
 211　東根市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
211-001 東根市 羽入山森遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 寒河江
211-002 東根市 女五郎清水遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-003 東根市 塔楽遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-004 東根市 沢渡楯跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ198
211-005 東根市 郡山東遺跡 集落跡 平安時代 谷地
211-006 東根市 北方遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-007 東根市 上山遺跡 縄文時代 楯岡
211-008 東根市 兵備山楯跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_表Ｐ244
211-009 東根市 花水遺跡 寺院跡 平安時代？ 楯岡
211-010 東根市 田迫窯跡 窯跡 平安時代 楯岡
211-011 東根市 野田中島遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 谷地
211-012 東根市 上江Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 楯岡
211-013 東根市 野田蕨手刀出土地ＩＩ遺跡 奈良時代 谷地
211-014 東根市 日塔Ａ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 楯岡
211-015 東根市 日塔Ｂ遺跡 縄文時代 楯岡
211-016 東根市 扇田遺跡 集落跡 弥生時代、古墳時代 谷地
211-017 東根市 軍町遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-018 東根市 田迫遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡

211-019 東根市 小林遺跡 集落跡
縄文時代(前・中期)、平
安時代

楯岡 (小林Ａ・Ｂ・Ｃ)「県教委8集」1976年3月。

211-020 東根市 兵備山遺跡 縄文時代 楯岡
211-021 東根市 野田蕨手刀出土地Ｉ遺跡 奈良時代 谷地
211-022 東根市 東根六田東裏遺跡 縄文時代 楯岡
211-023 東根市 津河Ｃ遺跡 散布地 平安時代、中世 楯岡
211-024 東根市 泉郷後沢遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 楯岡
211-025 東根市 長瀞本楯館跡 城館跡 中世 谷地 「中城報2」_Ｐ204。範囲修正：「分布報(38)」2012年3月
211-026 東根市 本郷条里制跡 条里遺構 楯岡
211-027 東根市 中野目楯跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ199
211-028 東根市 野田楯跡 城館跡 中世 谷地 「中城報2」_Ｐ204(野田七の楯)
211-029 東根市 八反遺跡 集落跡 平安時代 谷地 位置訂正：「分布報(21)」1994年3月
211-030 東根市 大塚古墳 古墳 古墳時代 楯岡
211-031 東根市 中ノ目遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-032 東根市 東根六田西裏遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-033 東根市 堂の前楯跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_表Ｐ244
211-034 東根市 観音寺田中遺跡 旧石器時代、縄文時代 楯岡
211-035 東根市 仙台原遺跡 古墳 古墳時代 楯岡
211-036 東根市 大森東遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 楯岡
211-037 東根市 日塔薬師廃寺跡 寺院跡 平安時代 楯岡
211-038 東根市 上江Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-039 東根市 大森城跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ200(大森山城)

211-040 東根市 薬師原遺跡 集落跡
縄文時代(中期)、平安時
代

楯岡
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 211　東根市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
211-041 東根市 大森山経塚 経塚 平安時代 楯岡
211-042 東根市 蟹沢楯跡 城館跡 中世 谷地 「中城報2」_Ｐ204
211-043 東根市 三ツ屋遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 寒河江

211-044 東根市 六田楯跡 城館跡 中世 楯岡
「中城報2」_Ｐ199(小田島楯)
範囲修正：2017年10月４日東教委生発第218号東根市教委。

211-045 東根市 堂の前遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-046 東根市 三ツ屋東遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江

211-047 東根市 二階堂屋敷跡 城館跡 中世 天童
遺跡統合：(長者屋敷)211-056とを統合して二階堂屋敷跡。「中城報2」_Ｐ
198

211-048 東根市 藤ノ木遺跡 集落跡 平安時代、中世 楯岡
211-049 東根市 たきの沢遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-050 東根市 津河Ｂ遺跡 散布地 中世 楯岡
211-051 東根市 宮崎遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-052 東根市 羽入楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ205
211-053 東根市 野川楯跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ198(野川要害楯)
211-054 東根市 観音寺白山経塚 経塚 中世 天童
211-055 東根市 大木沢遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-056 東根市 二階堂屋敷跡 城館跡 中世 天童 遺跡統合：(長者檀)211-047とを統合して二階堂屋敷跡
211-057 東根市 向原遺跡 集落跡 縄文時代 天童
211-058 東根市 月山堂遺跡 集落跡 平安時代 谷地
211-059 東根市 羽入熊野堂遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
211-060 東根市 楯畑楯跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ197
211-061 東根市 下悪戸太服遺跡 集落跡 縄文時代 天童
211-062 東根市 猪野沢横台遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 天童
211-063 東根市 男水高原遺跡 縄文時代 楯岡
211-064 東根市 関山休石楯跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ197(桜川楯)
211-065 東根市 下悪戸東道六神遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 天童
211-066 東根市 東根保育所遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-067 東根市 長瀞城跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ203(雁城)
211-068 東根市 小池山遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 楯岡
211-069 東根市 猪野沢楯畑遺跡 集落跡 縄文時代 天童
211-070 東根市 沼袋遺跡 集落跡 平安時代 谷地 新規登録：「分布報(29)」2003年3月
211-071 東根市 薬師山楯跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ203(薬師山裏山楯)
211-072 東根市 下悪戸遺跡 集落跡 縄文時代 天童
211-073 東根市 蟹沢熊野堂遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 谷地
211-074 東根市 荷渡し遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-075 東根市 南方遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-076 東根市 薬師山経塚 経塚 中世 楯岡
211-077 東根市 沼沢沼遺跡 集落跡 縄文時代 関山峠 
211-078 東根市 東根城跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ201(小田島城)。「埋文セ131集」2004年3月。
211-079 東根市 大木沢ダム遺跡 古墳 古墳時代 楯岡
211-080 東根市 本郷遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 楯岡
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 211　東根市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
211-081 東根市 東根花岡遺跡 集落跡 縄文時代 楯岡
211-082 東根市 津河Ａ遺跡 平安時代、中世 楯岡
211-083 東根市 白金遺跡 集落跡 平安時代 楯岡
211-084 東根市 郡山遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 谷地
211-085 東根市 黒鳥山楯跡 城館跡 中世 楯岡 「中城報2」_Ｐ199
211-086 東根市 沼沢要害楯跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ197
211-087 東根市 柏原遺跡 散布地 旧石器時代 寒河江 新規登録：2016年2月24日東教委生発第159号東根市教委。
211-088 東根市 南浦遺跡 集落跡 平安時代 谷地 新規登録：2017年5月9日東教委生発第46号東根市教委。
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