
 213　南陽市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
213-001 南陽市 経塚山古墳群 古墳 古墳時代 羽前小松
213-002 南陽市 山ノ川遺跡 散布地 縄文時代 白鷹山

213-003 南陽市 富貴田遺跡 集落跡
縄文時代、奈良時代(国分寺下
層式併行)

赤湯
新規登録：「分布報(13)」1986年3月
範囲修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。

213-004 南陽市 関根館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ144
213-005 南陽市 蔵庭遺跡 散布地 散布地 羽前小松
213-006 南陽市 北町遺跡 散布地 縄文時代(前期) 赤湯 範囲修正：2016年2月29日南教社第508号南陽市教委。
213-007 南陽市 長岡西田遺跡 散布地 縄文時代(中期) 赤湯
213-008 南陽市 久保遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 赤湯 範囲修正：2016年5月17日南教社第143号南陽市教委。
213-009 南陽市 山居沢山Ａ遺跡 散布地 平安時代 赤湯 範囲修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。
213-010 南陽市 竜樹山古墳群 古墳 古墳時代 羽前小松
213-011 南陽市 梨郷古墳群 古墳 古墳時代(終末期) 羽前小松
213-012 南陽市 宮城遺跡 集落跡 縄文時代(早・前・中期)、奈良時 羽前小松
213-013 南陽市 蒲生田館南遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 赤湯
213-014 南陽市 大清水遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 赤湯 範囲修正：2019年2月12日南教社第556号南陽市教委。
213-015 南陽市 東六角遺跡 集落跡 縄文時代(中期)、平安時代 赤湯 新規登録：「分布報(13)」1986年3月
213-016 南陽市 宮城墳墓 火葬墳墓 平安時代 羽前小松
213-017 南陽市 金沢山ノ神遺跡 集落跡 縄文時代(中・後期) 赤湯
213-018 南陽市 上野山古墳群 散布地、古墳 弥生時代、古墳(終末期) 赤湯
213-019 南陽市 ほのき平遺跡 散布地 縄文時代(前･中期) 白鷹山
213-020 南陽市 中野遺跡 散布地 縄文時代(中期)、平安時代 羽前小松

213-021 南陽市 赤松山館跡 城館跡 羽前小松
「中城報1」_Ｐ140
位置修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。

213-022 南陽市 沖田館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ375
213-023 南陽市 内城館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376
213-024 南陽市 岩屋堂遺跡 集落跡 縄文時代(晩期) 羽前中山 名称変更：2019年2月8日南教社第654号南陽市教委。
213-025 南陽市 若狭郷屋屋敷跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376

213-026 南陽市 岩屋堂２遺跡 散布地 平安時代 羽前中山
新規登録：「分布報(33)」2007年3月
名称変更：2019年2月8日南教社第654号南陽市教委。
範囲修正：2019年2月12日南教社第557号南陽市教委。

213-027 南陽市 横沢遺跡 散布地 縄文時代(中・後期)、奈良時代 赤湯
213-028 南陽市 西高田遺跡 散布地 平安時代 羽前小松
213-029 南陽市 小滝中堀遺跡 散布地 縄文時代 白鷹山
213-030 南陽市 清水ノ下遺跡 散布地 古墳時代(後期) 羽前小松
213-031 南陽市 ヌゲッポ遺跡 集落跡 縄文時代(早・前期) 羽前小松
213-032 南陽市 大洞山館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ189
213-033 南陽市 夷平遺跡 散布地 縄文時代(晩期)、中世？ 赤湯
213-034 南陽市 男館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ170

213-035 南陽市 加藤屋敷遺跡 集落跡 平安時代 羽前中山
新規登録：「分布報(33)」2007年3月。「埋文セ179集」2009
年3月。

213-036 南陽市 日向遺跡 散布地 縄文時代(中期) 羽前中山
213-037 南陽市 前小屋遺跡 散布地 縄文時代 赤湯
213-038 南陽市 郡山中堀遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
213-039 南陽市 中野森館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ188
213-040 南陽市 西田遺跡 散布地 平安時代 赤湯
213-041 南陽市 小岩沢墳墓 墳墓 平安時代(末期)、中世 羽前中山
213-042 南陽市 女館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ170
213-043 南陽市 別所Ｂ遺跡 散布地 縄文時代 赤湯
213-044 南陽市 小岩沢遺跡 集落跡 縄文時代(中・後期) 羽前中山 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月
213-045 南陽市 長次郎遺跡 散布地 縄文時代(後期) 羽前中山

213-046 南陽市 中里遺跡 散布地 平安時代 赤湯
新規登録：「分布報(20)」1993年3月、遺跡名変更：2016年
11月1日南教社第370号南陽市教委。

213-047 南陽市 二色根古墳群 古墳 古墳時代(終末期) 赤湯 県史跡1955年8月1日
213-048 南陽市 虚空蔵山館跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ182
213-049 南陽市 川樋館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ186
213-050 南陽市 一ノ倉山遺跡 散布地 縄文時代 赤湯
213-051 南陽市 丸山館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ159

213-052 南陽市 長岡南森遺跡 散布地
縄文時代(中期)、古墳時代(前・
中期)

赤湯

213-053 南陽市 畿内城館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376

213-054 南陽市 稲荷森古墳 散布地、古墳
旧石器時代、縄文時代(中期)、
古墳時代

赤湯 国史跡1980年5月24日

213-055 南陽市 梨郷上館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ134
213-056 南陽市 宮沢城跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ154
213-057 南陽市 別所Ａ遺跡 散布地 平安時代 赤湯
213-058 南陽市 上大作裏遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松 「埋文セ176集」2009年3月。

213-059 南陽市 百刈田遺跡 集落跡 縄文時代(中期)、古墳時代 赤湯
範囲修正：「分布報(31)」2005年3月。「埋文セ184集」2010
年3月。

213-060 南陽市 掛在家遺跡 集落跡 縄文時代(前期)、弥生～奈良時 羽前小松
213-061 南陽市 池黒羽黒山経塚 経塚 平安時代(後期、保延6年) 赤湯

213-062 南陽市 二色根館跡 城館跡 奈良・平安時代、中世 赤湯
「中城報1」_Ｐ166。
範囲修正：2014年6月30日南教ス第119号南陽市教委。
範囲修正：2019年2月12日南教社第558号南陽市教委。

213-063 南陽市 中ノ目下遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯
213-064 南陽市 当時作遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 赤湯
213-065 南陽市 露橋Ａ館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_表Ｐ375
213-066 南陽市 平館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ156

213-067 南陽市 上大作裏遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 羽前小松
新規登録：「分布報(24)」1997年3月。「埋文セ176集」2009
年3月。

213-068 南陽市 狸沢山古墳群Ａ支群 古墳(４基) 古墳時代(終末期) 赤湯
名称変更：2014年5月12日南教ス第78号南陽市教委「狸
沢山古墳群」の名称変更。

213-069 南陽市 北館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ152
213-070 南陽市 別所館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ149
213-071 南陽市 平野古窯跡 窯跡 奈良・平安時代 羽前小松
213-072 南陽市 中島平遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 羽前小松
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要

213-073 南陽市 向畑Ｃ遺跡 散布地、古墳、経塚 縄文時代、古墳時代、中世(？) 白鷹山
新規登録：「分布報(15)」1988年3月。「県教委156集」1990
年3月。

213-074 南陽市 地蔵岩物見遺跡 城館跡(硝堡、物見) 羽前中山 「中城報1」_Ｐ181

213-075 南陽市 天王遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松
新規登録：「分布報(24)」1997年3月。「埋文セ186集」2010
年3月。範囲修正：2016年3月28日南教社第626号南陽市
教委。範囲修正：2022年5月31日文活第293号山形県。

213-076 南陽市 平野Ｃ遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松

213-077 南陽市 石ヶ窪Ａ遺跡 集落跡
縄文時代(前・中期)、奈良・平安
時代

羽前小松

213-078 南陽市 月ノ木Ａ遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：「分布報(10)」1983年3月。「中城報1」_Ｐ162。
213-079 南陽市 観音堂遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 赤湯 新規登録：「分布報(13)」1986年3月
213-080 南陽市 向畑Ｂ遺跡 散布地 縄文時代 白鷹山
213-081 南陽市 天王山古墳群 古墳 古墳時代 羽前小松
213-082 南陽市 龍樹山館跡 城館跡(哨堡) 羽前小松 「中城報1」_Ｐ136
213-083 南陽市 羽黒堂遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松 新規登録：「分布報(13)」1986年3月

213-084 南陽市 蒲生田館跡 城館跡 中世 赤湯
「中城報1」_Ｐ158。範囲修正：2015年2月25日南教ス第284
号南陽市教委。

213-085 南陽市 宮内小学校敷地内遺跡 集落跡 縄文時代(中期)、平安時代 赤湯
213-086 南陽市 松沢古墳群 古墳 古墳時代(後期) 赤湯
213-087 南陽市 水上遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯
213-088 南陽市 大根在家遺跡 散布地 平安時代 羽前小松
213-089 南陽市 熊の前館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376
213-090 南陽市 十分の一山遺跡 集落跡 縄文時代中期(大木７b) 赤湯
213-091 南陽市 梨郷新館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ142

213-092 南陽市 割田館跡 城館跡 羽前小松
「中城報1」_Ｐ137
位置修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。

213-093 南陽市 別所山経塚 経塚 平安時代 赤湯
213-094 南陽市 館平館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ187

213-095 南陽市 上野遺跡 散布地 縄文時代、中世 赤湯
新規登録：「分布報(32)」2006年3月。「埋文セ152集」2006
年3月、「埋文セ162集」2007年3月。

213-096 南陽市 七両坂古墳 古墳 古墳時代(終末期) 赤湯

213-097 南陽市 露橋遺跡 城館跡 羽前小松
「中城報1」_表Ｐ375。名称変更：「分布報(23)」1996年3月
南陽市教委「露橋Ｂ館跡」の名称変更。

213-098 南陽市 月ノ木Ｂ遺跡 集落跡
縄文時代(早～中期)、弥生(中
期)

赤湯
新規登録：「分布報(10)」1983年3月。「県教委135集」1989
年3月。

213-099 南陽市 向畑Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(後期・晩期) 白鷹山
213-100 南陽市 稲荷山古墳群 古墳 古墳時代 羽前小松
213-101 南陽市 小滝館跡 城館跡 白鷹山 「中城報1」_Ｐ168

213-102 南陽市 植木場一遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松
新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ59集」1998
年3月。

213-103 南陽市 長岡山東遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 赤湯
213-104 南陽市 高山原遺跡 集落跡 縄文時代(前期)、平安時代 羽前小松
213-105 南陽市 平野Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 羽前小松

3 / 8



 213　南陽市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
213-106 南陽市 大仏遺跡 散布地 縄文時代(後期) 羽前小松 範囲修正：2016年４月１日南教社第282号南陽市教委。
213-107 南陽市 四百刈遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-108 南陽市 宮崎館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ145

213-109 南陽市 雨沼Ｂ遺跡 集落跡
縄文時代(後・晩期)、奈良・平安
時代

羽前小松

213-110 南陽市 小須刈田遺跡 散布地 縄文時代(早・前期) 長井
213-111 南陽市 鵜の木館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376。「埋文セ150集」2006年3月。

213-112 南陽市 岩部山館跡
散布地、岩陰・洞
窟、城館跡

縄文時代、中世
羽前中山

「中城報1」_Ｐ184。種別・時代の修正：2015年6月30日南教
社第211号南陽市教委。

213-113 南陽市 大野平遺跡 集落跡 縄文時代(早・前・中期) 長井
213-114 南陽市 諏訪原Ａ遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 羽前中山
213-115 南陽市 大屋敷遺跡 散布地 平安時代 赤湯

213-116 南陽市 日影館跡 城館跡 中世 羽前中山
「中城報1」_Ｐ186
範囲修正：2020年3月16日南教社第594号南陽市教委。

213-117 南陽市 東畑Ａ遺跡 集落跡 奈良・平安時代、近世 赤湯
範囲修正：「分布報(28)」2002年3月。
「埋文セ116集」2003年3月。
範囲修正：2019年2月13日南教社第564号南陽市教委。

213-118 南陽市 元中山日影遺跡 散布地 縄文中期、後期(大木８b～９) 羽前中山
213-119 南陽市 諏訪原Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代(前・中期) 羽前中山

213-120 南陽市 諏訪前遺跡 散布地、集落跡
縄文時代(中期)・古墳時代(前
期)、平安時代

赤湯
新規登録：「分布報(13)」1986年3月。「県教委102集」1986
年3月。

213-121 南陽市 平野Ｂ遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-122 南陽市 諏訪原Ｂ遺跡 散布地 縄文時代(後期) 羽前中山
213-123 南陽市 天狗山館跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ180

213-124 南陽市 石畑遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 羽前中山
範囲修正：「分布報(32)」2006年3月。「埋文セ164集」2007
年3月。

213-125 南陽市 備後館跡 城館跡 長井 「中城報1」_Ｐ143
213-126 南陽市 金座館跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ179
213-127 南陽市 東畑Ｂ遺跡 散布地 平安時代 赤湯 位置修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。
213-128 南陽市 東高堰遺跡 散布地 弥生時代(中期)、平安時代 赤湯 新規登録：「分布報(14)」1987年3月
213-129 南陽市 御嶽山物見遺跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ179
213-130 南陽市 笹子平遺跡 散布地 縄文時代(前期) 羽前中山
213-131 南陽市 東杢ノ沢遺跡 散布地 縄文時代(中期) 長井
213-132 南陽市 下荻館跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ174
213-133 南陽市 薬師山物見遺跡 城館跡(硝堡) 羽前中山 「中城報1」_Ｐ177
213-134 南陽市 筋物見遺跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ178
213-135 南陽市 慶海山館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ151
213-136 南陽市 双松公園内遺跡 散布地 縄文時代 赤湯
213-137 南陽市 蕗畑遺跡 集落跡 縄文時代、奈良・平安時代 羽前小松
213-138 南陽市 小屋館跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ176
213-139 南陽市 前田遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-140 南陽市 金山遺跡 散布地 縄文時代(早期) 羽前小松
213-141 南陽市 宮内南館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
213-142 南陽市 経塊山物見遺跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ178
213-143 南陽市 熊野山遺跡 散布地 縄文時代(後期) 羽前中山
213-144 南陽市 熊野館跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ173
213-145 南陽市 長瀞館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ148
213-146 南陽市 李の木遺跡 遺物包蔵地 縄文時代、平安時代 赤湯 新規登録：「分布報(14)」1987年3月

213-147 南陽市 中落合遺跡 集落跡 奈良・平安時代 赤湯
範囲修正：「分布報(32)」2006年3月。「埋文セ168集」2008
年3月。

213-148 南陽市 萩生田遺跡 集落跡、散布地
弥生時代、古墳時代、奈良・平
安時代

赤湯 範囲修正：2020年3月16日南教社第595号南陽市教委。

213-149 南陽市 鳥帽子山古墳 古墳 古墳時代(終末期) 赤湯
213-150 南陽市 中落合館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ150
213-151 南陽市 畿内田遺跡 散布地 平安時代 赤湯
213-152 南陽市 高倉山物見遺跡 城館跡 羽前中山 「中城報1」_Ｐ172

213-153 南陽市 梨郷南館跡 城館跡 羽前小松
「中城報1」_Ｐ138。範囲修正：「分布報(35)」2009年3月
位置修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。

213-154 南陽市 沢田遺跡 集落跡
弥生時代、古墳時代(中期)、奈
良・平安時代

赤湯
「県教委88集」1985年3月。範囲修正：「分布報(25)」1998
年3月と、南陽市調査1989年度調査による。

213-155 南陽市 椚塚館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ164
213-156 南陽市 赤山大醒ヶ井遺跡 集落跡 縄文時代中期(大木８)、後期 羽前中山
213-157 南陽市 島貫遺跡 集落跡 古墳時代、奈良・平安時代 赤湯
213-158 南陽市 下八ツ口遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-159 南陽市 牛ヶ首Ａ遺跡 集落跡 平安時代、中世 羽前小松
213-160 南陽市 梅ノ木遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯
213-161 南陽市 窪田尻遺跡 散布地 平安時代 赤湯

213-162 南陽市 片岸館跡 城館跡 羽前小松
「中城報1」_Ｐ139
位置修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。

213-163 南陽市 鳥帽子山経塚 経塚 平安時代 赤湯

213-164 南陽市 檜原遺跡 散布地 縄文時代 赤湯
範囲修正：「分布報(33)」2007年3月。「埋文セ165集」2007
年3月、「埋文セ185集」2010年3月。

213-165 南陽市 上野山館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ165
213-166 南陽市 沢口遺跡 集落跡 奈良・平安時代 赤湯
213-167 南陽市 北徳田遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-168 南陽市 北前遺跡 散布地 縄文時代(晩期) 赤湯
213-169 南陽市 上ノ山遺跡 散布地 縄文時代 赤湯
213-170 南陽市 松沢遺跡 散布地 縄文時代(前期) 赤湯
213-171 南陽市 松木壇遺跡 散布地 平安時代 羽前小松
213-172 南陽市 大橋城跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ160
213-173 南陽市 山居沢山Ｂ遺跡 散布地 平安時代 赤湯
213-174 南陽市 塩釜前遺跡 散布地 縄文時代(晩期)、弥生時代 羽前小松
213-175 南陽市 大野原館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ150
213-176 南陽市 間々ノ上遺跡 散布地 奈良時代 赤湯
213-177 南陽市 御殿跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ163
213-178 南陽市 小山Ｂ遺跡 散布地 縄文時代(晩期) 羽前小松
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
213-179 南陽市 三入山遺跡 散布地 縄文時代(前期)、平安時代 羽前中山
213-180 南陽市 漆山遺跡 集落跡 縄文時代中期(大木8b～後期) 羽前小松 (学校下)
213-181 南陽市 経塚山南遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松

213-182 南陽市 大塚遺跡 集落跡 古墳時代、平安時代 赤湯
名称変更：2006年度「六角壇遺跡」の名称変更。
「埋文セ158集」2007年3月。
範囲修正：2019年2月13日南教社第565号南陽市教委。

213-183 南陽市 矢の目館跡 城館跡 (平安時代)、中世 赤湯 新規登録：「分布報(10)」1983年3月。「中城報1」_Ｐ162
213-184 南陽市 長峰遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-185 南陽市 蒲生田古墳群 古墳 古墳時代(終末期) 赤湯
213-186 南陽市 漆山遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 羽前小松
213-187 南陽市 稲荷前遺跡 散布地 縄文時代(前期) 赤湯
213-188 南陽市 小山西遺跡 散布地 平安時代 羽前小松

213-189 南陽市 梨郷小館跡 城館跡 羽前小松
「中城報1」_Ｐ137
位置修正：2017年2月27日南教社第496号南陽市教委。

213-190 南陽市 西中上遺跡 散布地 平安時代 赤湯
範囲修正：「分布報(30)」2004年4月。「埋文セ158集」2007
年3月。

213-191 南陽市 塩釜遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 羽前小松
213-192 南陽市 漆山館跡 城館跡 羽前小松 「中城報1」_Ｐ146
213-193 南陽市 小山Ａ遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松
213-194 南陽市 早稲田遺跡 散布地 奈良時代 赤湯
213-195 南陽市 中屋敷遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯 範囲修正：「分布報(40)」2014年3月
213-196 南陽市 長岡館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_Ｐ165
213-197 南陽市 唐越遺跡 散布地、集落跡 縄文時代(中期)、奈良・平安時 赤湯 新規登録：「分布報(13)」1986年3月
213-198 南陽市 中野山館跡 城館跡 赤湯 「中城報1」_表Ｐ376
213-199 南陽市 将監屋敷館跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯 「中城報1」_表Ｐ375

213-200 南陽市 長岡山遺跡 集落跡
旧石器時代、縄文時代(中期)、
古墳時代

赤湯

213-201 南陽市 宮内熊野大社敷地内遺跡 散布地 縄文時代(中・後期)、平安時代 赤湯

213-202 南陽市 庚壇遺跡 散布地 平安時代 赤湯
範囲修正：「分布報(32)」2006年3月。「埋文セ161集」2007
年3月。

213-203 南陽市 太子堂遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：「分布報(13)」1986年3月

213-204 南陽市 高木遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯

新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2014年1月14日南教
ス第212号南陽市教委。範囲修正：2014年5月12日南教ス
第75号南陽市教委、2016年3月28日南教社第627号南陽
市教委。

213-205 南陽市 東屋敷遺跡 散布地 平安時代 赤湯
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2014年1月14日南教
ス第212号南陽市教委。

213-206 南陽市 下大作遺跡 散布地 平安時代 羽前小松
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2014年1月14日南教
ス第212号南陽市教委。

213-207 南陽市 西屋敷遺跡 散布地 古墳時代 羽前小松
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2014年1月14日南教
ス第212号南陽市教委。

213-208 南陽市 新山遺跡 散布地 古墳時代 羽前小松
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2014年1月14日南教
ス第212号南陽市教委。
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213-209 南陽市 稲荷林遺跡 集落跡 平安時代、中世 羽前小松
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、1986年12月17日南
教文第252号南陽市教委。

213-210 南陽市 松沢前遺跡 散布地 縄文時代 赤湯 新規登録：「分布報(26)」2000年3月

213-211 南陽市 東ノ北遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2014年5月12日南教ス第77号南陽市教委。

213-212 南陽市 狸沢山古墳群Ｂ支群 古墳(6基) 古墳時代(終末期) 赤湯 新規登録：2014年5月12日南教ス第78号南陽市教委。

213-213 南陽市 北沢遺跡 散布地 縄文時代 羽前中山 新規登録：「分布報(25)」1998年3月

213-214 南陽市 天矢場遺跡 狩猟場、集落跡
縄文時代、奈良・平安時代～近
世

羽前中山
新規登録：「分布報(34)」2008年3月。「埋文セ174集」2009
年3月。

213-215 南陽市 清水上遺跡 墳墓、集落跡 古墳時代、奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2015年2月25日南教ス第284号南陽市教委。
213-216 南陽市 竈山館跡 城館跡 中世 羽前小松 新規登録：2015年4月30日南教社第75号南陽市教委。
213-217 南陽市 細田遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2015年4月30日南教社第76号南陽市教委。
213-218 南陽市 稲荷山物見跡 城館跡 中世 羽前小松 新規登録：2015年4月30日南教社第79号南陽市教委。
213-219 南陽市 阿弥陀山物見跡 城館跡 中世 羽前小松 新規登録：2015年4月30日南教社第80号南陽市教委。
213-220 南陽市 冶兵衛壇遺跡 散布地 平安時代 羽前小松 新規登録：2015年4月30日南教社第81号南陽市教委。
213-221 南陽市 西原遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2015年4月30日南教社第74号南陽市教委。
213-222 南陽市 沢見遺跡 集落跡 弥生時代、奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2015年4月30日南教社第75号南陽市教委。
213-223 南陽市 町河原遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2015年4月30日南教社第76号南陽市教委。
213-224 南陽市 漆房遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2016年3月28日南教社第609号南陽市教委。
213-225 南陽市 平野山田遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2016年3月28日南教社第610号南陽市教委。
213-226 南陽市 金山楯山館跡 城館跡 中世 羽前小松 新規登録：2016年3月28日南教社第611号南陽市教委。
213-227 南陽市 天ヶ澤館跡 城館跡 中世 羽前中山 新規登録：2016年3月28日南教社第612号南陽市教委。
213-228 南陽市 七瑳古山物見跡 城館跡 中世 羽前中山 新規登録：2016年3月28日南教社第613号南陽市教委。
213-229 南陽市 田中館跡 城館跡 中世 羽前中山 新規登録：2016年3月28日南教社第614号南陽市教委。
213-230 南陽市 立石館跡 城館跡 中世 羽前中山 新規登録：2016年3月28日南教社第615号南陽市教委。
213-231 南陽市 石切山城跡 城館跡 中世 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第616号南陽市教委。
213-232 南陽市 明神前遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第617号南陽市教委。
213-233 南陽市 砂田遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第618号南陽市教委。
213-234 南陽市 上野山古墳群大沢山支群 散布地・古墳 奈良時代 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第619号南陽市教委。
213-235 南陽市 上野山古墳群長峰山支群 散布地・古墳 奈良時代 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第620号南陽市教委。
213-236 南陽市 松沢山横穴 横穴墓 奈良時代 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第621号南陽市教委。
213-237 南陽市 柳町遺跡 集落跡 中世 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第622号南陽市教委。
213-238 南陽市 十分一山古墳群 古墳 古墳・奈良 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第623号南陽市教委。
213-239 南陽市 西高堰古墳 古墳 古墳・中世 赤湯 新規登録：2016年3月28日南教社第624号南陽市教委。
213-240 南陽市 打越遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松 新規登録：2016年3月28日南教社第625号南陽市教委。
213-241 南陽市 砂子田遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2016年5月27日南教社第174号南陽市教委。
213-242 南陽市 樋ノ口遺跡 散布地 奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2016年9月8日南教社第292号南陽市教委。
213-243 南陽市 北ノ沢山遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-244 南陽市 芹ヶ窪遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-245 南陽市 山居沢山Ｄ遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-246 南陽市 山居沢山Ｅ遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-247 南陽市 東唐越館跡 城館跡 中世 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
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213-248 南陽市 斎藤館跡 城館跡 中世 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-249 南陽市 爼柳館跡 城館跡 中世 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-250 南陽市 馬場遺跡 馬場跡 中世 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-251 南陽市 久根崎遺跡 集落跡 縄文時代（中期） 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-252 南陽市 桜田遺跡 集落跡 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-253 南陽市 木之実小屋遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-254 南陽市 東弁天遺跡 散布地 縄文時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-255 南陽市 西田中遺跡 散布地 縄文時代（中期） 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-256 南陽市 猫子前遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-257 南陽市 南須刈田遺跡 散布地 縄文時代 長井 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-258 南陽市 七拾苅遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-259 南陽市 二本木遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-260 南陽市 酒町遺跡 散布地 縄文時代（中期） 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-261 南陽市 片岸遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-262 南陽市 井島遺跡 散布地 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-263 南陽市 山田遺跡 散布地 平安時代、中世 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-264 南陽市 円行寺遺跡 散布地 中世 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-265 南陽市 白山田遺跡 散布地 平安時代 羽前小松 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-266 南陽市 寺田遺跡 散布地 古墳時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-267 南陽市 西原東遺跡 集落跡 奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-268 南陽市 前畑遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-269 南陽市 西畑遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-270 南陽市 富塚遺跡 散布地 古墳時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-271 南陽市 上河原遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-272 南陽市 十分一前遺跡 散布地 縄文時代、奈良・平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-273 南陽市 稲荷遺跡 散布地 平安時代 赤湯 新規登録：2017年2月17日南教社第470号南陽市教委。
213-274 南陽市 東高堰一遺跡 散布地 平安時代 羽前小松 新規登録：2019年2月18日南教社第571号南陽市教委。
213-275 南陽市 西屋敷一遺跡 散布地 縄文時代 羽前小松 新規登録：2019年2月18日南教社第572号南陽市教委。
213-276 南陽市 北の沢館跡 城館跡 中世 羽前中山 新規登録：2019年2月18日南教社第573号南陽市教委。
213-277 南陽市 川樋北沢遺跡 散布地 縄文時代 羽前中山 新規登録：2019年2月18日南教社第574号南陽市教委。
213-278 南陽市 経塚山南古墳群 古墳 古墳時代 羽前小松 新規登録：2019年2月18日南教社第575号南陽市教委。
213-279 南陽市 鷹戸山館跡 中世 城館跡 羽前中山 新規登録：2020年3月16日南教社第589号南陽市教委。
213-280 南陽市 鷹戸山東館跡 中世 城館跡 羽前中山 新規登録：2020年3月16日南教社第590号南陽市教委。
213-281 南陽市 日影小館跡 中世 城館跡 羽前中山 新規登録：2020年3月16日南教社第591号南陽市教委。
213-282 南陽市 北日影館跡 中世 城館跡 羽前中山 新規登録：2020年3月16日南教社第592号南陽市教委。
213-283 南陽市 塚原遺跡 集落跡 奈良・平安時代 羽前小松 新規登録：2022年12月27日文活第1013号山形県。
213-284 南陽市 武道作山館跡 城館跡 中世 赤湯 新規登録：2023年4月24日南教社第88号南陽市教委。
213-285 南陽市 池黒館山館跡 城館跡 中世 赤湯 新規登録：2023年4月27日南教社第95号南陽市教委。
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