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番
号

遺跡名 所在地 調査主体 時代 種別

1 新開地遺跡 山田町 山田町教委 縄 集落跡

2 志羅山遺跡 平泉町 平泉町教委 平 その他（屋敷地）

3 長谷堂貝塚群 大船渡市 大船渡市教委 縄・弥 集落跡・貝塚

4 津軽石大森遺跡 宮古市 宮古市教委 縄 散布地

5 向新田Ⅲ遺跡 宮古市 宮古市教委 縄・弥 散布地

6 柿木平遺跡 二戸市 二戸市教委 縄・奈・平 散布地・集落跡

7 宿田南遺跡 盛岡市 盛岡市教委 平・中・近 集落跡・城館跡

8 前小路遺跡 二戸市 二戸市教委 平 集落跡

9 小瀬川Ⅰ遺跡 花巻市 花巻市教委 縄・平 集落跡

10 長谷寺遺跡 大船渡市 大船渡市教委 縄・平 散布地・社寺跡

11 和井内清水遺跡 宮古市 宮古市教委 縄 散布地

12 三ノ丸遺跡 二戸市 二戸市教委 中・近
城館跡

（屋敷跡）

13 細谷地遺跡 盛岡市 盛岡市教委 奈・平 集落跡

14 平沢Ⅰ遺跡 久慈市 久慈市教委
縄・弥・奈・

平・近
集落跡

15 新井田遺跡 平泉町 平泉町教委 平 散布地

16 在府小路遺跡 二戸市 二戸市教委
縄・中・

近
散布地・城館跡

17 沼Ⅰ遺跡 軽米町 軽米町教委 縄 散布地

18 立花南遺跡 北上市 北上市教委
縄・弥・
奈・平

集落跡

19 折壁館跡 宮古市 宮古市教委 中 城館跡

20 小日谷地ⅠB遺跡 雫石町 雫石町教委 縄 集落跡

21 上平５遺跡 軽米町 軽米町教委 縄 散布地

22 在府小路遺跡 二戸市 二戸市教委 縄・奈・平 集落跡・城館跡

23 伽羅之御所跡 平泉町 平泉町教委 平 その他（居館）

24 赤前Ⅲ遺跡 宮古市 宮古市教委 縄・平 集落跡

25 愛宕下Ⅱ遺跡 陸前高田市 陸前高田市教委 奈・平 散布地

26 里館遺跡 盛岡市 盛岡市教委 中・近 城館跡

27 大谷地Ⅰ遺跡 宮古市 宮古市教委 縄 散布地

28 和野Ⅰ遺跡 田野畑村 田野畑村教委 縄 集落跡

29 宮野貝塚 大船渡市 大船渡市教委 縄・弥・平 貝塚

30 黒岩城跡 北上市 北上市教委 縄・平・中 散布地・城館跡

31 赤石沢遺跡 軽米町 軽米町教委 近 生産遺跡

32 崎山遺跡 宮古市 宮古市教委
縄・弥・古・

奈・平
集落跡・貝塚

33 年呂部Ⅱ遺跡 田野畑村 田野畑村教委 縄 散布地

34 金鶏山遺跡 平泉町 平泉町教委 平
その他の遺跡

（経塚）

35
跡呂井館　　

（岩渕館）遺跡
奥州市 奥州市教委 奈・平・中 城館跡

36 中里遺跡 宮古市 宮古市教委 縄 集落跡

37 平田遺跡 釜石市 釜石市教委 縄・弥 散布地

番
号

遺跡名 所在地 調査主体 時代 種別

38 千鶏Ⅲ遺跡 宮古市 宮古市教委 縄 集落跡

39 赤袰遺跡 盛岡市 盛岡市教委 平 集落跡

40 本宿遺跡 北上市 北上市教委
縄・弥・
奈・平

集落跡

41 刈屋清水野遺跡 宮古市 宮古市教委 縄 集落跡

42
蛇ヶ崎城
（谷地館）跡

陸前高田市 陸前高田市教委 中 城館跡

43 千本松遺跡 軽米町 軽米町教委 縄・奈・平 集落跡

44 天台寺跡 二戸市 二戸市教委 縄・奈・平 社寺跡

45 砂沢山Ⅰ遺跡 久慈市 久慈市教委 弥 散布地

46 砂沢山Ⅱ遺跡 久慈市 久慈市教委 縄 その他（猟場）

47 雲南遺跡 陸前高田市 陸前高田市教委 縄 集落跡

48 白鳥舘遺跡 奥州市 奥州市教委 平・中 城館跡

49 上里遺跡 二戸市 二戸市教委 縄・中
集落跡・

城館跡

50 小出Ⅰ遺跡 大船渡市 大船渡市教委 縄 散布地

51 久保遺跡 花巻市 花巻市教委 縄・奈 散布地

52 久保沢遺跡 釜石市 釜石市教委 縄 散布地

53 金浜館遺跡 宮古市 宮古市教委 縄・中 城館跡

54 吉田家住宅跡地 陸前高田市 陸前高田市教委 近
その他（県指定
文化財吉田家
住宅跡地）

55 越田松長根Ｉ遺跡 宮古市 宮古市育委 縄 散布地
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