
宮城県遺跡地名表（平成28年2月末現在） 1 / 2

遺跡番号 遺跡名 よみがな 市町村 所在地 立地 種別 時代 地目 出土品

11001 塩釜神社境内遺跡
しおがまじんじゃけ
いだい

塩竈市 一森山 丘陵斜面 散布地・製塩 縄文晩 山林 縄文土器（大洞A)、製塩土器

11002 崎山囲洞窟遺跡 さきやまかこいどうく 塩竈市 新浜町三丁目 海蝕崖 貝塚 弥生・古墳中 宅地 弥生土器（福浦島下層・崎山囲)、土師器（南小泉）石器、人骨、骨角製品
11003 表杉ノ入貝塚 おもてすぎのいり 塩竈市 新浜町三丁目 丘陵斜面 貝塚 平安 畑 土師器（表杉ノ入)、須恵器、瓦、鹿角製品
11004 裏杉ノ入遺跡 うらすぎのいり 塩竈市 杉ノ入裏 丘陵斜面 散布地 平安 山林 土師器（表杉ノ入)、須恵器

11005 市史跡　桂島貝塚 ししせきかつらしま 塩竈市 浦戸桂島字台 丘陵斜面 貝塚 縄文前・中・平安 畑・校地
縄文土器（上川名Ⅱ･大木1･8b･9･10)、土師器（表杉ノ入)、石鏃、石匙、石
斧、骨角器(銛・針・釣針・耳飾)、貝製品（貝輪・貝刃）

11006 虎杖浜貝塚 いたどりはま 塩竈市 浦戸寒風沢字虎杖浜 海岸 貝塚・製塩 平安 荒撫地 製塩土器、土師器（表杉ノ入）、須恵器
11007 寺崎貝塚 てらさき 塩竈市 浦戸寒風沢字寺崎 海岸 貝塚・製塩 平安 荒撫地 製塩土器、土師器、須恵器
11008 いしやり浜貝塚 いしやりはま 塩竈市 浦戸寒風沢字平戸 海岸 貝塚・製塩 平安 畑・水田 製塩土器、土師器、須恵器
11009 浦戸貝塚 うらと 塩竈市 浦戸寒風沢字大迎 海岸 貝塚・製塩 縄文中・平安 山林・畑 縄文土器（大木7b･8a･8b）、製塩土器、土師器(表杉ノ入)、須恵器
11010 平戸貝塚 ひらど 塩竈市 浦戸寒風沢字平戸 海岸 貝塚・製塩 平安 畑・水田 製塩土器、土師器、須恵器
11011 寒風沢横穴墓群 さぶさわよこあな 塩竈市 浦戸寒風沢字御倉沢 海蝕崖 横穴墓群 古墳後～古代 山林 （3基）

11012 毛無崎囲貝塚
けむざきかこいかい
づか

塩竈市 浦戸野々島字毛無崎 丘陵麓 貝塚・製塩 平安 畑・宅地 製塩土器、土師器(表杉ノ入)、須恵器

11013 薬ヶ崎貝塚 くすりがさき 塩竈市 浦戸野々島字薬ヶ崎 海岸 貝塚・製塩 縄文晩・奈良平安 荒撫地 縄文土器、製塩土器、土師器（国分寺下層・表杉ノ入)、須恵器
11014 野々島元屋敷貝塚 ののしまもとやしき 塩竈市 浦戸野々島字薬ヶ崎 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器（表杉ノ入）、須恵器
11015 野々島貝塚 ののしま 塩竈市 浦戸野々島字平和田 海岸 貝塚・製塩 縄文早・奈良・平安 畑・山林 縄文土器（船入島下層)、土師器（国分寺下層、表杉ノ入）
11016 朴島北貝塚 ほうじまきた 塩竈市 浦戸朴島字窪沢 海岸 貝塚・製塩 奈良・平安 畑 製塩土器、土師器（国分寺下層・表杉ノ入）、須恵器
11017 朴島南貝塚 ほうじまみなみ 塩竈市 浦戸朴島字家ノ上 海岸 貝塚・製塩 平安 畑・水田 製塩土器、土師器(表杉ノ入)、須恵器
11018 船入島貝塚 ふないりじま 塩竈市 浦戸船入島 島嶼 貝塚 縄文早・前・中・平安 山林 縄文土器（船入島下層・大木1･2a･5･6・7a･8b)、石箆、石匙、凹石、石斧、人
11019 馬背島貝塚 うまのせしま 塩竈市 浦戸馬背島 島嶼 貝塚・製塩 平安 水田 土師器、製塩土器
11020 一本松貝塚 いっぽんまつ 塩竈市 貞山通三丁目 海岸 貝塚・製塩 縄文晩・平安 宅地 縄文土器（大洞A･A')、土師器(表杉ノ入)、須恵器、石斧
11021 一本松横穴墓群 いっぽんまつよこあ 塩竈市 貞山通三丁目 丘陵斜面 横穴墓群 古墳後～古代 宅地 (4基開口)、蕨手刀

11022 東三百浦囲Ａ遺跡
ひがしさんびゃくうら
かこいＡ

塩竈市 浦戸寒風沢字東三百浦 海岸 散布地・製塩 平安 畑・水田 製塩土器

11023 東三百浦囲貝塚
ひがしさんびゃくうら
かこい

塩竈市 浦戸寒風沢字東三百浦 海岸 貝塚・製塩 弥生・平安 畑 弥生土器、製塩土器、土師器

11024 東三百浦囲Ｂ遺跡
ひがしさんびゃくうら
かこいＢ

塩竈市 浦戸寒風沢字東三百浦 海岸 散布地・製塩 平安 畑・水田 製塩土器

11025 平和田囲遺跡 へいわだかこい 塩竈市 浦戸野々島字平和田 海岸 散布地・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器、須恵器

11026 梅ヶ浜貝塚 うめがはま 塩竈市 浦戸石浜字梅ヶ浜 海岸
散布地・貝塚・
製塩

平安 畑 製塩土器、土師器、須恵器、直刀

11027 すりす浜遺跡 すりすはま 塩竈市 浦戸桂島字すりす浜 海岸 散布地・製塩 平安 宅地 製塩土器
11028 庵寺囲貝塚 いおりでらかこい 塩竈市 浦戸桂島字庵寺 丘陵麓 貝塚 奈良 宅地 土師器(国分寺下層)
11029 前浜囲貝塚 まえはまかこい 塩竈市 浦戸寒風沢字前浜 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器（表杉ノ入）
11030 金山囲貝塚 きんざんかこい 塩竈市 浦戸寒風沢字金山 丘陵斜面 貝塚 平安 畑 土師器
11031 日向山囲貝塚 ひなたさんかこい 塩竈市 浦戸寒風沢字日向山 丘陵麓 貝塚 古代 畑 土師器、須恵器

11032 うなり田貝塚 うなりだ 塩竈市 浦戸寒風沢字うなり田浜 海岸
散布地・貝塚・
製塩

平安 畑 製塩土器

11033 長浜貝塚 ながはま 塩竈市 浦戸野々島字長浜 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器、須恵器

11034 寒風沢元屋敷貝塚 さぶさわもとやしき 塩竈市 浦戸寒風沢字元屋敷 海岸
散布地・貝塚・
製塩

平安 畑 製塩土器、土師器（表杉ノ入)、須恵器

11035 新田貝塚 しんでん 塩竈市 浦戸野々島字新田 海岸 貝塚・製塩 古代 畑・荒地 製塩土器、土師器、須恵器
11036 吹越囲Ｂ貝塚 ふっこしかこいＢ 塩竈市 浦戸野々島字吹越 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器
11037 宇内浜遺跡 うないはま 塩竈市 浦戸野々島字内浜 海岸 貝塚 平安 畑 土師器（表杉ノ入)、須恵器
11038 根崎貝塚 ねざき 塩竈市 浦戸野々島字根崎 海岸 貝塚・製塩 平安 畑・荒撫地 製塩土器、土師器（表杉ノ入）
11039 ごしょぼら貝塚 ごしょぼら 塩竈市 浦戸野々島字平和田 海岸 貝塚・製塩 平安 宅地 土師器（表杉ノ入)、製塩土器
11040 吹越囲Ａ貝塚 ふっこしかこいＡ 塩竈市 浦戸野々島字吹越 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器
11041 清水沢横穴墓 しみずさわ 塩竈市 字清水沢一丁目 丘陵斜面 横穴墓群 平安 宅地 （7基)、土師器（表杉ノ入）
11042 伊保石横穴墓 いぼいし 塩竈市 字石田 丘陵斜面 横穴墓群 古代 宅地 （3基）
11043 平戸Ｂ貝塚 ひらどＢ 塩竈市 浦戸寒風沢字平戸 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 土師器（表杉ノ入)、須恵器、製塩土器
11044 平戸Ｃ貝塚 ひらどＣ 塩竈市 浦戸寒風沢字平戸 海岸 貝塚・製塩 平安 畑 製塩土器、土師器
11045 塩釜古館跡 しおがまこ 塩竈市 旭町 丘陵 城館 中世 墓地
11046 藤倉館跡 ふじくら 塩竈市 松陽台一丁目 丘陵 城館 中世 山林
11047 摂津守館跡 せっつのかみ 塩竈市 字伊保石 丘陵 城館 中世 宅地
11048 新浜Ａ遺跡 しんはまＡ 塩竈市 新浜三丁目 海岸 カキ灰生産跡 近世 荒蕪地 煙管、寛永通寶、大堀焼

11049 新浜Ｂ遺跡 しんはまＢ 塩竈市 新浜三丁目 海岸 貝塚・製塩
縄文晩・弥生・奈良・
平安

荒蕪地
縄文土器(大洞A･A')、弥生土器(大泉・天王山)、製塩土器、土師器、須恵
器、鉄刀、石匙

11050 内裡島Ａ貝塚 だいりじまＡ 塩竈市 字杉ノ入表 海岸 貝塚・製塩 縄文・弥生・平安 山林・荒地 縄文土器、土師器、須恵器
11051 内裡島Ｂ貝塚 だいりじまＢ 塩竈市 字杉ノ入表 海岸 貝塚・製塩 平安 山林 土師器、須恵器、製塩土器
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遺跡番号 遺跡名 よみがな 市町村 所在地 立地 種別 時代 地目 出土品
11052 内裡島Ｃ貝塚 だいりじまC 塩竈市 字杉ノ入表 海岸 貝塚・製塩 平安 山林 土師器、須恵器、製塩土器
11053 内裡島Ｄ貝塚 だいりじまＤ 塩竈市 字杉ノ入表 海岸 貝塚・製塩 平安 山林 土師器、須恵器、製塩土器
11054 内裡島Ｅ貝塚 だいりじまＥ 塩竈市 字杉ノ入表 海岸 製塩 平安 山林 土師器、須恵器、製塩土器
11055 杉の入裏Ａ貝塚 すぎのいりうらＡ 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸
11056 杉の入裏Ｂ貝塚 すぎのいりうらＢ 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸 土師器、須恵器
11057 杉の入裏Ｃ貝塚 すぎのいりうらＣ 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚 古代 水田
11058 越の浦Ａ貝塚 こしのうらＡ 塩竈市 字越の浦 海岸 貝塚・製塩 古代 海岸 土師器
11059 越の浦Ｂ貝塚 こしのうらＢ 塩竈市 字越の浦 海岸 貝塚・製塩 古代 海岸 製塩土器
11060 摂津守古碑群 せっつのかみ 塩竈市 字石田 丘陵斜面 古碑群 近世 山林 移動された古碑群
11061 杉の入裏Ｄ貝塚 すぎのいりうらＤ 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸 土師器、須恵器、製塩土器
11062 杉の入裏Ｅ貝塚 すぎのいりうらＥ 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸 土師器、須恵器、製塩土器
11063 杉の入裏Ｆ貝塚 すぎのいりうらＦ 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸 土師器、須恵器、製塩土器
11064 大森島Ａ遺跡 おおもりしまＡ 塩竈市 字大森島 海岸 製塩 平安 海岸 土師器（表杉ノ入)、製塩土器
11065 大森島Ｂ遺跡 おおもりしまＢ 塩竈市 字大森島 海岸 製塩 平安 海岸 土師器（表杉ノ入)、製塩土器
11066 大森島Ｃ遺跡 おおもりしまＣ 塩竈市 字大森島 海岸 製塩 平安 海岸 製塩土器
11067 旭町横穴墓群 あさひちょうよこあな 塩竈市 旭町 丘陵斜面 横穴墓群 奈良? 山林
11068 馬越貝塚 まこし 塩竈市 浦戸野々島字馬越 海岸 貝塚 奈良・平安 海岸 土師器、須恵器
11069 杉の入裏窯跡 すぎのいりうら 塩竈市 字杉の入裏 丘陵斜面 窯跡・集落 奈良 海岸 土師器、須恵器
11070 漆島Ａ遺跡 うるしじまＡ 塩竈市 浦戸字漆島 海岸 製塩 奈良・平安 荒蕪地 製塩土器
11071 漆島Ｂ遺跡 うるしじまＢ 塩竈市 浦戸字漆島 海岸 製塩 奈良・平安 荒蕪地 製塩土器
11072 朴島Ａ遺跡 ほうじまＡ 塩竈市 浦戸朴島字丑太郎 海岸 製塩 奈良・平安 荒蕪地 製塩土器、須恵器
11073 朴島Ｂ遺跡 ほうじまＢ 塩竈市 浦戸朴島字家ノ上 海岸 製塩 奈良・平安 荒蕪地 製塩土器
11074 袖野田遺跡 そでのだ 塩竈市 袖野田町 丘陵斜面 散布地 奈良・平安 畑・宅地 土師器、須恵器
11075 母子沢遺跡 ははこざわ 塩竈市 母子沢町 丘陵 集落 平安 畑・宅地 土師器（表杉ノ入）、須恵器、赤焼土器
11076 伊保石公園遺跡 いぼいしこうえん 塩竈市 字伊保石 丘陵 散布地 縄文・古代 公園 縄文土器、土師器
11077 美女浦貝塚 びじょうら 塩竈市 浦戸寒風沢字寺崎 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸 土師器、須恵器、製塩土器
11078 矢作ヶ館跡 やはぎが 塩竈市 袖野田町 丘陵 館跡 中世 果樹園・宅地 土師器、須恵器、瓦
11079 野田遺跡 のだ 塩竈市 袖野田町 丘陵斜面 集落・城館 古代・中世 山林・畑・宅地 土師器、須恵器、石器
11080 欠番 塩竈市 （西沢遺跡）
11081 大藻根島貝塚 おおもねしま 塩竈市 浦戸桂島菖蒲大藻根島 海岸 製塩 奈良・平安 海岸 須恵器・製塩土器
11082 薬ヶ崎Ｂ遺跡 くすりがさきＢ 塩竈市 浦戸野々島字薬ヶ崎 海岸 貝塚・製塩 奈良・平安 荒蕪地 須恵器・製塩土器
11083 朴島宅地遺跡 ほうじまたくち 塩竈市 浦戸野々島朴島字家ノ上 海岸 貝塚・製塩 奈良・平安 荒蕪地 須恵器・土師器・製塩土器
11084 杉の入裏Ｇ遺跡 すぎのいりうらG 塩竈市 字杉ノ入裏 海岸 貝塚・製塩 平安 海岸 製塩土器


