
 403　飯豊町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
403-001 飯豊町 中村館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ347
403-002 飯豊町 契約壇遺跡 集落跡 縄文中期(大木８a式併行) 手ノ子
403-003 飯豊町 野山Ｉ遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子
403-004 飯豊町 矢渕砦跡 城館跡 平安時代後期 玉庭 「中城報1」_Ｐ361
403-005 飯豊町 沼之尻遺跡 散布地 縄文時代 手ノ子 「県教委23集」1979年3月。
403-006 飯豊町 堰場遺跡 集落跡 縄文時代晩期 手ノ子
403-007 飯豊町 台の上遺跡 集落跡 縄文時代中期 手ノ子

403-008 飯豊町 郡之神遺跡 散布地 縄文時代 手ノ子
新規登録：「分布調報(16)」1989年3月。「県教委23集」1979年3月、「県教委191集」1993
年3月。

403-009 飯豊町 岩倉館跡 城館跡 中世 岩倉 「中城報1」_Ｐ363
403-010 飯豊町 高造路遺跡 散布地 縄文時代 岩倉 新規登録：「分布調報(16)」1989年3月
403-011 飯豊町 館山館跡 城館跡 中世 入田沢 「中城報1」_Ｐ364
403-012 飯豊町 城ノ上・下館跡 城館跡 入田沢 「中城報1」_表Ｐ389
403-013 飯豊町 小屋館跡 城館跡 中世 入田沢 「中城報1」_Ｐ364
403-014 飯豊町 町下遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子 「県教委57集」1982年3月。
403-015 飯豊町 岳谷遺跡 集落跡 縄文時代 岩倉
403-016 飯豊町 遅谷館屋敷跡 城館跡 入田沢 「中城報1」_表Ｐ388
403-017 飯豊町 遅谷館跡 城館跡 入田沢 「中城報1」_表Ｐ388
403-018 飯豊町 川内戸館跡 城館跡 岩倉 「中城報1」_表Ｐ389
403-019 飯豊町 福地館跡 城館跡 入田沢 「中城報1」_表Ｐ388
403-020 飯豊町 川内戸遺跡 集落跡 縄文時代 岩倉
403-021 飯豊町 上屋地Ｃ遺跡 集落跡 旧石器時代 岩倉
403-022 飯豊町 上屋地Ｂ遺跡 集落跡 旧石器時代 岩倉
403-023 飯豊町 下屋地館跡 城館跡 入田沢 「中城報1」_表Ｐ388
403-024 飯豊町 上屋地Ａ遺跡 集落跡 旧石器時代 岩倉
403-025 飯豊町 上原遺跡 集落跡 縄文時代 入田沢
403-026 飯豊町 上原館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ363
403-027 飯豊町 白川遺跡 集落跡 縄文時代 叶水
403-028 飯豊町 下屋地遺跡 集落跡 縄文時代 玉庭
403-029 飯豊町 高峰館屋敷跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ361
403-030 飯豊町 数馬館跡 城館跡 玉庭 「中城報1」_表Ｐ388
403-031 飯豊町 数馬遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 玉庭
403-032 飯豊町 長者原遺跡 散布地 縄文時代 手ノ子 新規登録：「分布調報(22)」1995年3月
403-033 飯豊町 添川古館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ356
403-034 飯豊町 添川館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ356
403-035 飯豊町 黒沢中館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ351
403-036 飯豊町 柳沢Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子
403-037 飯豊町 裏山ＩＩ遺跡 集落跡 縄文時代晩期 手ノ子 「県教委23集」1979年3月。
403-038 飯豊町 小沼沢遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 玉庭
403-039 飯豊町 裏山ＩＩＩ遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子 「県教委23集」1979年3月。
403-040 飯豊町 野山ＩＩＩ遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子
403-041 飯豊町 才先林遺跡 集落跡 縄文時代(前期花積下層式併行) 手ノ子
403-042 飯豊町 横山遺跡 集落跡 縄文時代(前期か中期) 手ノ子
403-043 飯豊町 館の宮館跡 城館跡 手ノ子 「中城報1」_表Ｐ388
403-044 飯豊町 野山ＩＩ遺跡 集落跡 縄文時代(前期花積下層式) 手ノ子
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 403　飯豊町

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
403-045 飯豊町 中村荒館跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ347
403-046 飯豊町 中川原遺跡 集落跡 縄文時代(中期、後期) 手ノ子
403-047 飯豊町 八幡館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ362
403-048 飯豊町 下野遺跡 集落跡 縄文時代(中期大木８a式期併行) 手ノ子
403-049 飯豊町 手ノ子南館跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ358
403-050 飯豊町 柳沢Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(中期、後期) 手ノ子
403-051 飯豊町 小坂新館跡 城館跡 中世 玉庭 「中城報1」_Ｐ362
403-052 飯豊町 黒沢館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ351
403-053 飯豊町 椿館跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ354
403-054 飯豊町 黒沢南館跡 城館跡 中世 羽前小松 「中城報1」_Ｐ351
403-055 飯豊町 野山ＩV遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子
403-056 飯豊町 萩生城跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ349
403-057 飯豊町 館ノ越館跡 城館跡 手ノ子 「中城報1」_表Ｐ388
403-058 飯豊町 裏山Ｉ遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 手ノ子
403-059 飯豊町 町屋敷跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ358
403-060 飯豊町 手ノ子西館跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ358
403-061 飯豊町 野山Ｖ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 手ノ子
403-062 飯豊町 赤岩遺跡 集落跡 縄文時代、中世 玉庭 「県教委155集」1990年3月。
403-063 飯豊町 観音堂遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子
403-064 飯豊町 赤岩館跡 城館跡 玉庭 「中城報1」_Ｐ360
403-065 飯豊町 天養寺館跡 城館跡 手ノ子 「中城報1」_表Ｐ387
403-066 飯豊町 上野遺跡 集落跡 縄文時代 手ノ子 （郡之神南）
403-067 飯豊町 石箱遺跡 集落跡 縄文時代(中期、後期)、平安時代 手ノ子
403-068 飯豊町 新山遺跡 散布地 縄文時代 手ノ子 「県教委23集」1979年3月。
403-069 飯豊町 椿古館跡 城館跡 中世 手ノ子 「中城報1」_Ｐ354
403-070 飯豊町 剣堂遺跡 集落跡 縄文時代(中期大木９式期古、後期) 手ノ子
403-071 飯豊町 大館山遺跡 城館跡 玉庭 「中城報1」_表Ｐ388

403-072 飯豊町 椿焼裏山窯跡 生産遺跡 近世 手ノ子 新規登録：「分布調報(40)」2014年3月、2013年8月6日飯教文発第558号飯豊町教委。

403-073 飯豊町 長者原２遺跡 散布地 縄文時代 手ノ子 新規登録：「分布調報(25)」1998年3月

401-028 小国町 宇津砦跡 城館跡 手ノ子
「中城報1」_P360、飯豊町と小国町の分水嶺による境界上に立地。
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