
 210　天童市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
210-001 天童市 二子沢古窯跡群 窯跡 平安時代 天童
210-002 天童市 若松後山墳墓 墳墓 中世 天童 (遠藤塚)
210-003 天童市 光戒壇遺跡 集落跡 平安時代 天童
210-004 天童市 山居墳墓群 墳墓 中世 天童
210-005 天童市 庄前３遺跡 散布地 平安時代 天童 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
210-006 天童市 庄前４遺跡 遺物包蔵地 平安時代 天童 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
210-007 天童市 願正壇遺跡 集落跡 縄文時代～平安時代 寒河江 「県教委81集」1984年3月。
210-008 天童市 小山家城跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ71
210-009 天童市 日枝神社跡 神社跡 中世 山寺
210-010 天童市 岡屋敷遺跡 集落跡 平安時代～近世 山形北部
210-011 天童市 小矢野目遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
210-012 天童市 南原遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 山寺 新規登録：「分布報(11)」1984年3月
210-013 天童市 松葉遺跡 集落跡 平安時代、近世 山形北部
210-014 天童市 影沢北遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
210-015 天童市 礼井戸条里遺構 条里遺構 平安時代、中世 山形北部
210-016 天童市 柏木遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
210-017 天童市 塚田遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-018 天童市 高木館跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ68
210-019 天童市 桜段遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
210-020 天童市 高擶南浦遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山形北部
210-021 天童市 誓願寺護念経碑 納経遺構 近世 寒河江
210-022 天童市 蔵増城跡 城館跡 中世、近世 寒河江 「中城報2」_Ｐ72
210-023 天童市 かくまくぼ遺跡 集落跡 縄文時代 天童

210-024 天童市 押切遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
範囲修正・名称変更：「分布報(20)」1993年3月「1989年登録の古井
戸遺跡」を併合。「埋文セ13集」1994年3月。

210-025 天童市 薬師寺跡 寺院跡 近世 山形北部
210-026 天童市 十二木遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
210-027 天童市 北畑遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
210-028 天童市 滝本遺跡 集落跡 平安時代～近世 天童 新規登録：「分布報(11)」1984年3月
210-029 天童市 蔵増北Ａ遺跡 集落跡 中世 寒河江
210-030 天童市 田呑墳墓 墳墓 中世 天童
210-031 天童市 田呑遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-032 天童市 原崎古窯跡群 窯跡 平安時代 天童
210-033 天童市 高擶城跡 城館跡 中世、近世 山形北部 「中城報2」_Ｐ77
210-034 天童市 高木石田遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 寒河江
210-035 天童市 高木原口遺跡 集落跡 古墳時代、平安時代 寒河江
210-036 天童市 天童織田館 城館跡 近世 寒河江 「中城報2」_Ｐ74(織田館)
210-037 天童市 高木石田墳墓 墳墓 中世 寒河江
210-038 天童市 経塚山遺跡 納経遺構 中世 天童
210-039 天童市 入水遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
210-040 天童市 石橋遺跡 集落跡 平安時代 天童 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
210-041 天童市 金谷遺跡 製鉄跡 縄文時代、中世 寒河江
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
210-042 天童市 伊達城跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ78
210-043 天童市 安楽寺旧地跡 寺院跡 中世、近世 山寺
210-044 天童市 石仏寺廃寺跡 寺院跡 平安時代、中世 山形北部
210-045 天童市 伊達城遺跡 集落跡 縄文時代 山形北部
210-046 天童市 石転山遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
210-047 天童市 八反記田遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
210-048 天童市 奈良沢東遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-049 天童市 荒谷原古代刀出土地 出土地 古墳時代 山寺
210-050 天童市 宮田遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
210-051 天童市 小原遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-052 天童市 伝覚平遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
210-053 天童市 小原焼陶器窯跡 窯跡 近代 天童
210-054 天童市 三千段遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山形北部
210-055 天童市 渡戸遺跡 集落跡 縄文時代 天童 「埋文セ35集」1996年3月。
210-056 天童市 瀬戸山古窯跡 窯跡 平安時代 天童 新規登録：「分布報(23)」1996年3月「悠然坊遺跡」で登録か？
210-057 天童市 鍬ノ町遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-058 天童市 川原子土壇群 土壇 中世 天童
210-059 天童市 永源寺跡 寺院跡 中世 山形北部 「埋文セ86集」2001年3月。
210-060 天童市 高木古銭出土地 古銭出土地 中世 寒河江
210-061 天童市 浅岡館跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ71
210-062 天童市 高擶西浦遺跡 集落跡 縄文時代 山形北部
210-063 天童市 矢口遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
210-064 天童市 清池金石壇Ａ 土壇 中世 山形北部
210-065 天童市 清池金石壇Ｂ 墳墓 中世 山形北部
210-066 天童市 光明寺跡 寺院跡 近世 天童
210-067 天童市 清池遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
210-068 天童市 鳥居原土壇 土壇 中世、近世 山寺
210-069 天童市 石倉生蓮庵正観世音塔 納経遺構 近世 山寺
210-070 天童市 今町経壇 納経遺構 近世 寒河江
210-071 天童市 乱川橋東一字一石供養塔 納経遺構 近世 天童
210-072 天童市 石倉館跡 城館跡 近世 山寺 「中城報2」_Ｐ78
210-073 天童市 成生館跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ69
210-074 天童市 中堀館跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ70
210-075 天童市 中堀遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-076 天童市 乱川Ｃ墳墓 墳墓 平安時代 天童

210-077 天童市 二階堂氏屋敷遺跡 城館跡 中世 寒河江
「中城報2」_Ｐ68。位置修正：「分布報(24)」1997年3月。「埋文セ102
集」2002年3月。

210-078 天童市 後藤原遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
210-079 天童市 村東Ａ遺跡 古銭出土地 中世 山形北部
210-080 天童市 乱川Ｂ墳墓 墳墓 平安時代 天童
210-081 天童市 鍋田遺跡 集落跡 古墳時代 寒河江
210-082 天童市 沼田遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
210-083 天童市 薬師寺旧地 寺院跡 中世、近世 山形北部
210-084 天童市 乱川一字一石経壇塔 納経遺構 近世 天童
210-085 天童市 清池清水遺跡 集落跡 古墳時代 寒河江
210-086 天童市 鍬ノ町条里遺構 条里遺構 平安時代 天童
210-087 天童市 荒井原古窯跡 窯跡 平安時代 天童
210-088 天童市 壇の前遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-089 天童市 三宝寺一字一石経壇供養塔 納経遺構 近世 寒河江
210-090 天童市 天童古城跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ75(舞鶴山城)
210-091 天童市 坪岡遺跡 集落跡 平安時代～近世 天童 新規登録：「分布報(11)」1984年3月
210-092 天童市 中原遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
210-093 天童市 下遠矢塚古墳 古墳 古墳時代 山形北部
210-094 天童市 越王山軍事用洞窟群 その他 近代 天童
210-095 天童市 杉ノ木山遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-096 天童市 長谷川遺跡 散布地 平安時代 天童 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
210-097 天童市 石打場墳墓 墳墓 平安時代 天童
210-098 天童市 塚野目Ａ遺跡 集落跡 弥生時代～平安時代 寒河江
210-099 天童市 庄前１遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 山寺 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
210-100 天童市 熊野堂前遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
210-101 天童市 上北遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-102 天童市 清池西遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
210-103 天童市 湯尻遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 天童 範囲修正：「分布報(29)」2003年3月
210-104 天童市 中袋遺跡 集落跡 奈良・平安時代 寒河江 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ97集」2002年3月。
210-105 天童市 天童高原遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-106 天童市 高擶東遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
210-107 天童市 新城山墓地跡 墓地 中世 天童
210-108 天童市 高木石鳥居跡 鳥居跡 室町 寒河江
210-109 天童市 地蔵池Ａ遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 寒河江
210-110 天童市 北目薬師寺神社一字一石塔 納経遺構 近世 天童
210-111 天童市 自性院跡 寺院跡 近世 寒河江
210-112 天童市 綿掛Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 天童
210-113 天童市 新城山遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-114 天童市 地蔵池Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
210-115 天童市 山崎Ｃ遺跡 集落跡 平安時代 天童
210-116 天童市 中里Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
210-117 天童市 御阿弥陀窯跡 窯跡 平安時代 天童
210-118 天童市 上遠矢塚古墳 古墳 古墳時代 山形北部
210-119 天童市 山元遺跡 集落跡 平安時代 天童 範囲修正：「分布報(34)」2008年3月
210-120 天童市 三条条里遺構 条里遺構 奈良・平安時代 寒河江
210-121 天童市 山崎Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-122 天童市 山崎Ｄ遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-123 天童市 焼失原遺跡 集落跡 平安時代～近世 寒河江
210-124 天童市 塚野目Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
210-125 天童市 善行寺跡 寺院跡 中世 天童
210-126 天童市 成生古銭出土地 古銭出土地 中世 寒河江
210-127 天童市 平段遺跡 集落跡 縄文時代～平安時代 山形北部
210-128 天童市 山王遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山寺 新規登録：「分布報(11)」1984年3月
210-129 天童市 慈光院跡 寺院跡 中世 天童
210-130 天童市 山崎山館跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ73
210-131 天童市 中島館跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ73
210-132 天童市 阿弥陀堂跡 堂跡 近世 天童
210-133 天童市 山崎Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-134 天童市 蔵増北Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
210-135 天童市 桜江遺跡 集落跡 古墳時代、奈良時代 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ88集」2001年3月。
210-136 天童市 高擶南遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ132集」2004年3月。
210-137 天童市 塚野目古墳群 古墳 奈良時代 寒河江
210-138 天童市 八幡山墳墓群 墳墓 中世 天童
210-139 天童市 頭無遺跡 集落跡 平安時代 寒河江
210-140 天童市 新城山館跡 城館跡 中世、近世 天童 「中城報2」_Ｐ74
210-141 天童市 小関Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 天童
210-142 天童市 綿掛Ａ遺跡 集落跡 平安時代 天童
210-143 天童市 若松寺一字一石経壇塔 納経遺構 近世 天童
210-144 天童市 諏訪神社跡 神社跡 中世 山形北部
210-145 天童市 白山堂遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-146 天童市 千刈遺跡 集落跡 平安時代 天童
210-147 天童市 大平山遺跡 堂跡 平安時代 天童
210-148 天童市 千刈条里遺構 条里遺構 平安時代 天童
210-149 天童市 五反田条里遺構 条里遺構 平安時代 寒河江
210-150 天童市 寺津城跡 城館跡 中世 寒河江 「中城報2」_Ｐ76
210-151 天童市 小関Ａ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 天童
210-152 天童市 蔵増宮田遺跡 集落跡 古墳時代 寒河江 新規登録：「分布報(35)」2009年3月。「埋文セ209集」2014年3月。
210-153 天童市 ▼小関Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 天童 登録抹消：210-151と同一遺跡のため統合
210-154 天童市 白山堂Ａ墳墓 墳墓 平安時代 天童
210-155 天童市 毘沙門寺廃寺跡 寺院跡 平安時代 天童
210-156 天童市 小関Ｃ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 天童
210-157 天童市 森遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-158 天童市 慶正寺跡 寺院跡 中世 寒河江
210-159 天童市 成生古墳群 古墳 古墳時代 寒河江
210-160 天童市 東漸寺廃寺跡 寺院跡 平安時代、中世 天童
210-161 天童市 上貫津遺跡 集落跡 縄文時代 天童 新規登録：「分布報(17)」1990年3月
210-162 天童市 毘沙門寺遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-163 天童市 貫津誓至堂一字一石塔 納経遺構 近世 天童
210-164 天童市 蔵増南一字一石経塔 納経遺構 近世 寒河江
210-165 天童市 多聞寺跡 寺院跡 近世 寒河江
210-166 天童市 藤田遺跡 集落跡 奈良時代 天童
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
210-167 天童市 芳賀古屋敷遺跡 集落跡 平安時代、中世 山形北部
210-168 天童市 八幡山古墳 古墳 奈良時代 天童
210-169 天童市 クグノ遺跡 集落跡 平安時代、中世 寒河江 新規登録：「分布報(36)」2010年3月。「埋文セ189集」2010年3月。
210-170 天童市 上荒谷土壇 土壇 中世 山寺
210-171 天童市 庄前２遺跡 散布地 平安時代 天童 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
210-172 天童市 西沼田遺跡 集落跡 古墳時代 寒河江 「県教委101集」1986年3月。
210-173 天童市 糠塚遺跡 集落跡 縄文時代 天童
210-174 天童市 荒谷原遺跡 土壇 中世、近世 天童 「県教委90集」1985年3月。
210-175 天童市 成生薬師神社一字一石経壇塔 納経遺構 近世 寒河江
210-176 天童市 願正壇遺跡 寺院跡 中世 寒河江
210-177 天童市 上荒谷遺跡 集落跡 縄文時代 山寺 「埋文セ37集」1996年3月。
210-178 天童市 西楯遺跡 集落跡 縄文時代 山形北部
210-179 天童市 楯の城跡 城館跡 中世 山寺 「中城報2」_Ｐ76
210-180 天童市 白山堂Ｂ墳墓 墳墓 平安時代 天童
210-181 天童市 的場遺跡 集落跡 平安時代 寒河江 「埋文セ126集」2004年3月。
210-182 天童市 砂子田遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 寒河江 新規登録：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ113集」2003年3月。
210-183 天童市 常安寺一字一石経壇塔 納経遺構 近世 天童
210-184 天童市 高擶東浦遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
210-185 天童市 下山口館跡 城館跡 中世 天童 「中城報2」_Ｐ70
210-186 天童市 火矢塚１号古墳 古墳 古墳時代 山形北部
210-187 天童市 南山遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
210-188 天童市 一楽壇遺跡 墳墓 中世 寒河江
210-189 天童市 火矢塚２号古墳 古墳 古墳時代 山形北部
210-190 天童市 中里Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 山形北部
210-191 天童市 杉壇(文殊塚)　 土壇 近世 天童 位置訂正：平成２７年12月10日教生第117号天童市教委。
210-192 天童市 村東Ｂ遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
210-193 天童市 長塚墳墓 墳墓 平安時代 山形北部
210-194 天童市 乱川Ａ墳墓 墳墓 平安時代 天童 位置訂正：平成２７年12月10日教生第117号天童市教委。
210-195 天童市 瓜小屋遺跡 集落跡 縄文時代 寒河江
210-196 天童市 石倉窯跡 窯跡 奈良・平安時代 山寺
210-197 天童市 高野坊遺跡 寺院跡 中世 寒河江
210-198 天童市 塔の前石塔群 墓地 中世 山寺
210-199 天童市 正法寺跡 寺院跡 中世 山寺
210-200 天童市 荒谷下遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
210-201 天童市 火矢塚遺跡 集落跡 縄文時代～平安時代 山形北部
210-202 天童市 谷地中窯跡 窯跡 平安時代 天童
210-203 天童市 正法寺遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山寺
210-204 天童市 清池藤壇 墳墓 中世 山形北部
210-205 天童市 礼井戸遺跡 集落跡 縄文時代 山形北部
210-206 天童市 板橋１遺跡 集落跡 縄文時代～中世 寒河江 新規登録：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ125集」2004年3月。
210-207 天童市 板橋２遺跡 集落跡 古墳時代～中世 寒河江 新規登録：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ125集」2004年3月。
210-208 天童市 蔵増押切遺跡 集落跡 古墳時代～中世 寒河江 新規登録：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ112集」2003年3月。
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210-209 天童市 阿部塚遺跡 集落跡 平安時代 寒河江 新規登録：「分布報(25)」1998年3月

210-210 天童市 菖蒲江１遺跡 集落跡 縄文時代～中世 山形北部
発掘調査：「埋文セ報第105集」2002年3月、「埋文セ132集」2004年
3月。新規登録：「分布報(26)」2000年3月。

210-211 天童市 菖蒲江２遺跡 集落跡 縄文時代、古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ132集」2004年3月。
210-211 天童市 菖蒲江２遺跡 集落跡 縄文時代、古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ132集」2004年3月。
210-212 天童市 本郷遺跡 集落跡 平安時代 寒河江 新規登録：2019年4月24日教生第124号天童市教委。
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