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No. 遺跡名 所在地 調査主体 時代 種別

1 岩ケ沢遺跡 山田町 山田町教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安 ・中世

集落跡

2 小出Ⅰ遺跡 大船渡市 大船渡市教育委員会 縄文 散布地

3 軽米城跡 軽米町 軽米町教育委員会 中世 城館跡

4 天台寺跡 二戸市 二戸市教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安

社寺跡

5 在府小路遺跡 二戸市 二戸市教育委員会
縄文 ・中世 ・
近世

城館跡

6 白鳥舘遺跡 奥州市 奥州市教育委員会 平安 ・中世 城館跡

7 上里遺跡群 二戸市 二戸市教育委員会 縄文 ・中世
集落跡 ・
城館跡

8 赤袰遺跡 盛岡市 盛岡市教育委員会
縄文 ・平安 ・
近世

集落跡 ・
生産遺跡

9 長洞遺跡 大船渡市 大船渡市教育委員会 縄文 散布地

10 大洞貝塚 大船渡市 大船渡市教育委員会 縄文
集落跡 ・
貝塚

11 白山社遺跡 平泉町 平泉町教育委員会 平安 社寺跡

12 二又遺跡 盛岡市 盛岡市教育委員会 平安 集落跡

13 細谷地遺跡 盛岡市 盛岡市教育委員会 奈良 ・平安 集落跡

14 高浜Ⅴ下地神遺跡 宮古市 宮古市教育委員会 縄文 散布地

15 島田Ⅲ遺跡 宮古市 宮古市教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安

集落跡

16 花沢遺跡 金ヶ崎町 金ヶ崎町教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安

集落跡

17 立花南遺跡 北上市 北上市教育委員会
縄文 ・弥生 ・
奈良 ・平安

集落跡

18 下西遺跡 花巻市 花巻市教育委員会 古代 散布地

19 志羅山遺跡 平泉町 平泉町教育委員会 平安 屋敷地

20 赤石沢遺跡 軽米町 軽米町教育委員会 近世 生産遺跡

21 昼場沢遺跡 久慈市 久慈市教育委員会 奈良 ・平安 集落跡

22 二日市貝塚 陸前高田市 陸前高田市教育委員会 縄文 貝塚

23 下構遺跡 二戸市 二戸市教育委員会 奈良 ・平安 集落跡

24 屋形遺跡 釜石市 釜石市教育委員会 縄文 ・平安 集落跡

25 小日谷地ⅠB遺跡 雫石町 雫石町教育委員会 縄文 集落跡

No. 遺跡名 所在地 調査主体 時代 種別

26 月館Ⅲ遺跡 平泉町 平泉町教育委員会 縄文 ・平安 散布地

27 野川前遺跡 釜石市 釜石市教育委員会 縄文 散布地

28 上野場１遺跡 軽米町 軽米町教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安

集落跡

29 ゴッソー遺跡 洋野町 洋野町教育委員会 縄文 散布地

30 金鶏山遺跡 平泉町 平泉町教育委員会 平安 経塚

31 川向Ⅰ遺跡 山田町 山田町教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安 ・中世

集落跡

32 宮野貝塚 大船渡市 大船渡市教育委員会
縄文 ・弥生 ・
奈良 ・中世 ・
近世

集落跡 ・
貝塚

33 花巻城跡 花巻市 花巻市教育委員会 中世 ・近世 城館跡

34 千徳城遺跡群 宮古市 宮古市教育委員会
奈良 ・平安 ・
中世

散布地

35 三ノ丸遺跡 二戸市 二戸市教育委員会
縄文 ・中世 ・
近世

城館跡

36 千鶏Ⅲ遺跡 宮古市 宮古市教育委員会 縄文 集落地

37 重茂館遺跡群 宮古市 宮古市教育委員会 縄文 ・中世
集落跡 ・
城館跡

38 手代森遺跡 盛岡市 盛岡市教育委員会
縄文 ・弥生 ・
平安

集落跡

39 川内遺跡 陸前高田市 陸前高田市教育委員会
縄文 ・奈良 ・
平安

集落跡

40 越田松長根Ⅰ 宮古市 宮古市教育委員会 縄文 散布地

41 骨寺村荘園遺跡 一関市 一関市教育委員会 中世 荘園

42 無量光院跡 平泉町 平泉町教育委員会 平安 ・近世 社寺跡

43 胆沢城跡 奥州市 奥州市教育委員会 平安 城柵跡

44 九戸城跡 二戸市 二戸市教育委員会 中世 ・近世 城館跡

45 大日前遺跡 奥州市 奥州市教育委員会
縄文 ・古代 ・
12世紀

集落跡

46 石行遺跡 奥州市 奥州市教育委員会 縄文 ・古代 散布地

47 仁田代遺跡 釜石市 釜石市教育委員会 縄文 散布地

48 下ノ沢遺跡 釜石市 釜石市教育委員会 縄文 散布地

 No. 調　査　期　日 事　　業　　名 事　　業　　者 遺　跡　名 所在地 検　出　遺　構 面　積 事業別

1 平成27年5月12日～ 6月2日
国道45号　三陸沿岸道路
（宮古中央～田老）

国土交通省東北地方整備局
三陸国道事務所

乙部遺跡 宮古市
縄文：土器・石器 
竪穴住居跡5、土坑6、集石1、
遺物包含層1

500㎡ 復興

2 平成27年6月22日～7月16日 白浜（鵜）災害復旧事業 沿岸広域振興局水産部 向山遺跡 釜石市
竪穴住居跡、土坑、柱穴、焼土、
土器、石器、その他（人骨）

600㎡ 復興

3 平成27年6月1日～2日 地域連携道路整備事業
県南広域振興局土木部
花巻土木センター

野田Ⅰ遺跡 北上市
土師器片、須恵器片・縄文土器、
溝跡

200㎡ 通常

4 平成 27 年 6 月 15 日～ 19 日
主要地方道重茂半島線
大沢～浜川目地区
地域連携道路整備事業

沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター

浜川目沢田Ⅰ遺跡 山田町 焼土遺構、柱穴、縄文土器、鉄滓 1500㎡ 通常

5 平成27年8月24日～9月4日
宮古市盛岡横断道路
（宮古～箱石）

国土交通省東北地方整備局
三陸国道事務所

可能性あり6 宮古市
縄文、平安 
竪穴住居跡、土坑、遺物包含層、
土器、石器

100㎡ 復興

6 平成27年10月13 日～ 28日 三陸沿岸道路（山田～宮古）
国土交通省東北地方整備局
三陸国道事務所

荷竹日影Ⅱ遺跡 宮古市
平安 
竪穴住居跡4、土坑2、土器、鉄器、
土製品、木片

170㎡ 復興

7 平成 27 年 11 月 9 日 三陸沿岸道路（田老～普代）
国土交通省東北地方整備局
三陸国道事務所

小成Ⅱ遺跡 岩泉町
縄文時代 
竪穴住居跡3、建物跡2、柱穴5、
焼土3、土器、石器

250㎡ 復興

8 平成27年11月24日～12月 2日 三陸沿岸道路（洋野～階上）
国土交通省東北地方整備局
三陸国道事務所

サンニヤⅡ遺跡 洋野町
縄文、奈良 
竪穴住居跡、土坑、土器、石器

150㎡ 復興

9 平成 27 年12月3日～ 16日
村道切牛真木沢線交差点
改良工事

田野畑村 真木沢Ⅳ遺跡 田野畑村
縄文 
土坑20、柱穴38、土器

240㎡ 復興

10
平成27年7月13日～16日、
21・22日、11月9・10日

地域連携道路整備事業
沿岸広域振興局土木部
宮古土木センター

和井内西遺跡 宮古市
近世 
建物跡、柱穴、土器

1500㎡ 通常
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No. 調 査 遺 跡 名 ﾌ　ﾘ　ｶﾞ　ﾅ 市 町 村 事   業   名 調査面積（㎡） 主 な 時 代

1 岩洞湖Ⅰ遺跡 ｶﾞﾝﾄﾞｳｺｱｲ 盛岡市 岩洞ダム貯水池護岸工事 1,700 縄文

2 八森遺跡 ﾊﾁﾓﾘ 洋野町 国道 45 号種市登坂車線整備事業 920 縄文

3 八幡沖遺跡 ﾊﾁﾏﾝｵｷ 一関市
地域連携道路整備事業
折壁地区室根バイパス

1,450 縄文・中世

4 長谷堂貝塚 ﾊｾﾄﾞｳｶｲﾂﾞｶ 大船渡市 市道猿石線道路改良事業 950 縄文

通常調査計 5,020

5 世田米城跡 ｾﾀﾏｲｼﾞｮｳｱﾄ 住田町
地域連携道路整備事業
一般国道 340 号　世田米

9,970 中世

6 田鎖車堂前遺跡 ﾀｸｻﾘｸﾙﾏﾄﾞｳﾏｴ 宮古市 宮古西道路 7,405 縄文・古代・中世

7 田鎖館跡 ﾀｸｻﾘﾀﾞﾃｱﾄ 宮古市 宮古西道路 13,500 古代・中世

8 浜川目沢田Ⅱ遺跡 ﾊﾏｶﾜﾒｻﾜﾀﾞ 2 山田町
主要地方道重茂半島線
地域連携道路整備事業大沢～浜川目

13,500 縄文・古代

9 岩井沢遺跡 ｲﾜｲｻﾜ 宮古市 宮古盛岡横断道路 6,500 縄文

10 根井沢穴田Ⅳ遺跡 ﾈｲｻﾜｱﾅﾀ 4 宮古市 三陸沿岸道路 900 縄文・古代

11 沼里遺跡 ﾇﾏﾘ　 宮古市 三陸沿岸道路 4,500 古代

12 山口駒込Ⅰ遺跡 ﾔﾏｸﾞﾁｺﾏｺﾞﾒ 1 宮古市 三陸沿岸道路 323 縄文・古代

13 青猿Ⅰ遺跡 ｱｵｻﾞﾙ 1 宮古市 三陸沿岸道路 4,000 縄文・古代

14 千徳城遺跡群 ｾﾝﾄｸｼﾞｮｳｲｾｷｸﾞﾝ 宮古市 三陸沿岸道路 6,000 縄文・古代・中世

15 高根遺跡 ｺｳﾈ 宮古市 三陸沿岸道路 2,300 縄文

16 長途遺跡 ｵｻﾝﾄﾞ 普代村 三陸沿岸道路 2,100 縄文

17 力持遺跡 ﾁｶﾗﾓﾁ 普代村 三陸沿岸道路 130 縄文

18 上代川遺跡 ｶﾐｼﾛｶﾜ 野田村 三陸沿岸道路 6,000 縄文・古代

19 芦ヶ沢Ⅰ遺跡 ｱｼｶﾞｻﾜ 1 久慈市 三陸沿岸道路 4,250 縄文

20 芦ヶ沢Ⅱ遺跡 ｱｼｶﾞｻﾜ 2 久慈市 三陸沿岸道路 7,000 縄文

21 北野ⅩⅡ遺跡 ｷﾀﾉ 12 久慈市 三陸沿岸道路 1,500 縄文

22 北ノ沢Ⅰ遺跡 ｷﾀﾉｻﾜ 1 洋野町 三陸沿岸道路 1,200 縄文

23 北鹿糠遺跡 ｷﾀｶﾇｶ 洋野町 三陸沿岸道路 3,400 縄文

24 南鹿糠Ⅰ遺跡　 ﾐﾅﾐｶﾇｶ１ 洋野町 三陸沿岸道路 2,100 縄文

25 宿戸遺跡 ｼｭｸﾉﾍ 洋野町 三陸沿岸道路 10,200 縄文

26 小田ノ沢遺跡 ｺﾀﾞﾉｻﾜ 洋野町 三陸沿岸道路 3,900 縄文

27 南八木遺跡 ﾐﾅﾐﾔｷﾞ 洋野町 三陸沿岸道路 850 古代・中世

28 小白浜遺跡 ｺｼﾞﾗﾊﾏ 釜石市 三陸沿岸道路 2,120 縄文

29 田屋遺跡 ﾀﾔ 大槌町 三陸沿岸道路 3,600 縄文

30 迫田Ⅰ遺跡 ﾊｻﾏﾀﾞ 1 大槌町 三陸沿岸道路 2,000 縄文

31 挟田館跡 ﾊｻﾏﾀﾞﾀﾞﾃｱﾄ 大槌町 三陸沿岸道路 5,900 中世

復興関連調査計 125,148

合計 130,168 
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