
 206　寒河江市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
206-001 寒河江市 松蔵楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ111
206-002 寒河江市 小泉楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_表Ｐ235

206-003 寒河江市 日和田遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 寒河江
範囲修正：2015年4月「埋蔵文化財包蔵地調査カード」(1974年)との
照合による。

206-004 寒河江市 高瀬山経塚 経塚 鎌倉時代 寒河江
206-005 寒河江市 三条遺跡 遺物包蔵地 弥生時代～平安時代 寒河江 「埋文セ93集」2001年10月。
206-006 寒河江市 谷沢遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 左沢
206-007 寒河江市 落衣長者屋敷跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ107。
206-008 寒河江市 富沢Ⅰ遺跡 散布地 縄文時代～近世 左沢 新規登録：「分布報(15)」1988年3月。「埋文セ30集」1996年3月。
206-009 寒河江市 谷沢元屋敷跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ235
206-010 寒河江市 富沢Ⅱ遺跡 散布地 縄文時代 左沢 新規登録：「分布報(15)」1988年3月。
206-011 寒河江市 躑躅山遺跡 散布地 縄文時代 左沢 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
206-012 寒河江市 西覚寺遺跡 散布地 旧石器時代 左沢 新規登録：「分布報(15)」1988年3月
206-013 寒河江市 中郷本屋敷跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ235
206-014 寒河江市 高瀬山楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ107
206-015 寒河江市 うぐいす沢遺跡 遺物包蔵地 縄文時代(中期) 左沢 「県教委41集」1981年3月、「県教委60集」1982年2月。
206-016 寒河江市 小屋館山跡 城館跡 中世 左沢
206-017 寒河江市 高瀬山古墳 古墳 古墳時代 寒河江 「県教委158集」1990年3月、「県教委179集」1992年3月。
206-018 寒河江市 柳沢楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-019 寒河江市 富山２遺跡 集落跡 奈良・平安時代 左沢 新規登録：「分布報(23)」1996年3月。「埋文セ41集」1996年9月。
206-020 寒河江市 新田楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ106
206-021 寒河江市 石持原遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 寒河江
206-022 寒河江市 富山遺跡 集落跡 旧石器時代(前期) 左沢 新規登録：「分布報(17)」1990年3月。「埋文セ51集」1998年2月。

206-023 寒河江市 高瀬山遺跡 集落跡 縄文時代(中期)、平安時代 寒河江

範囲修正：「分布報(29)」2003年3月、「県教委158集」1990年3月、
「県教委179集」1992年3月。「埋文セ80集」2000年10月、「埋文セ94
集」2001年10月、「埋文セ121集」2004年3月、「埋文セ145集」2005
年3月、「埋文セ167集」2008年3月、「埋文セ200集」2012年3月。

206-024 寒河江市 川口原遺跡 散布地 縄文時代 左沢 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
206-025 寒河江市 陣ヶ峰要害跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-026 寒河江市 田沢要害楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ112
206-027 寒河江市 日和田楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ109
206-028 寒河江市 上の寺遺跡 寺院跡 中世 寒河江 新規登録：「分布報(32)」2006年3月。「埋文セ183集」2010年3月。

206-029 寒河江市 平野山古窯跡群
遺物包蔵地(縄文)、
窯跡(奈良・平安)

縄文時代(前～後期)、奈
良・平安時代

左沢 「県教委178集」1992年3月。「埋文セ52集」1998年2月。

206-030 寒河江市 肥前楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ112
206-031 寒河江市 白岩八幡楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ116
206-032 寒河江市 白岩出城跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-033 寒河江市 ゴロビツ楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ110
206-034 寒河江市 松川楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-035 寒河江市 白岩上楯山跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ115
206-036 寒河江市 陣ヶ峰楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ113
206-037 寒河江市 尾山楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ109
206-038 寒河江市 箕輪上屋敷跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_表Ｐ235
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
206-039 寒河江市 白岩稲荷山楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ114

206-040 寒河江市 長岡山楯跡 城館跡 中世 寒河江

「中城報2」_Ｐ105
範囲修正：2018年12月26日文生第1320号山形県教委。
長岡山山体・寒河江八幡宮の二地点。
遺跡範囲内に旧石器時代とされる石核出土地点が所在。

206-041 寒河江市 柴橋窯跡 窯跡 平安時代 寒河江

206-042 寒河江市 高松II遺跡
遺物包蔵地(縄文)、
集落跡(平安、中世)

縄文時代、平安時代、中世 左沢 新規登録：「分布報(17)」1990年3月。「埋文セ61集」1998年3月。

206-043 寒河江市 白岩新楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-044 寒河江市 白岩大沢楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-045 寒河江市 向原遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 左沢
206-046 寒河江市 高松I遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 寒河江 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
206-047 寒河江市 宮内楯跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ117
206-048 寒河江市 箕輪遺跡 集落跡 平安時代 寒河江 新規登録：「分布報(28)」2002年3月
206-049 寒河江市 中郷堀の内跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_Ｐ108
206-050 寒河江市 箕輪下屋敷跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_表Ｐ235
206-051 寒河江市 平塩楢沢山遺跡 集落跡 縄文時代、奈良・平安時代 寒河江 新規登録：「分布報(31)」2005年3月
206-052 寒河江市 留場的場跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ236
206-053 寒河江市 柴橋遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 左沢

206-054 寒河江市 木ノ沢楯跡 集落跡、城館跡 奈良・平安時代、中世 左沢
新規登録：「分布報(23)」1996年3月。「中城報2」_Ｐ119。「埋文セ62
集」1999年3月。

206-055 寒河江市 中郷中屋敷跡 城館跡 中世 左沢 「中城報2」_表Ｐ235
206-056 寒河江市 柴橋楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_表Ｐ235
206-057 寒河江市 寒河江城跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ105
206-058 寒河江市 留場楯跡 城館跡 中世 海味 「中城報2」_Ｐ117
206-059 寒河江市 高松III遺跡 集落跡 縄文時代、奈良・平安時代 左沢 新規登録：「分布報(17)」1990年3月。「埋文セ61集」1998年3月。
206-060 寒河江市 山岸遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 寒河江 位置訂正：2018年12月26日文生第1320号山形県教委。
206-061 寒河江市 日田城の内跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ119
206-062 寒河江市 田代水上遺跡 集落跡 縄文時代 海味 新規登録：「分布報(22)」1995年3月
206-063 寒河江市 落衣長者屋敷遺跡 遺物包蔵地 奈良・平安時代、中世 寒河江 「埋文セ79集」2001年3月。
206-064 寒河江市 楢沢山遺跡 散布地 縄文時代 寒河江 新規登録：「分布報(11)」1984年3月
206-065 寒河江市 平塩経塚 経塚 中世 左沢

206-066 寒河江市 ▼石田Ｂ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 寒河江
登録抹消：石田A遺跡と統合、2016年11月16日生学第1263号寒河
江市教委。

206-067 寒河江市 東海林楯跡 城館跡 中世 海味 「中城報2」_Ｐ118

206-068 寒河江市 ▼石田Ａ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代、弥生時代 寒河江
登録抹消：石田B遺跡と統合、2016年11月16日生学第1263号寒河
江市教委。

206-069 寒河江市 五百刈遺跡 散布地 縄文時代 左沢 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
206-070 寒河江市 高松楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_表Ｐ235
206-071 寒河江市 本楯館跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ106
206-072 寒河江市 高屋楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_表Ｐ235
206-073 寒河江市 山崎楯跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ108
206-074 寒河江市 田代楯跡 城館跡 中世 谷地 「中城報2」_表Ｐ236
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 206　寒河江市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
206-075 寒河江市 日山楯跡 城館跡 中世 海味 「中城報2」_表Ｐ236
206-076 寒河江市 田代行沢遺跡 散布地 縄文時代 海味 新規登録：「分布報(38)」2012年3月

206-077 寒河江市 米沢遺跡 集落跡、墓 中世 寒河江
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2012年8月24日生学第446号
寒河江市教委。

206-078 寒河江市 慈恩寺蓮池遺跡 寺社跡、他遺跡 中世、近世 寒河江
新規登録：「分布報(40)」2014年3月、2013年10月30日生学第663号
寒河江市教委。

206-079 寒河江市 平塩熊野神社境内地経塚 経塚
平安時代、中世、近世、ほ
か

左沢
新規登録：2015年4月3日生学第34号寒河江市教委。
名称変更：2017年2月21日生学第1327号寒河江市教委「平塩積石
遺跡」の名称変更。

206-080 寒河江市 柴橋陣屋跡 近世陣屋跡 近世 寒河江 新規登録：2016年2月18日生学第772号寒河江市教委。

206-081 寒河江市 石田遺跡 遺物包蔵地
縄文時代（晩期）～奈良・
平安時代

寒河江
範囲修正：石田Ａ、石田Ｂ遺跡を統合、併せて範囲修正、2016年11
月16日生学第1263号寒河江市教委。

206-082 寒河江市 慈恩寺遺跡 社寺跡 古代～近世 寒河江 新規登録：2017年1月30日生学第1313号寒河江市教委。
206-083 寒河江市 慈恩寺遺跡八面大荒神社 社寺跡 近世 左沢 新規登録：2017年1月30日生学第1313号寒河江市教委。
206-084 寒河江市 慈恩寺遺跡山業地区 社寺跡 近世 海味 新規登録：2017年1月30日生学第1313号寒河江市教委。
206-085 寒河江市 長岡山窯跡 窯跡 奈良・平安時代 寒河江 新規登録：2018年12月12日生学第1220号寒河江市教委。

206-086 寒河江市 白岩経塚 経塚 近世 左沢
新規登録：2018年12月12日生学第1221号寒河江市教委。
一字一石経塚

206-087 寒河江市 幸生古屋敷遺跡 集落跡 縄文 海味 新規登録：2019年12月19日生学第1208号寒河江市教委。
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