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蔵王町遺跡地図

蔵王町教育委員会

令和 4 年 5 月 31 日現在

・赤線で記載された遺跡の範囲内と隣接地（赤線の外側約 50m以内）で開発行為を行な
う場合には、事前に文化財保護法に基づく協議・届出（または通知）が必要です。

・手続きの概要と申請様式等については、下記のホームページでご確認いただけます。
　蔵王町の歴史と文化財ホームページ「どきたんドットコム」
　https://www.dokitan.com/proce.htm（埋蔵文化財の手続き案内）

・遺跡との関わりの確認や手続きの詳細は、下記の連絡先へお問い合わせください。
　蔵王町教育委員会 生涯学習課 文化財保護係（蔵王町役場東庁舎２階）
　TEL 0224-33-2328　FAX 0224-33-3831　E-mail bunkazai@town.zao.miyagi.jp
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蔵王町内遺跡一覧表（２）

番号 遺跡名 種別 時代

05107 大久保東遺跡 散布地 古墳、奈良、平安

05108 前戸内遺跡 散布地
旧石器、縄文後、弥生中・後、古墳中、
奈良、平安、中世、近世

05109 鹿野遺跡 散布地 古代

05110 後原遺跡 散布地 縄文、古墳、奈良、平安

05111 原遺跡 散布地 古代

05112 六角遺跡 散布地
縄文早、弥生中・後、古墳前・後、
奈良、平安、中世、近世

05114 鍛冶屋敷遺跡 散布地 縄文中～晩、古代、近世

05116 一本木遺跡 散布地 縄文中・後

05117 椚林遺跡 散布地 古代

05118 青竹遺跡 散布地 縄文後、弥生後、平安、中世、近世

05119 願行寺遺跡 散布地・寺院
縄文早・中・後、弥生中、古墳、
中世

05120 後安寺遺跡 散布地 古代

05121 若神子山遺跡 散布地 縄文後

05122 足の又遺跡 散布地 縄文晩

05123 称宜ノ沢遺跡 散布地 縄文後

05124 諏訪舘跡 城館 中世

05125 四方坂館跡 城館 中世

05126 小原遺跡 散布地 縄文晩、平安

05128 下原遺跡 散布地 縄文中

05129 七日原遺跡 散布地 縄文前

05131 上原遺跡 散布地 縄文後

05133 妙見遺跡 散布地 縄文晩

05134 淡島山遺跡 散布地 縄文後、古代

05135 立石遺跡 散布地 縄文後

05136 八卦遺跡 散布地 縄文後

05137 市ノ沢遺跡 散布地 弥生、古代

05138 岩蔵寺遺跡 散布地 縄文晩、古代

05139 小野入遺跡 散布地 縄文早・中～晩、古代

05141 西脇古墳 円墳 古墳

05142 清上遺跡 散布地 古代

05143 上葉の木沢遺跡 散布地 古代

05144 中葉の木沢遺跡 散布地 縄文、弥生、古代

05145 円田入Ｃ遺跡 散布地 縄文

05146 円田入Ｂ遺跡 散布地 縄文早・中

05148 根無藤遺跡 散布地 縄文早・晩、古代

05149 入山遺跡 散布地 縄文前、弥生、古代

05150 官林遺跡 散布地 縄文早

05151 手代木Ｂ遺跡 散布地 縄文早・後、古代

05152 土橋遺跡 散布地 縄文後、弥生

05153 上曲木Ｃ遺跡 散布地 縄文早・中

05154 上曲木Ｅ遺跡 散布地 縄文前・中

05155 曲木畑遺跡 散布地 縄文

05156 上曲木Ｄ遺跡 散布地 縄文前・中

05157 上曲木Ｂ遺跡 散布地 縄文早～中、古代

05158 高木Ｂ遺跡 散布地 縄文

05159 上曲木Ａ遺跡 散布地 縄文早、弥生、古代

05160 西浦Ｂ遺跡 集落・散布地
縄文中～晩、弥生、平安、中世、
近世

05161 寺門前遺跡 散布地 縄文中・後

05162 西浦Ｃ遺跡 散布地 縄文前～後、弥生、奈良、平安

05163 白九頭竜古墳 古墳 古墳

05164 沢北Ｂ遺跡 散布地 縄文後

05165 北原尾遺跡 散布地 縄文早

番号 遺跡名 種別 時代

05166 天王前遺跡 散布地 縄文、古代

05167 根方Ｂ遺跡 散布地 古代

05168 山崎遺跡 散布地 縄文早

05169 中野Ｂ遺跡 散布地 古代

05170 桔梗山Ｂ遺跡 散布地 縄文

05171 中沢Ｂ遺跡 散布地 弥生中、古墳、古代

05172 豊向遺跡 散布地 古墳

05173 諏訪舘横穴墓群 横穴墓 古墳

05174 諏訪舘遺跡 散布地 弥生、古墳

05175 新並遺跡 散布地 縄文中

05176 角山Ｂ遺跡 散布地 縄文

05177 角山Ａ遺跡 散布地 古代

05178 青木遺跡 散布地 平安

05179 山中遺跡 散布地 平安

05180 入青木遺跡 散布地 縄文

05183 沢入Ｂ遺跡 散布地 縄文後

05184 三本槻Ａ遺跡 散布地 縄文早

05185 遠森山遺跡 散布地 縄文晩？

05186 沢入Ｃ遺跡 散布地 縄文

05187 欠山遺跡 散布地 縄文

05188 下永野Ｂ遺跡 散布地 奈良、平安

05189 磯ケ坂遺跡 散布地 奈良、平安

05190 若神子山Ｂ遺跡 散布地 縄文前・後

05191 宮ケ内上遺跡 製鉄 近世

05192 館の山城跡 城館 中世

05193 窪田遺跡 集落・散布地
縄文、弥生後、古墳中・後、飛鳥
～平安、中世

05194 三の輪遺跡 散布地 古墳、奈良、平安

05196 西屋敷遺跡 集落 縄文、奈良、平安、中世、近世

05197 戸ノ内遺跡 集落 縄文、弥生、飛鳥～平安、中世

05198 車地蔵遺跡 散布地 古代、中世、近世

05199 三本槻Ｂ遺跡 散布地 縄文、平安

05200 稲荷林遺跡 散布地 縄文早、古墳～平安

05201 沢入Ｄ遺跡 散布地 縄文早・晩

05202 観音堂山遺跡 散布地 縄文後、平安

05203 大久保西遺跡 散布地 古墳、奈良、平安

05204 堀の内Ｂ遺跡 散布地 弥生、古墳

05205 八幡山東遺跡 散布地 弥生、古代

05206 堤遺跡 散布地 縄文、弥生、古墳、古代、中世

05207 東山Ｂ遺跡 集落・散布地 縄文早、平安

05208 願行寺廃寺跡 寺院・散布地
縄文早・中・後、弥生中、中世、
近世

05209 高山遺跡 散布地 縄文、近世

05210 沢入Ｅ遺跡 散布地 縄文前

02092 井戸遺跡 散布地 縄文前・中、古代

02429 炭の平遺跡 散布地 縄文早・前

07015 北割山遺跡 散布地 縄文、弥生

07101 傾城山遺跡 散布地 縄文

07149 古峯神社古墳 前方後円墳 古墳

07180 夕向原 1号墳 前方後円墳 古墳

07181 夕向原 2号墳 円墳 古墳

（合計 203 か所）

※本表記載の番号は宮城県遺跡登録番号で、太字下線部は蔵王町遺跡地図記載
の青色数字に対応する。

※番号の上二桁は市町村番号を表し、05：蔵王町、02：白石市、07：村田町
登録分である。白石市と村田町の登録分については、本表と遺跡地図ともに
蔵王町の行政界にまたがるもののみを記載した。

番号 遺跡名 種別 時代

05001 向上遺跡 散布地 古墳、古代

05002 上平遺跡 散布地 縄文、古代

05003 新地遺跡 散布地 古代

05004 上原田遺跡 散布地 縄文早～後、古墳、古代

05005 長峰遺跡 散布地 縄文前・中、弥生中、古代

05006 清水遺跡 散布地 縄文・弥生中

05007 天王遺跡 散布地 縄文早・中、弥生中・後、古代

05008 宋膳堂遺跡 散布地 弥生中・後、古墳、平安

05009 台遺跡 散布地・水田
弥生中、古墳中・後、平安、中世・
近世

05010 西浦遺跡 集落・散布地 縄文早～後、弥生、古代

05011 下永向山遺跡 散布地 縄文中、弥生中・後、古代

05012 愛宕山遺跡 散布地 弥生中・後、古墳前・中

05013 立目場遺跡 散布地 縄文、弥生中・後、古墳

05014 諏訪舘前遺跡 集落・散布地 縄文晩、弥生、古墳前・中、平安

05015 都遺跡 集落
縄文後、弥生中・後、古墳前～後、
飛鳥～平安、中世

05016 上野遺跡 散布地 縄文中、弥生中、平安

05017 臼ヶ久保入遺跡 散布地 縄文前・中、古代

05018 下別当遺跡 散布地 縄文中～晩

05019 日向前遺跡 散布地 縄文早・晩、古代

05020 鍛冶沢遺跡 散布地 縄文早・中～晩、弥生前・中、古代

05021 谷地遺跡 散布地 縄文中～晩

05022 鞘堂山遺跡 散布地 縄文中・後、弥生、古代

05023 湯坂山Ｂ遺跡 集落・散布地 縄文中～晩、弥生

05024 宮城館跡 城館・散布地 古墳中、中世

05026 明神裏遺跡 散布地・古墳
旧石器、縄文早・前、弥生中、古墳中、
平安

05027 西裏遺跡 散布地 縄文中、弥生中

05028 持長地遺跡 集落
旧石器、縄文前～後、弥生、古墳、
古代、中世

05030 二屋敷遺跡 集落 縄文早・中～晩、平安、中世

05031 下原田遺跡 集落 縄文前～晩、弥生後、平安

05032 天王古墳群 円墳 古墳

05033 鉾附神社古墳 円墳 古墳

05034 宋膳堂古墳 円墳 古墳

05035 中屋敷古墳 円墳 古墳

05036 八幡山古墳群 円墳・方墳 古墳

05037 花楯館跡 城館 中世

05038 塩沢北遺跡 集落
弥生中・後、古墳中・後、飛鳥、
平安

05039 東山遺跡 集落 縄文早、平安

05040 大山遺跡 集落 縄文早、弥生中、古墳前

05041 伊原沢下遺跡 集落 古墳

05042 赤鬼上遺跡 集落 弥生中・後、平安、中世

05043 屋木戸内遺跡 散布地 弥生中、古代

05044 大橋遺跡 集落 縄文後、弥生中・後、古墳前、平安

05045 中沢Ａ遺跡 散布地
縄文早、弥生中・後、古墳中・後、
古代～中世

05046 山家館跡 城館 中世

05047 兵衛館跡 城館 縄文、弥生、古代、中世

05048 西小屋館跡 城館 平安、中世

05049 新城館跡 散布地・城館 弥生、古墳後～古代、中世

05050 平沢館跡 城館 中世

05051 築館館跡 城館 中世

05052 棚村館跡 城館 中世

05053 矢附館跡 城館 中世

蔵王町内遺跡一覧表（１）

番号 遺跡名 種別 時代

05054 曲竹小屋館跡 城館 中世

05056 馬越遺跡 散布地 縄文中

05057 鍛冶沢北遺跡 散布地 縄文早・中～晩、古代

05058 馬場北遺跡 散布地 縄文早、平安

05059 乙当地遺跡 散布地 旧石器、縄文早、平安

05060 蟹沢遺跡 散布地 弥生中

05061 荒子遺跡 散布地 古代

05062 東浦遺跡 散布地 縄文中・後、弥生中、古墳、古代

05063 内方遺跡 散布地 古代

05064 小山田遺跡 散布地 縄文、古代、中世

05065 山田沢遺跡 散布地 縄文後・晩

05066 高木遺跡 散布地 縄文中

05067 曲木遺跡 散布地 縄文中

05068 沢北遺跡 散布地 縄文後・晩、弥生中

05069 十文字遺跡 散布地 縄文中

05070 湯坂山遺跡 散布地 縄文中～晩

05071 沢入遺跡 散布地 縄文早・中・後、古代

05072 荻の窪遺跡 散布地 縄文晩、弥生

05073 棚村遺跡 散布地 縄文後

05074 遠森山下遺跡 散布地 縄文晩、古代

05075 八幡平遺跡 散布地 縄文前・中、古代

05076 根方Ａ遺跡 散布地 縄文後

05077 戸の内脇遺跡 散布地
縄文早・中、弥生中、古墳、平安、
中世

05078 中野Ａ遺跡 散布地 縄文後、古代

05079 下別当下遺跡 散布地 縄文後

05080 小屋場遺跡 散布地 縄文後・晩

05081 逆川遺跡 散布地 縄文早・前

05082 土ヶ市遺跡 散布地 弥生、古代

05083 見継遺跡 散布地 縄文

05084 堀の内遺跡 集落・散布地
縄文、弥生中・後、古墳前～後、奈良、
平安

05085 寺坂遺跡 散布地 平安

05086 清水上遺跡 散布地 弥生、平安

05087 白山遺跡 集落・散布地 弥生、古墳中

05088 松ヶ沢遺跡 散布地 縄文後、古代

05089 鳥山遺跡 散布地 縄文中、古代

05090 沢遺跡 散布地 古代

05091 本宿前遺跡 集落・散布地 縄文早、弥生中、平安、中世

05092 中組遺跡 集落・散布地
縄文早・中、弥生、平安、中世、
近世

05093 町尻遺跡 散布地 縄文

05094 北境遺跡 散布地 縄文早、弥生後、古代

05095 手代木遺跡 散布地 縄文早、弥生

05096 東久保遺跡 散布地 古代

05097 大久保遺跡 散布地 縄文中・後

05098 大平山遺跡 散布地 縄文

05099 根無藤館跡 城館 中世

05100 小高遺跡 経塚・散布地 縄文、弥生、古代、中世

05101 大柿内遺跡 散布地 弥生

05102 定谷口遺跡 散布地 縄文後、古代

05103 丈六遺跡 散布地 古代

05104 平沢遺跡 散布地 古代

05105 十郎田遺跡 散布地
縄文、古墳中～後、飛鳥～平安、
中世、近世

05106 堂の入遺跡 散布地 弥生、古代、中世


