
 461　遊佐町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
461-001 遊佐町 懐の内Ａ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
461-002 遊佐町 道内Ｂ遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-003 遊佐町 柴野遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-004 遊佐町 見晴野遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦
461-005 遊佐町 野瀬遺跡 散布地 平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
461-006 遊佐町 長坂才坂上遺跡 散布地 縄文時代 吹浦
461-007 遊佐町 後谷地遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-008 遊佐町 懐ノ内Ｆ遺跡 遺物包蔵地 旧石器時代 吹浦
461-009 遊佐町 苦竹原遺跡 散布地 平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
461-010 遊佐町 サナミ坂窯跡 窯跡 縄文時代、平安時代 吹浦
461-011 遊佐町 前林遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-012 遊佐町 筋田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(19)」1992年3月。「県教委187集」1993年3月。
461-013 遊佐町 宮ノ下遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「埋文セ32集」1996年3月。
461-014 遊佐町 升川遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 「埋文セ9集」1994年3月。
461-015 遊佐町 川東遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-016 遊佐町 下山遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-017 遊佐町 笹淵遺跡 集落跡 縄文時代(前・後期) 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-018 遊佐町 目倉神遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦
461-019 遊佐町 菅野城跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ35
461-020 遊佐町 山居遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-021 遊佐町 箕輪遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-022 遊佐町 小谷地遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-023 遊佐町 小倉向遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦

461-024 遊佐町 吹浦Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
「県教委82集」1984年3月、「県教委93集」1985年3月、「県教委120集」1988年
3月。

461-025 遊佐町 吹浦Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
「県教委82集」1984年3月、「県教委93集」1985年3月、「県教委120集」1988年
3月。

461-026 遊佐町 吹浦Ａ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦
「県教委82集」1984年3月、「県教委93集」1985年3月、「県教委120集」1988年
3月。

461-027 遊佐町 物見峠Ｃ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月

461-028 遊佐町 物見峠遺跡 集落跡
縄文時代、平安時代、鎌倉時
代

吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月

461-029 遊佐町 箕輪楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ34
461-030 遊佐町 舟森遺跡 集落跡 縄文時代、古墳、平安時代 吹浦
461-031 遊佐町 物見峠Ｂ遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
461-032 遊佐町 荒川遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-033 遊佐町 小山崎遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦 「埋文セ91集」2001年3月。
461-034 遊佐町 林之内遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-035 遊佐町 三崎山Ｃ’遺跡 集落跡 奈良・平安時代 小砂川２
461-036 遊佐町 丸池遺跡 集落跡 縄文時代、古墳時代 吹浦
461-037 遊佐町 大黒坂遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-038 遊佐町 七曲道ノ上遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-039 遊佐町 柴燈林遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 吹浦
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
461-040 遊佐町 柴燈林２遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-041 遊佐町 牛渡２遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-042 遊佐町 牛渡１遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-043 遊佐町 神宮寺跡 寺院跡 近世 吹浦
461-044 遊佐町 吹浦楯跡 城館跡 十里塚 中城報3_Ｐ33
461-045 遊佐町 柴燈林５遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-046 遊佐町 柴燈林３遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-047 遊佐町 小長坂遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-048 遊佐町 柴燈林４遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
461-049 遊佐町 南光坊坂遺跡 散布地 縄文時代 吹浦
461-050 遊佐町 小屋林道東遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-051 遊佐町 ムジナ堂遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-052 遊佐町 戸之内田遺跡 散布地 平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
461-053 遊佐町 釜磯遺跡 散布地 縄文時代 吹浦
461-054 遊佐町 小屋林道西遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦
461-055 遊佐町 小野曽Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-056 遊佐町 小野曽Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-057 遊佐町 幣掛遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦

461-058 遊佐町 木戸下遺跡 集落跡 平安時代、中世 吹浦
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「埋文セ25集」1995年3月、「埋文セ45
集」1997年3月。

461-059 遊佐町 清四新田遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-060 遊佐町 北目楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ33
461-061 遊佐町 臂曲Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-062 遊佐町 湯元田山遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-063 遊佐町 小野曽Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-064 遊佐町 谷地之子遺跡 散布地 平安時代 小砂川２ 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
461-065 遊佐町 上長根遺跡 散布地 平安時代 小砂川２ 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
461-066 遊佐町 臂曲Ａ遺跡 集落跡 旧石器時代 吹浦
461-067 遊佐町 臂曲Ｄ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
461-068 遊佐町 水ノ上遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 小砂川２ 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
461-069 遊佐町 畑村遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-070 遊佐町 弥陀之上遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 小砂川２ 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
461-071 遊佐町 曽崎戸遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-072 遊佐町 榊山田遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-073 遊佐町 女鹿台地遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-074 遊佐町 突ノ木遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-075 遊佐町 草居潟遺跡 散布地 縄文時代 小砂川２
461-076 遊佐町 橇待遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(19)」1992年3月。「埋文セ24集」1995年3月。
461-077 遊佐町 堂田遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「埋文セ24集」1995年3月。
461-078 遊佐町 水林下遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-079 遊佐町 小山田遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-080 遊佐町 トヤトヤ杜遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-081 遊佐町 臂曲Ｃ遺跡 窯跡 平安時代 吹浦
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461-082 遊佐町 長坂遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦

461-083 遊佐町 北目長田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦
新規登録：「分布報(19)」1992年3月。「埋文セ24集」1995年3月、「埋文セ31
集」1996年3月、「埋文セ56集」1998年3月。

461-084 遊佐町 板井坂遺跡 散布地 縄文時代 小砂川２
461-085 遊佐町 三崎山Ｂ遺跡 散布地 奈良時代 小砂川１
461-086 遊佐町 三ノ俣Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-087 遊佐町 三崎山Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-088 遊佐町 三崎山Ａ’遺跡 集落跡 縄文時代 小砂川２
461-089 遊佐町 上戸遺跡 経塚 鎌倉時代 吹浦
461-090 遊佐町 地蔵田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 名称変更：「分布報(20)」1993年3月「地蔵田Ａ遺跡」の名称変更。
461-091 遊佐町 剣竜神社東窯跡 窯跡 平安時代 吹浦
461-092 遊佐町 西山遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-093 遊佐町 大谷地遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-094 遊佐町 剣竜神社西窯跡 窯跡 平安時代 吹浦
461-095 遊佐町 下当切添遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦

461-096 遊佐町 上山崎遺跡 散布地
弥生時代、古墳時代(5c末葉
～7ｃ前半)

吹浦 遺跡統合：「分布報(20)」1993年3月「地蔵田Ｂ遺跡、中田浦Ｃ遺跡」を統合。

461-097 遊佐町 田中遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 名称変更：「分布報(20)」1993年3月「地蔵田Ｃ遺跡」の名称変更
461-098 遊佐町 根堀道遺跡 散布地 縄文時代 吹浦
461-099 遊佐町 下当山遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月
461-100 遊佐町 貫坂遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月
461-101 遊佐町 内林遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-102 遊佐町 沢成遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月

461-103 遊佐町 中田浦遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦
名称変更：「分布報(20)」1993年3月「中田浦Ａ遺跡」の名称変更。「県教委185
集」1993年3月。

461-104 遊佐町 野沢楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ32
461-105 遊佐町 三崎山Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代、古墳時代 小砂川２
461-106 遊佐町 楯畑遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺
461-107 遊佐町 村前遺跡 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
461-108 遊佐町 鞍出山遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺
461-109 遊佐町 水上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
461-110 遊佐町 水上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
461-111 遊佐町 山道端遺跡 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
461-112 遊佐町 水上Ｃ遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺
461-113 遊佐町 神矢道Ａ遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 酒田北部２
461-114 遊佐町 湯之尻遺跡 集落跡 縄文時代 羽後観音寺
461-115 遊佐町 堂林Ａ遺跡 集落跡、窯跡 縄文時代、平安時代 羽後観音寺
461-116 遊佐町 蕨岡楯跡 城館跡 羽後観音寺 中城報3_Ｐ30
461-117 遊佐町 堂林Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 羽後観音寺
461-118 遊佐町 網取り遺跡 散布地 縄文時代 羽後観音寺
461-119 遊佐町 天狗森Ｂ窯跡 窯跡 平安時代 羽後観音寺
461-120 遊佐町 長田遺跡 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
461-121 遊佐町 唐戸岩Ａ窯跡 窯跡 平安時代 羽後観音寺
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461-122 遊佐町 唐戸岩Ｂ窯跡 窯跡 平安時代 羽後観音寺
461-123 遊佐町 塚田遺跡 集落跡 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51集」1982年3月。
461-124 遊佐町 前田遺跡 集落跡 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51集」1982年3月。
461-125 遊佐町 天狗森Ｃ窯跡 窯跡 平安時代、鎌倉時代 羽後観音寺
461-126 遊佐町 地正面遺跡 集落跡 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51集」1982年3月。
461-127 遊佐町 佐渡遺跡 集落跡 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51集」1982年3月。
461-128 遊佐町 天狗森Ｄ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-129 遊佐町 神矢道Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 酒田北部２
461-130 遊佐町 大樽川窯跡群 窯跡 平安時代 吹浦
461-131 遊佐町 天狗森Ａ遺跡 散布地 平安時代 吹浦
461-132 遊佐町 舞田遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-133 遊佐町 中谷地遺跡 集落跡 平安時代 吹浦
461-134 遊佐町 鶴田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦
461-135 遊佐町 水尻遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-136 遊佐町 杉沢奥屋遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 範囲修正：2019年3月29日文生第1759号山形県教委。
461-137 遊佐町 杉沢Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-138 遊佐町 嶽の腰５遺跡 集落跡 縄文時代 湯ノ台 新規登録：「分布報(21)」1994年3月
461-139 遊佐町 物見森１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
461-140 遊佐町 東田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 新規登録：「分布報(17)」1990年3月。「県教委165集」1991年3月。

461-141 遊佐町 下長橋遺跡 集落跡 平安時代、中世 吹浦
「県教委130集」1988年3月、「県教委142集」1989年3月、「県教委145集」1989
年3月、「県教委141集」1989年3月。

461-142 遊佐町 嶽の腰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
461-143 遊佐町 嶽の腰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
461-144 遊佐町 陣屋楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ32

461-145 遊佐町 杉沢Ｃ遺跡 集落跡
縄文時代、奈良・平安時代、
中世、近世

吹浦
範囲修正：2019年12月23日文生第1623号山形県教委。
範囲修正：2021年3月30日文文第1358号山形県。

461-146 遊佐町 杉沢Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 吹浦
461-147 遊佐町 平津山楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ31
461-148 遊佐町 小服部楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ36
461-149 遊佐町 平津楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ31
461-150 遊佐町 浮橋遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「県教委141集」1989年3月。
461-151 遊佐町 大楯館跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ28。「県教委121集」1988年3月、「県教委139集」1989年3月。
461-152 遊佐町 堰端遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-153 遊佐町 平津山遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-154 遊佐町 京田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦
461-155 遊佐町 月野原Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-156 遊佐町 栄遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-157 遊佐町 月野原Ｂ遺跡 集落跡 旧石器時代 吹浦
461-158 遊佐町 月野原Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-159 遊佐町 小深田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 「県教委140集」1989年3月、「県教委142集」1989年3月。
461-160 遊佐町 宮山坂Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-161 遊佐町 宮山坂Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-162 遊佐町 金平Ａ遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
461-163 遊佐町 丸ノ内楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ36
461-164 遊佐町 宮山坂Ｂ遺跡 墳墓 平安時代 吹浦

461-165 遊佐町 宮山坂Ｄ遺跡 集落跡
縄文時代、弥生時代、平安時
代、鎌倉時代

吹浦

461-166 遊佐町 宮山坂楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_表Ｐ234
461-167 遊佐町 北子橋下遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦
461-168 遊佐町 袋冷遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「県教委175集」1992年3月。
461-169 遊佐町 宮山坂Ｆ遺跡 集落跡 旧石器時代 吹浦
461-170 遊佐町 三田遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦
461-171 遊佐町 滝の上経塚跡 経塚 鎌倉時代 吹浦
461-172 遊佐町 蚕桑遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-173 遊佐町 金俣Ｄ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代、鎌倉時 吹浦
461-174 遊佐町 金俣Ｃ遺跡 窯跡 平安時代 吹浦
461-175 遊佐町 金俣Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-176 遊佐町 金俣Ｅ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-177 遊佐町 金俣Ａ遺跡 集落跡 旧石器時代 吹浦
461-178 遊佐町 嶽の腰遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-179 遊佐町 金俣Ｇ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
461-180 遊佐町 御嶽神社遺跡 墳墓 鎌倉時代 吹浦
461-181 遊佐町 仁田田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦
461-182 遊佐町 金俣Ｈ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
461-183 遊佐町 金俣Ｆ遺跡 散布地 旧石器時代、平安時代 吹浦
461-184 遊佐町 水上遺跡 墳墓 中世 吹浦
461-185 遊佐町 大沢遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦

461-186 遊佐町 大坪遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。「県教委166集」1991年3月。「埋文セ
23集」1995年3月。

461-187 遊佐町 ヨセンボ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-188 遊佐町 古屋敷遺跡 集落跡 平安時代、中世 吹浦
461-189 遊佐町 竜沢山遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 位置修正：「分布報(24)」1997年3月
461-190 遊佐町 金俣Ｊ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
461-191 遊佐町 下くね添遺跡 集落跡 鎌倉時代 吹浦
461-192 遊佐町 三ノ俣Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦
461-193 遊佐町 石田遺跡 集落跡 平安時代 吹浦 「県教委184集」1993年3月。

461-194 遊佐町 木原遺跡 集落跡 平安時代 吹浦
名称変更：「分布報(19)」1992年3月「水原遺跡」の名称変更。「県教委186集」
1993年3月、「埋文セ8集」1994年3月。

461-195 遊佐町 宅田遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 吹浦 「県教委72集」1983年3月。
461-196 遊佐町 金俣Ｉ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「県教委183集」1993年3月。
461-197 遊佐町 金俣Ｋ遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「県教委183集」1993年3月。
461-198 遊佐町 宮田楯跡 城館跡 吹浦 中城報3_Ｐ。「県教委176集」1992年3月。
461-199 遊佐町 道中Ａ遺跡 集落跡 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-200 遊佐町 上高田遺跡 集落跡 平安時代、中世 吹浦 「埋文セ25集」1995年3月、「埋文セ57集」1998年3月。
461-201 遊佐町 道内Ａ遺跡 散布地 平安時代、鎌倉時代 吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月
461-202 遊佐町 懐の内Ｃ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月

5/6



 461　遊佐町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
461-203 遊佐町 東部遺跡 集落跡 縄文時代 吹浦

461-204 遊佐町 道中Ｂ遺跡 集落跡
縄文時代、平安時代、鎌倉時
代

吹浦 新規登録：「県埋報第1集」1974年3月

461-205 遊佐町 懐の内Ｂ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月

461-206 遊佐町 神矢田遺跡 集落跡
縄文時代、弥生時代、奈良・
平安時代

吹浦
新規登録：「県埋報第1集」1974年3月。
範囲修正：2022年7月8日文活第485号山形県。

461-207 遊佐町 懐の内Ｅ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
461-208 遊佐町 懐の内Ｄ遺跡 散布地 縄文時代 吹浦 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
461-209 遊佐町 下中瀬遺跡 集落跡 奈良・平安時代 吹浦 新規登録：2016年12月8日文生第1781号山形県教委。

461-210 遊佐町 野田遺跡 集落跡 奈良・平安時代 吹浦
新規登録：2017年2月8日文生第1782号山形県教委。
範囲修正：2017年8月1日文生第1489号山形県教委。
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