
五所川原市

遺跡番号 遺　跡　名 フ　リ　ガ　ナ 所　　　　在　　　　地 時　　　　代 種　　　　別 備　　　　考

1 長者森山遺跡 ﾁｮｳｼﾞｬﾓﾘﾔﾏｲｾｷ 大字松野木字花笠 平安､中世 城館跡

2 観音林遺跡 ｶﾝﾉﾝﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字松野木字花笠 縄文(後・晩)､平安､中世 集落跡､城館跡

3 原子溜池(1)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(前・中・後)､平安 集落跡

4 原子溜池(2)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺﾆｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(前・中・後)､平安 散布地

5 原子溜池(3)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(中) 散布地

6 原子城遺跡 ﾊﾗｺｼﾞｮｳｲｾｷ 大字原子字山元 縄文(前・中・後)､平安､中世 散布地､城館跡

7 野里遺跡 ﾉｻﾞﾄｲｾｷ 大字野里字牧ノ原、字牧原 縄文(晩)､平安､近世 散布地

8 川崎遺跡 ｶﾜｻｷｲｾｷ 大字前田野目字川崎 縄文(晩)､平安､近世 散布地

9 桜ヶ峰（１）遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾐﾈｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 縄文(草・前・中・後・晩)､弥生､平安､近世 散布地､須恵器窯跡

10 山道溜池遺跡 ﾔﾏﾐﾁﾀﾒｲｹｲｾｷ 大字原子字山元 平安 散布地､須恵器窯跡

11 砂田Ｂ遺跡 ｽﾅﾀﾞﾋﾞｰｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

12 紅葉(1)遺跡 ﾓﾐｼﾞｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字原子字紅葉 平安 集落跡､須恵器窯跡

13 砂田Ｃ遺跡 ｽﾅﾀﾞｼｰｲｾｷ 大字前田野目山　国有林142林班そ小班 平安 須恵器窯跡

14 砂田Ｄ遺跡 ｽﾅﾀﾞﾃﾞｨｰｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

15 野脇遺跡 ﾉﾜｷｲｾｷ 大字前田野目字野脇 平安 須恵器窯跡

16 砂田Ε遺跡 ｽﾅﾀﾞｲｰｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

17 鞠ノ沢窯跡 ﾏﾘﾉｻﾜｶﾏｱﾄ 大字前田野目字鞠ノ沢、字砂田 平安 須恵器窯跡

18 持子沢館 ﾓｯｺｻﾞﾜﾀﾞﾃ 大字持子沢字隠川 縄文(後)､平安､中世 散布地､城館跡

19 狼野長根遺跡 ｵｲﾉﾅｶﾞﾈｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(晩)､平安 集落跡

20 隠川(1)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(中・後)､平安 散布地､須恵器窯跡

21 持子沢Α遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜｴｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

22 持子沢Ｂ遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜﾋﾞｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

23 持子沢Ｃ遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜｼｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

24 持子沢Ｄ遺跡 ﾓｯｺｻﾞﾜﾃﾞｨｰｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

25 境山遺跡 ｻｶｲﾔﾏｲｾｷ 大字神山字境山 平安 散布地

26 鴻の巣遺跡 ｺｳﾉｽｲｾｷ 大字桜田字鴻の巣 平安 散布地

27 沢田遺跡 ｻﾜﾀﾞｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文(前・中・晩) 散布地

28 長富遺跡 ﾅｶﾞﾄﾐｲｾｷ 大字長富字鎧石 縄文(前・中) 散布地

29 金山大溜池遺跡 ｶﾈﾔﾏｵｵﾀﾒｲｹｲｾｷ 大字金山字千代鶴、字松ヶ枝 平安 散布地

30 福泉遺跡 ﾌｸｲｽﾞﾐｲｾｷ 大字飯詰字福泉 縄文(晩) 散布地

31 藤巻遺跡 ﾌｼﾞﾏｷｲｾｷ 大字唐笠柳字藤巻 縄文(後・晩) 散布地

32 十三盛遺跡 ｼﾞｭｳｻﾝﾓﾘｲｾｷ 大字長橋字広野、大字新宮字稲村 平安､近世 集落跡

33 興隆(1)遺跡 ｺｳﾘｭｳｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文 散布地

34 尾花原(1)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 縄文(中)､平安 散布地

35 不動遺跡 ﾌﾄﾞｳｲｾｷ 大字飯詰字石田 平安 散布地

36 味噌ヶ沢遺跡 ﾐｿｶﾞｻﾜｲｾｷ 大字影日沢 縄文 散布地

37 飯詰城遺跡 ｲｲﾂﾞﾒｼﾞｮｳｲｾｷ 大字飯詰字福泉 縄文､平安､中世 散布地､城館跡

38 狐野(1)遺跡 ｷﾂﾈﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字飯詰字狐野 縄文､平安 集落跡

39 原子溜池(4)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字原子字山元 縄文､平安 須恵器窯跡

40 原子溜池(5)遺跡 ﾊﾗｺﾀﾒｲｹｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字原子字紅葉 縄文(前・中・後)､平安 集落跡

41 金山館遺跡 ｶﾈﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字金山字千代鶴、字梅ヶ枝 平安､中世 城館跡

42 神山館遺跡 ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾃｲｾｷ 大字神山字鶉野 平安､中世 城館跡

43 真言館遺跡 ｼﾝｺﾞﾝﾀﾞﾃｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 平安、中世 城館跡

44 石田遺跡 ｲｼﾀﾞｲｾｷ 大字飯詰字石田 縄文､平安､中世､近世 集落跡

45 鶉野遺跡 ｳｽﾞﾗﾉｲｾｷ 大字神山字鶉野 縄文(後・晩)､平安 集落跡

46 七ツ館遺跡 ﾅﾅﾂﾀﾞﾃｲｾｷ 大字七ツ館字西流 平安､中世 散布地､城館跡

47 荒神林遺跡 ｺｳｼﾞﾝﾊﾞﾔｼｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 縄文(晩)､平安､中世 散布地､城館跡

48 興隆(2)遺跡 ｺｳﾘｭｳｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文 散布地

49 興隆(3)遺跡 ｺｳﾘｭｳｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字飯詰字沢田 縄文(前) 散布地

50 狐野(2)遺跡 ｷﾂﾈﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飯詰字狐野 平安 散布地

51 犬走(1)遺跡 ｲﾇﾊﾞｼﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字犬走 平安 散布地

52 五本松遺跡 ｺﾞﾎﾝﾏﾂｲｾｷ 大字飯詰字影日沢 平安 散布地

53 田子ノ浦遺跡 ﾀｺﾞﾉｳﾗｲｾｷ 大字豊成字田子ノ浦 平安 散布地

54 色吉遺跡 ｲﾛﾖｼｲｾｷ 大字浅井字色吉 縄文(中・晩)､平安 散布地

55 薮里遺跡 ﾔﾌﾞｻﾄｲｾｷ 大字田川字薮里 縄文(晩)､平安､近世 散布地

56 中子遺跡 ﾁｭｳｼｲｾｷ 大字松野木字中子 平安 散布地､城館跡

57 稲葉遺跡 ｲﾅﾊﾞｲｾｷ 大字稲実字稲葉 平安､近世 散布地

58 平野遺跡 ﾋﾗﾉｲｾｷ 大字梅田字平野 平安､中世 散布地

59 桜ヶ峰(2)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾐﾈｶｯｺﾆｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 縄文（前・中・後・晩）､弥生､続縄文、平安 散布地

60 桜ヶ峰(3)遺跡 ｻｸﾗｶﾞﾐﾈｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字前田野目字桜ケ峰 縄文､平安 散布地

61 犬走(2)遺跡 ｲﾇﾊﾞｼﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 大字持子沢字犬走 平安 散布地

62 隠川(2)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 大字持子沢字隠川 旧石器､縄文(早・前・中・後・晩)､平安､近世 集落跡

63 隠川(3)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(前・中・後・晩)､弥生､平安､近世 集落跡

64 隠川(4)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(早・前・中・後・晩)､弥生､平安､近世、近代 散布地

65 隠川(5)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 散布地

66 隠川(6)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文､平安 散布地

67 隠川(7)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安､近世 散布地

68 隠川(8)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文､平安 散布地

69 隠川(9)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｷｭｳｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文 散布地

70 隠川(10)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文､平安 散布地､須恵器窯跡

71 隠川(11)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｲﾁｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(早・前・中・後・晩)､弥生､古墳､平安､近世、近代 集落跡

72 隠川(12)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳﾆｲｾｷ 大字持子沢字隠川 縄文(前・中・後・晩)､弥生､平安､近世 集落跡

73 隈無(1)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早・前・中・後・晩)､弥生､続縄文、平安､近世、近代 集落跡

74 隈無(2)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾆｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早・前・中・後・晩)､平安､近世、近代 集落跡

75 隈無(3)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文､平安 散布地

76 隈無(4)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早・前・中・後・晩)､平安､近世、近代 散布地

77 隈無(5)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文 散布地

78 隈無(6)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早・前・中・後・晩)､平安､近世、近代 集落跡

79 隈無(7)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾅﾅｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文､平安 散布地､須恵器窯跡

80 隈無(8)遺跡 ｸﾏﾅｼｶｯｺﾊﾁｲｾｷ 大字羽野木沢字隈無 縄文(早・前・中・後・晩)､平安､中世､近世、近代 集落跡

81 松島遺跡 ﾏﾂｼﾏｲｾｷ 大字米田字松島 縄文､弥生､平安､中世 散布地

82 泉田遺跡 ｲｽﾞﾐﾀﾞｲｾｷ 大字金山字泉田 平安､近世 散布地

83 松代遺跡 ﾏﾂｼﾛｲｾｷ 大字俵元字松代 縄文､平安 散布地

84 宮井遺跡 ﾐﾔｲｲｾｷ 大字水野尾字宮井 縄文､平安 散布地

85 尾花原(2)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺﾆｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 平安 散布地

86 尾花原(3)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 平安 散布地

87 尾花原(4)遺跡 ｵﾊﾞﾅﾊﾗｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字下岩崎字尾花原 平安 散布地

88 広富遺跡 ﾋﾛﾄﾐｲｾｷ 大字福山字広富、大字神山字野岸、大字野里字野岸 平安 散布地

89 影日沢遺跡 ｶｹﾞﾋｻﾞﾜｲｾｷ 大字飯詰字影日沢 平安 散布地

90 実吉遺跡 ﾐﾖｼｲｾｷ 大字羽野木沢字実吉 縄文(前・中・後・晩)､平安､中世､近世 集落跡

91 犬走(3)遺跡 ｲﾇﾊﾞｼﾘｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字前田野目字犬走 平安 須恵器窯跡

92 隠川(13)遺跡 ｶｸﾚｶﾞﾜｶｯｺｼﾞｭｳｻﾝｲｾｷ 大字持子沢字隠川 平安 須恵器窯跡

93 砂田Ｆ遺跡 ｽﾅﾀﾞｴﾌｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

遺　跡　地　名　表



94 砂田Ｇ遺跡 ｽﾅﾀﾞｼﾞｰｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

95 前田野目山(1)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

96 前田野目山(2)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

97 前田野目山(3)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺｻﾝｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

98 前田野目山(4)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

99 前田野目山(5)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺｺﾞｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山 平安 須恵器窯跡

100 前田野目山(6)遺跡 ﾏｴﾀﾞﾉﾒﾔﾏｶｯｺﾛｸｲｾｷ 大字前田野目字前田野目山国有林142林班、い2小班 平安 須恵器窯跡

101 広野遺跡 ﾋﾛﾉｲｾｷ 大字高野字広野 縄文、平安 散布地､須恵器窯跡

102 紅葉(2)遺跡 ﾓﾐｼﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字原子字紅葉 平安 須恵器窯跡

103 砂田Ｈ遺跡 ｽﾅﾀﾞｴｲﾁｲｾｷ 大字前田野目字砂田 平安 須恵器窯跡

104 欠番

105 千苅(1)遺跡 ｾﾝｶﾞﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町喜良市千苅 縄文(晩)、近世 集落跡

106 相野山(1)遺跡 ｱｲﾉﾔﾏｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町芦野 旧石器 散布地

107 坂本(1)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町喜良市坂本 平安 散布地

108 阿弥陀寺遺跡 ｱﾐﾀﾞｼﾞｲｾｷ 金木町喜良市相野山 平安 散布地

109 嘉瀬(1)遺跡 ｶｾｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町嘉瀬上端山崎 縄文(前)､平安 散布地

110 鎧石(1)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文(後・晩) 散布地

111 芦野(1)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町芦野 平安 散布地

112 芦野(2)遺跡 ｱｼﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文(早・前・中・後・晩) 散布地

113 芦野旧競馬遺跡 ｱｼﾉｷｭｳｹｲﾊﾞｲｾｷ 金木町芦野 縄文(中) 散布地

114 妻の神(1)遺跡 ｻｲﾉｶﾐｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町芦野 縄文(前・中・後)､平安 集落跡

115 妻の神(2)遺跡 ｻｲﾉｶﾐｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町芦野 縄文(後) 散布地

116 若松町遺跡 ﾜｶﾏﾂﾁｮｳｲｾｷ 金木町芦野若松町 平安 散布地

117 さいの川原遺跡 ｻｲﾉｶﾜﾗｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文､平安 散布地

118 湯の川遺跡 ﾕﾉｶﾜｲｾｷ 金木町川倉七夕野 平安 散布地

119 宇田野遺跡 ｳﾀﾉｲｾｷ 金木町川倉宇田野 平安 散布地

120 川倉小学校遺跡 ｶﾜｸﾗｼｮｳｶﾞｯｺｳｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文(中・後・晩)､平安 集落跡

121 雲雀野(2)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野、中柏木鎧石 縄文(後)､弥生､平安 散布地

122 三ノ沢溜池遺跡 ﾐﾉｻﾜﾀﾒｲｹｲｾｷ 金木町中柏木不動野 縄文(後) 散布地

123 芦野運動場遺跡 ｱｼﾉｳﾝﾄﾞｳｼﾞｮｳｲｾｷ 金木町芦野 縄文(後)､平安 散布地

124 藤枝溜池南岸遺跡 ﾌｼﾞｴﾀﾞﾀﾒｲｹﾐﾅﾐｷﾞｼｲｾｷ 金木町芦野 縄文(晩)､平安 散布地

125 藤枝遺跡 ﾌｼﾞｴﾀﾞｲｾｷ 金木町藤枝東田 平安 散布地

126 神明町遺跡 ｼﾝﾒｲﾁｮｳｲｾｷ 金木町芦野 縄文(前・中・後)､弥生､平安 集落跡

127 金木遺跡 ｶﾅｷﾞｲｾｷ 金木町芦野 縄文(前・後) 散布地

128 へび沢遺跡 ﾍﾋﾞｻﾜｲｾｷ 金木町芦野 縄文(中・後) 散布地

129 林下遺跡 ﾊﾔｼｼﾀｲｾｷ 金木町川倉林下 平安 散布地

130 岩見町遺跡 ｲﾜﾐﾁｮｳｲｾｷ 金木町喜良市坂本 縄文(中・晩)、平安 散布地

131 大東ヶ丘遺跡 ﾀﾞｲﾄｳｶﾞｵｶｲｾｷ 金木町川倉七夕野 縄文､平安 散布地

132 沢部遺跡 ｻﾜﾍﾞｲｾｷ 金木町沢部（小田川土改区排水路） 平安、中世 散布地

133 坂本(2)遺跡 ｻｶﾓﾄｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町喜良市坂本 平安 散布地

134 居升村遺跡 ｲﾏｽﾑﾗｲｾｷ 金木町沢部（小田川土改区） 平安 散布地

135 金木館遺跡 ｶﾅｷﾞﾀﾞﾃｲｾｷ 金木町朝日山 平安､中世 城館跡

136 嘉瀬館遺跡 ｶｾﾀﾞﾃｲｾｷ 金木町嘉瀬萩元 平安､中世 城館跡

137 萩元遺跡 ﾊｷﾞﾓﾄｲｾｷ 金木町嘉瀬萩元 平安 散布地

138 鎧石(2)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文､平安 散布地

139 雲雀野(1)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺｲﾁｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野 縄文 散布地

140 嘉瀬(2)遺跡 ｶｾｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町嘉瀬上端山崎 縄文(前)､平安 散布地

141 雲雀野(3)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺｻﾝｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野 縄文 散布地

142 雲雀野(4)遺跡 ﾋﾊﾞﾘﾉｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 金木町嘉瀬雲雀野 平安 散布地

143 鎧石(3)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺｻﾝｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文 散布地

144 鎧石(4)遺跡 ﾖﾛｲｼｶｯｺﾖﾝｲｾｷ 金木町中柏木鎧石 縄文 散布地

145 千苅(2)遺跡 ｾﾝｶﾞﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町喜良市千苅 平安 散布地

146 大倉岳館跡 ｵｵｸﾗﾀﾞｹﾀﾃｱﾄ 金木町金木山 国有林77林班へ 平安､中世 城館跡

147 喜良市蝦夷館跡 ｷﾗｲﾁｴｿﾞﾀﾞﾃｱﾄ 金木町喜良市喜良市山 国有林38林班に2小班 平安､中世 城館跡

148 相野山(2)遺跡 ｱｲﾉﾔﾏｶｯｺﾆｲｾｷ 金木町喜良市相野山、蔵助平 縄文､平安 散布地

149 川倉遺跡 ｶﾜｸﾗｲｾｷ 金木町川倉七夕野、川倉女坂 近世 製鉄跡

150 中新山製鉄遺跡 ﾅｶｼﾝﾔﾏｾｲﾃﾂｲｾｷ 金木町川倉外ヶ沢 近世 製鉄跡

151 磯松砂山遺跡 ｲｿﾏﾂｽﾅﾔﾏｲｾｷ 磯松磯野 縄文 散布地

152 古館遺跡 ﾌﾙﾀﾞﾃｲｾｷ 磯松磯野、磯松苗代沢 平安､中世 城館跡

153 唐川(1)遺跡 ｶﾗｶﾜｶｯｺｲﾁｲｾｷ 磯松唐皮 平安 集落跡

154 ナガレ山遺跡 ﾅｶﾞﾚﾔﾏｲｾｷ 相内桂川 縄文､平安 散布地

155 磯松遺跡 ｲｿﾏﾂｲｾｷ 磯松磯野 中世､近世 散布地

156 欠番

157 笹畑遺跡 ｻｻﾊﾞﾀｹｲｾｷ 相内岩井 縄文(前・中・後)､中世 貝塚､集落跡

158 二ツ沼遺跡 ﾌﾀﾂﾇﾏｲｾｷ 相内岩井 縄文(晩)､平安、中世 集落跡

159 山王坊遺跡 ｻﾝﾉｳﾎﾞｳｲｾｷ 相内岩井 中世 社寺跡

160 唐川城跡 ｶﾗｶﾜｼﾞｮｳｱﾄ 相内岩井、相内山国有林557林班ろ2小班 縄文、平安、中世 散布地､城館跡

161 岩井大沼遺跡 ｲﾜｲｵｵﾇﾏｲｾｷ 相内岩井 縄文(後・晩) 散布地

162 赤坂遺跡 ｱｶｻｶｲｾｷ 相内赤坂 平安 集落跡

163 露草遺跡 ﾂﾕｸｻｲｾｷ 相内露草 中世 社寺跡

164 オセドウ遺跡 ｵｾﾄﾞｳｲｾｷ 相内露草 縄文(前・中・後・晩)､平安､中世 貝塚､集落跡

165 実取(1)遺跡 ﾐﾄﾘｶｯｺｲﾁｲｾｷ 相内実取 平安 集落跡

166 福島城跡 ﾌｸｼﾏｼﾞｮｳｱﾄ 相内実取 縄文(晩)､平安､中世 城館跡､集落跡

167 蛇石遺跡 ﾍﾋﾞｲｼｲｾｷ 相内実取 縄文(前・中・後)､平安 集落跡

168 中島遺跡 ﾅｶｼﾞﾏｲｾｷ 十三土佐 奈良 散布地

169 欠番

170 欠番

171 五月女萢遺跡 ｿﾄﾒﾔﾁｲｾｷ 相内 縄文(後・晩)､弥生､奈良 散布地

172 十三湊遺跡 ﾄｻﾐﾅﾄｲｾｷ 十三琴湖岳、十三古中道、十三通行道、十三深津 縄文､奈良、平安､中世､近世 港湾都市 国史跡

173 欠番

174 欠番

175 唐川(3)遺跡 ｶﾗｶﾜｶｯｺｻﾝｲｾｷ 磯松字磯野 縄文､平安 集落跡

176 唐川(2)遺跡 ｶﾗｶﾜｶｯｺﾆｲｾｷ 磯松唐川 平安 散布地

177 実取(2)遺跡 ﾐﾄﾘｶｯｺﾆｲｾｷ 相内実取 平安 集落跡

178 欠番

179 石田（２）遺跡 ｲｼﾀﾞｶｯｺﾆｲｾｷ 大字飯詰字石田 平安 集落跡


