
 201　山形市

遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
201-001 山形市 双葉町遺跡 集落跡 縄文時代、古墳時代 山形南部
201-002 山形市 一本木Ａ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月

201-003 山形市 山形城三の丸跡 城館跡 中世、近世
山形北部・
山形南部

「中城報2」_Ｐ23。範囲修正：「分布報(40)」。「埋文セ142集」2005年3月、「埋
文セ190集」2010年3月、「埋文セ202集」2012年3月、「埋文セ206集」2013年
3月、「埋文セ214集」2014年3月。

201-004 山形市 境田Ｃ’遺跡 集落跡
縄文時代(晩期)～奈
良・平安時代

山形北部 新規登録：「分布報(9)」1982年3月。「県教委76集」1984年3月。

201-005 山形市 間所免古墳 古墳 古墳時代 山形北部
201-006 山形市 高崎山遺跡 祭祀跡 平安時代 山形南部 （上ノ山）
201-007 山形市 風間Ｂ古墳 古墳 古墳時代 山形北部
201-008 山形市 花川遺跡 集落跡 弥生時代、古墳時代 山形南部

201-009 山形市 山形城跡(三の丸跡) 城館跡 中世、近世 山形南部
国史跡1986年、追加指定分1987年。「中城報2」_Ｐ23。「埋文セ142集」2005
年3月。、「埋文セ190集」2010年3月、「埋文セ202集」2012年3月、「埋文セ
206集」2013年3月、「埋文セ214集」2014年3月。

201-010 山形市 西ノ沢遺跡 集落跡 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-011 山形市 青柳楯跡 城館跡 中世 山形北部
201-012 山形市 村木沢館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ26
201-013 山形市 金谷館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ51
201-014 山形市 楯山楯跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_表Ｐ230
201-015 山形市 鳴沢川遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-016 山形市 不動岩陰遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
201-017 山形市 境谷沢遺跡 散布地 平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-018 山形市 谷地前遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-019 山形市 北柳２遺跡 遺物包蔵地 縄文時代、弥生時代 山形北部 新規登録：「分布報(23)」1996年3月。「埋文セ48集」1997年3月。
201-020 山形市 谷柏古墳群 古墳 古墳時代(後期) 山形南部 県史跡1956年9月28日
201-021 山形市 谷柏館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ33

201-022 山形市 境田Ｄ遺跡 集落跡
縄文時代(晩期)、弥
生時代、平安時代、

山形北部
新規登録：「分布報(9)」1982年3月。「県教委76集」1984年3月、「県教委105
集」1986年3月。

201-023 山形市 風間館跡 城館跡 中世 山寺 「中城報2」_Ｐ41

201-024 山形市 北柳１遺跡 集落跡
縄文時代～古墳時
代

山形北部
新規登録：「分布報(23)」1996年3月。「埋文セ48集」1997年3月、「埋文セ76
集」2000年3月。

201-025 山形市 寺西遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-026 山形市 下柳Ｃ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-027 山形市 ひどろＢ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-028 山形市 高崎遺跡 集落跡 奈良時代 山形南部
201-029 山形市 羽黒原遺跡 散布地 縄文時代 山形南部 新規登録：「分布報(12)」1985年3月
201-030 山形市 泉出城跡 城館跡 中世 山形南部 「中城報2」_Ｐ36
201-031 山形市 ひどろＡ遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月

201-032 山形市 下柳Ａ遺跡 集落跡
弥生時代、古墳時代
(中期)

山形北部 範囲修正：「分布報(21)」1994年3月。「埋文セ38集」1996年3月。

201-033 山形市 境田Ａ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-034 山形市 中里館跡 城館跡 中世 山寺 「中城報2」_Ｐ46
201-035 山形市 長表熊野塚 塚 中世、近世 山形北部 新規登録：「分布報(19)」1992年3月。
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
201-036 山形市 飯ノ森遺跡 散布地 縄文時代 山形南部 新規登録：「分布報(12)」1985年3月
201-037 山形市 長表遺跡 散布地 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(19)」1992年3月。「埋文セ87集」2001年3月。
201-038 山形市 片谷地遺跡 集落跡 平安時代 山形南部
201-039 山形市 長表大日塚 塚 中世、近世 山形北部 新規登録：「分布報(19)」1992年3月。
201-040 山形市 古峯山経塚 経塚 平安時代 山形南部
201-041 山形市 百々山遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山形南部
201-042 山形市 下柳Ｂ墳墓 墳墓 古墳時代、中世 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-043 山形市 尺ノ上遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-044 山形市 西ノ神遺跡 遺物包蔵地 弥生時代 山形北部
201-045 山形市 白山堂前古墳 古墳 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-046 山形市 滑川Ｄ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-047 山形市 今塚楯跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ50。「埋文セ7集」1994年3月。
201-048 山形市 門伝館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ29
201-049 山形市 八ツ口遺跡 散布地 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
201-050 山形市 オガグラ山楯跡 城館跡 中世 白鷹山 「中城報2」_Ｐ54
201-051 山形市 上敷免遺跡 集落跡 平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(32)」2006年3月。「埋文セ159集」2007年3月。
201-052 山形市 八幡田遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
201-053 山形市 一ノ坪遺跡 集落跡 平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ78集」2000年3月。
201-054 山形市 渋江遺跡 遺物包蔵地 奈良・平安時代 山形北部 「埋文セ106集」2002年3月、「埋文セ124集」2004年3月。
201-055 山形市 渋江館跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ48
201-056 山形市 漆山遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部
201-057 山形市 行才１遺跡 散布地 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(19)」1992年3月
201-058 山形市 中野的場遺跡 集落跡 平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
201-059 山形市 漆坊遺跡 散布地 平安時代 山形南部
201-060 山形市 山寺 社寺跡 平安時代、中世、近世 山寺
201-061 山形市 柴崎古墳群 古墳 古墳時代 山形北部
201-062 山形市 今塚遺跡 集落跡 古墳時代、平安時代 山形北部 「埋文セ7集」1994年3月。
201-063 山形市 千手院遺跡 集落跡 縄文時代 山寺 範囲修正：「分布報(35)」2009年3月

201-064 山形市 横手区遺跡 集落跡
縄文時代、古墳時
代、中世

山形南部

201-065 山形市 向河原遺跡 散布地 平安時代 山形北部
新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ107集」2002年3月、「埋文セ
111集」2003年3月、「埋文セ141集」2005年3月。

201-066 山形市 梅ノ木遺跡 集落跡 平安時代 山形北部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ78集」2000年3月。
201-067 山形市 南志田遺跡 集落跡 平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(30)」2004年3月
201-068 山形市 漆山館跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ42
201-069 山形市 北道上Ａ遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部
201-070 山形市 同心屋敷跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ50
201-071 山形市 筏山遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 山形南部
201-072 山形市 成沢城跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ34
201-073 山形市 萩の庫遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-074 山形市 井森塚遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部 範囲修正：「分布報(40)」2014年3月
201-075 山形市 風穴洞穴 洞穴 縄文時代～近世 山形南部
201-076 山形市 衛守塚２号墳 古墳 古墳時代 山形北部
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
201-077 山形市 河原田遺跡 集落跡 弥生時代、平安時代 山形北部
201-078 山形市 衛守塚古墳群 古墳 古墳時代 山形北部
201-079 山形市 伊達城跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ42
201-080 山形市 春日堂遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
201-081 山形市 衛守塚４号墳 古墳 奈良・平安時代 山形北部
201-082 山形市 熊の前遺跡 集落跡 縄文時代、奈良時代 山形南部 「県教委16集」1979年3月。

201-083 山形市 中地蔵遺跡 散布地
縄文時代、奈良・平
安時代

山寺 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ77集」2000年3月。

201-084 山形市 馬洗場Ｂ遺跡 散布地 平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(18)」1991年3月。「埋文セ123集」2004年3月。
201-085 山形市 北道上Ｂ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
201-086 山形市 大森Ａ遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
201-087 山形市 去手呂古墳群 古墳 古墳時代 山形北部 範囲修正：「分布報(33)」2007年3月
201-088 山形市 風路野遺跡 散布地 縄文時代 山形南部 新規登録：「分布報(12)」1985年3月
201-089 山形市 地蔵堂遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
201-090 山形市 六壇遺跡 集落跡 中世 山形南部
201-091 山形市 天神山遺跡 山岳祭祀跡 古墳時代 山形南部
201-092 山形市 新井田遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-093 山形市 樋渡遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山形南部 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ96集」2002年3月。
201-094 山形市 三浦屋敷跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ43
201-095 山形市 所部遺跡 散布地 旧石器時代 山寺 新規登録：「分布報(31)」2005年3月

201-096 山形市 お花山古墳群 古墳
弥生時代、古墳時代
(5c末葉～7ｃ前半)

山形北部 「県教委85集」1985年3月、「県教委108集」1987年3月。

201-097 山形市 滑川Ｃ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-098 山形市 馬洗場Ａ遺跡 散布地 平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
201-099 山形市 門伝・日光山遺跡 散布地 縄文時代(中期) 山形南部
201-100 山形市 南館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ25
201-101 山形市 滑川Ｂ遺跡 散布地 平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-102 山形市 鉄砲町一丁目遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形南部 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
201-103 山形市 熊野堂窯跡 窯跡 平安時代 山形南部 （ガラミキ）
201-104 山形市 中野遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部
201-105 山形市 滝乃山遺跡 寺院跡 平安時代 山形南部
201-106 山形市 松原遺跡 遺物包蔵地 平安時代 山形南部

201-107 山形市 オサヤズ窯跡 遺物包蔵地
縄文時代(前期)、奈
良・平安時

山形南部 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ72集」2000年3月。

201-108 山形市 大森山古銭出土地 遺物包蔵地 中世 山寺
201-109 山形市 秋葉山経塚 経塚 中世 山形南部 新規登録：「分布報(24)」1997年3月
201-110 山形市 行沢館跡 城館跡 笹谷峠
201-111 山形市 天神遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-112 山形市 浜田館跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ59
201-113 山形市 長町北河原遺跡 遺物包蔵地 弥生時代 山形北部
201-114 山形市 ▼秋葉山遺跡 集落跡 奈良時代 登録抹消：「分布報(26)」2000年3月
201-115 山形市 神尾Ｂ遺跡 散布地 平安時代 山形南部
201-116 山形市 上平遺跡 集落跡 縄文時代 白鷹山
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201-117 山形市 熊ノ木遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
201-118 山形市 山形大森山経塚 経塚 中世 山寺
201-119 山形市 長町遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部
201-120 山形市 八ヶ森遺跡 散布地 縄文時代(早期・前 山形南部
201-121 山形市 ▼二ツ石遺跡 散布地 旧石器時代 登録抹消：「分布報(26)」2000年3月(南山形配水場建設時に消滅)
201-122 山形市 八ヶ森南遺跡 集落跡 縄文時代(前期) 山形南部 新規登録：「分布報(28)」2002年3月
201-123 山形市 神尾A遺跡 散布地 縄文時代 山形南部

201-124 山形市 梅野木前１遺跡 集落跡
古墳時代、奈良・平
安時代

山形北部 範囲修正：「分布報(33)」2007年3月。「埋文セ160集」2007年3月。

201-125 山形市 嶋遺跡 集落跡
古墳時代、奈良・平
安時代

山形北部 国史跡1966年12月19日。範囲修正：「分布報(35)」2009年3月

201-126 山形市 戸苅田遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-127 山形市 ▼オミロク火葬墓群 墳墓 古墳時代、中世 登録抹消：「分布報(26)」2000年3月
201-128 山形市 大之越古墳 古墳 古墳時代(中期) 山形南部 新規登録：「県埋報第18集」1979年3月
201-129 山形市 三本木窯跡 集落跡、窯跡 奈良・平安時代 山形南部 「県教委59集」1982年3月。
201-130 山形市 砂田遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部
201-131 山形市 神尾遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-132 山形市 神尾Ｃ遺跡 散布地 平安時代 山形南部
201-133 山形市 西の宮遺跡 集落跡 平安時代 山形南部
201-134 山形市 神尾Ｄ遺跡 散布地 平安時代 山形南部
201-135 山形市 中野目ＩＩ遺跡 集落跡 平安時代 山形北部 範囲修正：2018年5月1日文生第1505号山形県教委。
201-136 山形市 田端稲荷塚 塚 中世、近世 山形北部 新規登録：「分布報(19)」1992年3月

201-137 山形市 中野目Ｉ遺跡 集落跡
古墳時代、奈良･平
安時代

山形北部

201-138 山形市 神尾Ｅ遺跡 散布地 縄文時代 山形南部
201-139 山形市 松山遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-140 山形市 梅野木塚跡 塚 中世、近世 山形北部 位置訂正：「分布報(40)」2014年3月

201-141 山形市 山形西高敷地内遺跡 集落跡 縄文時代、弥生時代 山形南部
「県教委17集」1979年3月、「県教委91集」1985年3月、「県教委173集」1992
年3月、「県教委192集」1993年3月。「埋文セ117集」2003年3月、「埋文セ
143集」2005年3月。

201-142 山形市 ▼石原坂Ａ遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 登録抹消：「分布報(26)」2000年3月

201-143 山形市 長者屋敷遺跡
生産遺跡、集落
跡

縄文時代(中期、後
期)、平安時代

山形南部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ147集」2005年3月。

201-144 山形市 梅野木前２遺跡 散布地
古墳時代、奈良・平
安時代

山形北部 位置訂正：「分布報(40)」2014年3月

201-145 山形市 落合館跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ27

201-146 山形市 小松原窯跡 生産遺跡 縄文時代、平安時代 山形南部
範囲修正・名称変更：「分布報(26)」2000年3月「石原坂Ｂ遺跡」の範囲修
正・名称変更。「埋文セ147集」2006年3月。

201-147 山形市 陣場遺跡 遺物包蔵地 古墳時代 山形北部
201-148 山形市 滝の山楯跡 城館跡 白鷹山 「中城報2」_Ｐ53
201-149 山形市 坂ノ上遺跡 集落跡、街道跡 縄文時代(前期)、近 山形南部 「埋文セ147集」2006年3月。
201-150 山形市 曲森山館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ52
201-151 山形市 高原古墳 古墳 古墳時代 山形北部 県史跡1955年8月1日
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
201-152 山形市 藤木遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-153 山形市 半郷遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-154 山形市 志戸田縄遺跡 遺物包蔵地 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ92集」2001年10月。
201-155 山形市 高原遺跡 集落跡 弥生時代、平安時代 山形北部

201-156 山形市 釈迦堂裏遺跡 集落跡
縄文時代(中期)、平
安時代、中世

笹谷峠 新規登録：「分布報(4)」1977年3月

201-157 山形市 小山墳墓 古墳 古墳時代 山形北部
201-158 山形市 上野遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部 範囲修正：「分布報(30)」2004年4月
201-159 山形市 上野館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ37
201-160 山形市 宮町古墳 古墳 古墳時代 山形北部
201-161 山形市 塩辛田遺跡 集落跡 奈良・平安時代、中 山形南部 「県教委33集」1981年3月。
201-162 山形市 鉄砲町三丁目遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形南部 新規登録：「分布報(32)」2006年3月
201-163 山形市 桧葉ノ木遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部
201-164 山形市 志戸田遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 山形北部
201-165 山形市 柏倉八幡遺跡 散布地 縄文時代(前・中期) 山形南部
201-166 山形市 宿遺跡 散布地 縄文時代(中期) 山形南部
201-167 山形市 若宮遺跡 集落跡 奈良･平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(29)」2003年3月

201-168 山形市 塚田遺跡 集落跡
弥生時代～奈良・平
安時代

山形北部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月

201-169 山形市 馬上台遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
201-170 山形市 蔵王温泉養鱒場遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 蔵王山
201-171 山形市 玉虫沼Ａ遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 宮宿
201-172 山形市 妙見寺Ａ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠
201-173 山形市 梅在家遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
201-174 山形市 柏倉館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ58。「県教委33集」1981年3月。
201-175 山形市 川原田遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(20)」1993年3月
201-176 山形市 滑川Ａ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-177 山形市 柏倉中丁遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 山形南部
201-178 山形市 江俣遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部

201-179 山形市 千葉屋敷遺跡 集落跡
縄文時代、古墳時
代、奈良時代

笹谷峠

201-180 山形市 妙見寺Ｂ 遺跡 集落跡 縄文時代 笹谷峠
201-181 山形市 館跡 散布地、城館跡 縄文時代(中期)、中 山形南部 「県教委33集」1981年3月。
201-182 山形市 椹沢楯ノ内跡 城館跡 中世 山形北部
201-183 山形市 大野目遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
201-184 山形市 雀打Ａ遺跡 散布地 縄文時代 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
201-185 山形市 窪遺跡 祭祀跡 縄文時代(後期) 山形南部 「県教委33集」1981年3月。
201-186 山形市 山家城跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ40
201-187 山形市 荒楯跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ43

201-188 山形市 新山Ｄ遺跡 散布地
縄文時代(晩期)、平
安時代

笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月

201-189 山形市 下反田遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 「県教委6集」1976年3月。
201-190 山形市 平清水館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ56
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
201-191 山形市 雀打Ｂ遺跡 祭祀跡 古墳時代 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
201-192 山形市 中林古墳群 古墳 古墳時代(中期) 山形南部 新規登録：「分布報(12)」1985年3月
201-193 山形市 高沢遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
201-194 山形市 下反田２遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(29)」2003年3月
201-195 山形市 高橋遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
201-196 山形市 吉原こくぞうさま古墳 古墳 古墳時代 山形南部 新規登録：「分布報(34)」2008年3月
201-197 山形市 大曽根条里跡 条里遺構 奈良・平安時代 山形北部 「県教委6集」1976年3月。
201-198 山形市 椹沢楯跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ26
201-199 山形市 十二月田Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代(中・後期) 山形南部
201-200 山形市 南八森遺跡 散布地 平安時代 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
201-201 山形市 滝の平館跡 城館跡 中世 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
201-202 山形市 十二月田Ａ遺跡 散布地 縄文時代 山形南部 「県教委33集」1981年3月。
201-203 山形市 大ヶ峯館跡 城館跡 山寺 「中城報2」_Ｐ48
201-204 山形市 上山家遺跡 墳跡 奈良時代 山形北部
201-205 山形市 高原上の原古墳 古墳 古墳時代 山形北部
201-206 山形市 吉原ＶＩ遺跡 官衙跡 奈良・平安時代 山形南部

201-207 山形市 宮町円応寺遺跡 集落跡
古墳時代、奈良・平
安時代

山形北部

201-208 山形市 下宝沢遺跡 散布地 縄文時代(後期、晩 笹谷峠
201-209 山形市 古館跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ41
201-210 山形市 永大ハウス裏遺跡 遺物包蔵地 縄文時代 山形南部
201-211 山形市 松見町遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-212 山形市 三月田遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 山形南部

201-213 山形市 坊屋敷遺跡 集落跡
縄文時代(中、後
期)、古墳時代

山形南部 「県教委33集」1981年3月。

201-214 山形市 芳沢経塚 経塚 中世 宮宿 新規登録：「分布報(6)」1979年3月
201-215 山形市 吉原Ｖ遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 山形南部
201-216 山形市 千手堂大門遺跡 散布地 奈良・平安時代 山形北部
201-217 山形市 内城跡 城館跡 平安時代 山形北部 「中城報2」_Ｐ56
201-218 山形市 鏡ヶ渕遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形南部
201-219 山形市 菅沢古墳群 古墳 古墳時代(中期) 山形南部 二号墳が県史跡1973.6.11
201-220 山形市 西根小但馬屋敷遺跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ49
201-221 山形市 新山Ｃ遺跡 散布地 平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-222 山形市 薬師町・五中グランド遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
201-223 山形市 宮町・三小遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
201-224 山形市 八丁平遺跡 散布地 縄文時代(晩期) 笹谷峠 新規登録：「分布報(30)」2004年3月

201-225 山形市 落合遺跡 集落跡
古墳時代、奈良・平
安時代

山形南部

201-226 山形市 金池遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山形南部 「県教委33集」1981年3月。

201-227 山形市 にひゃく寺遺跡 集落跡
縄文時代(早･前･中･
晩)、弥生時代(中)

山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月。「県教委92集」1985年3月。

201-228 山形市 若宮館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ44
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201-229 山形市 大清水遺跡 集落跡
縄文時代(晩期)、平
安時代

山形南部 「県教委33集」1981年3月。新規登録：「分布報(12)」1985年3月。

201-230 山形市 城北遺跡 集落跡 平安時代、中世 山形北部 新規登録：「分布報(33)」2007年3月
201-231 山形市 青田遺跡 集落跡 古墳時代、奈良時代 山形南部
201-232 山形市 若木館跡 城館跡 山形北部 「中城報2」_Ｐ28
201-233 山形市 上り亀下り亀古墳 古墳 古墳時代 山形南部
201-234 山形市 飯田遺跡 集落跡 縄文時代 山形北部
201-235 山形市 藤治屋敷跡 散布地 平安時代 山形北部 範囲修正：「分布報(26)」2000年3月。「埋文セ119集」2004年3月。
201-236 山形市 大綱遺跡 散布地 縄文時代 山寺
201-237 山形市 吉原ＩＩＩ遺跡 官衙跡 奈良・平安時代 山形南部
201-238 山形市 大森Ｂ遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
201-239 山形市 向山遺跡 散布地 縄文時代(中期) 笹谷峠 「県教委133集」1988年3月。
201-240 山形市 吉原ＩＩ遺跡 官衙跡 奈良・平安時代 山形南部
201-241 山形市 飯塚遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部
201-242 山形市 出塩遺跡 集落跡 縄文時代(後期) 宮宿
201-243 山形市 吉原Ｉ遺跡 官衙跡 奈良・平安時代 山形南部

201-244 山形市 川前２遺跡 集落跡
古墳時代、奈良･平
安時代

山形北部 新規登録：「分布報(29)」2003年3月。「埋文セ204集」2012年3月。

201-245 山形市 月山遺跡 散布地 古墳時代、平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(36)」2010年3月
201-246 山形市 飯塚館跡 城館跡 中世 山形北部 「中城報2」_Ｐ25

201-247 山形市 新山Ａ遺跡 散布地、番所跡
縄文時代、平安時
代、近世

笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月。「県教委109集」1987年3月。

201-248 山形市 松留遺跡 散布地 縄文時代(中期) 笹谷峠
201-249 山形市 大構館跡 城館跡 近世(元和６年) 山寺 「中城報2」_Ｐ49
201-250 山形市 行沢館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_表Ｐ230
201-251 山形市 南河原遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月
201-252 山形市 中道南遺跡 縄文時代、近世 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
201-253 山形市 新山Ｂ遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-254 山形市 百目鬼遺跡 集落跡 平安時代 山形南部 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ96集」2002年3月。
201-255 山形市 前明石(古墳群)遺跡 集落跡 平安時代 山形南部

201-256 山形市 休石遺跡 散布地
縄文時代(晩期)、平
安時代

笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月

201-257 山形市 関沢Ａ遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月

201-258 山形市 関沢Ｂ遺跡 散布地
縄文時代(早、晩
期)、平安時代

笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月。「県教委133集」1988年3月。

201-259 山形市 関沢Ｃ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-260 山形市 大谷沢Ｂ遺跡 散布地 縄文時代、平安時代 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-261 山形市 大谷沢Ａ遺跡 散布地 縄文時代(早晩期) 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-262 山形市 吉原IＶ遺跡 官衙跡 奈良・平安時代 山形南部
201-263 山形市 柏倉楯山楯跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ57
201-264 山形市 菅沢山本陣跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ32

201-265 山形市 山形城跡 城館跡 中世、近世
山形北部・
山形南部

国史跡1986年5月28日。「中城報2」_Ｐ21。
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201-266 山形市 宇津野原遺跡 散布地 縄文時代(中期) 笹谷峠 新規登録：「分布報(8)」1981年3月
201-267 山形市 飯塚２遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(37)」2011年3月
201-268 山形市 愛宕山遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
201-269 山形市 ▼（欠番） 登録抹消：欠番
201-270 山形市 吉原ＶＩＩ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形南部
201-271 山形市 村木沢古墳群 古墳 古墳時代 山形南部
201-272 山形市 台の上館跡 城館跡 中世 山形南部 「中城報2」_Ｐ27
201-273 山形市 寺裏遺跡 集落跡 古墳時代～平安時 山形南部 「県教委6集」1976年3月。
201-274 山形市 妙見寺Ｃ遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠
201-275 山形市 小白川向山遺跡 集落跡 平安時代 山形南部

201-276 山形市 二位田遺跡 集落跡
縄文時代～奈良・平
安時代

山形南部 「県教委6集」1976年3月。

201-277 山形市 狐山２号墳 古墳 古墳時代 山形北部
201-278 山形市 川落遺跡 集落跡 古墳時代 山形南部
201-279 山形市 岩波館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ55

201-280 山形市 本沢川遺跡 集落跡
縄文時代(中期大木
９式期)

山形南部 「県教委6集」1976年3月。

201-281 山形市 萩原遺跡 集落跡 古墳時代～平安時 山形南部 「埋文セ120集」2004年3月。
201-282 山形市 念力寺南遺跡 集落跡 縄文時代(中期) 山形南部
201-283 山形市 木戸遺跡 遺物包蔵地 縄文時代(中期後半 山形南部 新規登録：「分布報(18)」1991年3月
201-284 山形市 長谷堂城堀跡 城館跡 中世、近世 山形南部 新規登録：「分布報(36)」2010年3月
201-285 山形市 喜平田遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-286 山形市 三条ノ目遺跡 遺物包蔵地 古墳時代 山形北部 新規登録：「分布報(26)」2000年3月
201-287 山形市 大森斉当遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山寺
201-288 山形市 石コロ遺跡 散布地 山形南部 新規登録：「分布報(22)」1995年3月
201-289 山形市 木の実町遺跡 集落跡 平安時代 山形南部 新規登録：「分布報(36)」2010年3月
201-290 山形市 前田遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部

201-291 山形市 山形元屋敷遺跡 集落跡
古墳時代(前・中
期)、平安時代

山形南部 新規登録：「分布報(28)」2002年3月。「埋文セ109集」2002年3月。

201-292 山形市 城南一丁目遺跡 集落跡
縄文時代、弥生時
代、奈良・平安時代

山形南部 新規登録：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ69集」1999年3月。

201-293 山形市 谷柏Ｊ遺跡 集落跡 縄文時代、平安時代 山形南部 範囲修正：「分布報(25)」1998年3月。「埋文セ95集」2002年3月。
201-294 山形市 長苗代条里遺跡 条里遺構 奈良時代 山形南部
201-295 山形市 沢田遺跡 集落跡 弥生時代～平安時 山形南部
201-296 山形市 谷柏遺跡 集落跡 古墳時代～平安時 山形南部
201-297 山形市 上谷柏遺跡 集落跡 平安時代 山形南部 新規登録：「分布報(30)」2004年3月
201-298 山形市 薬師様古墳 古墳 古墳時代(後期) 山形南部
201-299 山形市 成沢西遺跡 集落跡 平安時代 山形南部

201-300 山形市 中野城跡 城館跡 山形北部
「中城報2」_Ｐ45
範囲修正：2019年10月1日文生第1040号山形県教委。

201-301 山形市 長谷堂城跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ30
201-302 山形市 局屋敷跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ51
201-303 山形市 服部遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 「埋文セ119集」2004年3月。
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遺跡番号 市町村 遺跡名 種別 時代 地図名 摘要
201-304 山形市 石田前Ｙ遺跡 散布地 弥生時代 山形南部
201-305 山形市 中桜田遺跡 集落跡 縄文時代 山形南部
201-306 山形市 七浦古墳群 古墳 古墳時代 山形北部
201-307 山形市 飯田館跡 城館跡 山形南部 「中城報2」_Ｐ39
201-308 山形市 馬形遺跡 集落跡 縄文時代 山寺
201-309 山形市 三宝岡遺跡 祭祀跡 奈良・平安時代 山寺
201-310 山形市 仁田ノ沢経塚 経塚 中世 山形南部
201-311 山形市 金沢遺跡 集落跡 平安時代 山形南部 新規登録：「分布報(28)」2002年3月
201-312 山形市 七浦遺跡 集落跡 弥生時代、古墳時代 山形北部

201-313 山形市 漆山長表遺跡 集落跡
古墳時代、奈良・平
安時代

山形北部 新規登録：「分布報(24)」1997年3月。「埋文セ58集」1998年3月。

201-314 山形市 五日町遺跡 集落跡 奈良時代 山形南部
201-315 山形市 大明神遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月。「埋文セ118集」2003年3月。
201-316 山形市 五反遺跡 集落跡 古墳時代 山形北部
201-317 山形市 中里遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山寺
201-318 山形市 七浦一ノ坪遺跡 集落跡 弥生時代 山形北部
201-319 山形市 石田前遺跡 集落跡 古墳時代 山形南部
201-320 山形市 八森遺跡 散布地 縄文時代 笹谷峠
201-321 山形市 見崎遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部
201-322 山形市 五日町古墳 古墳 奈良時代 山形南部

201-323 山形市 北向遺跡 集落跡 奈良･平安時代 山形北部
新規登録：「分布報(29)」2003年3月。「埋文セ146集」2006年3月、「埋文セ
154集」2006年3月。範囲修正：2023年1月13日文活第1097号山形県。

201-324 山形市 境田Ｂ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月。「県教委111集」1987年3月。
201-325 山形市 一本木Ｂ遺跡 集落跡 奈良・平安時代 山形北部 新規登録：「分布報(4)」1977年3月

201-326 山形市 境田Ｃ遺跡 集落跡 平安時代 山形北部
新規登録：「分布報(4)」1977年3月。「県教委62集」1982年12月、「県教委
105集」1986年3月。

201-327 山形市 石田遺跡 遺物包蔵地 奈良・平安時代 山形南部 「埋文セ122集」2004年3月。
201-328 山形市 毘沙門遺跡 集落跡 古墳時代 山形南部
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