿
301-047 山辺町 杉下遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 宮宿
301-048 山辺町 楯の山遺跡 散布地 縄文時代 宮宿
301-049 山辺町 向原遺跡 集落跡　 縄文時代 山形北部
301-050 山辺町 藤内山楯跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ90
301-051 山辺町 高楯城跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ88
301-052 山辺町 新館遺跡 集落跡 平安時代、中世 山形北部 「県教委134集」1988年3月。
301-053 山辺町 塔の森遺跡 経塚 平安時代、中世 宮宿
301-054 山辺町 北作古屋敷館跡 城館跡 中世時代 宮宿
301-055 山辺町 諏訪原遺跡 集落跡 平安時代、中世 山形北部
301-056 山辺町 金城遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-057 山辺町 能中遺跡 寺院跡 平安時代、中世 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
301-058 山辺町 遅根遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-059 山辺町 袖の原遺跡 散布地 縄文時代 宮宿
301-060 山辺町 新館跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ87。「県教委134集」1988年3月。
301-061 山辺町 大塚遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部
301-062 山辺町 玉虫沼古窯跡群 窯跡 平安時代 宮宿
301-063 山辺町 向坂遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
301-064 山辺町 樋幡城跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ90
301-065 山辺町 西光山館跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ87
301-066 山辺町 山野辺城跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ89(小鶴城)
301-067 山辺町 玉虫沼Ｂ遺跡 遺物包蔵地 平安時代 宮宿
301-068 山辺町 五番酒遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 白鷹山
301-069 山辺町 壇の山古墳群 古墳 古墳時代、奈良・平安時代 山形北部
301-070 山辺町 黒坂里道Ｉ遺跡 寺院跡 平安時代、中世 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月で「里道Ｂ遺跡」で登録。
301-071 山辺町 要害古墳 墳墓 中世 宮宿
301-072 山辺町 良実塚 墳墓 平安時代 山形北部
301-073 山辺町 里道Ａ遺跡 集落跡、祭祀跡 縄文時代～奈良・平安時代 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
301-074 山辺町 大畑館跡 城館跡 中世 宮宿 「中城報2」_Ｐ81
301-075 山辺町 小針生遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
301-076 山辺町 大沼Ａ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 白鷹山
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