
集番号 書名 収録遺跡名 編集機関 発行年

501 後潟(1)遺跡 後潟(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

502 五川目(6)遺跡 五川目(6)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

503 堀端(1)遺跡 堀端(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

504 大畑家ノ上遺跡 大畑家ノ上遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

505 坂元(1)遺跡 坂元(2)遺跡Ⅱ 坂元(1)遺跡、坂元(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

506 田代遺跡Ⅲ 田代遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

507 乳井茶臼館 乳井茶臼館 県埋蔵文化財調査センター 2011

508 山田(2)遺跡Ⅲ 山田(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2011

509 三内丸山遺跡37 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2011

510 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書23 千石屋敷遺跡、堀端(1)遺跡、南大谷地遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2011

511 堀切沢(2)遺跡Ⅱ 堀切沢(3)遺跡Ⅱ 堀切沢(2)遺跡、堀切沢(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

512 四⼾橋富田遺跡 後潟(1)遺跡Ⅱ 四⼾橋富田遺跡、後潟(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

513 砂子瀬遺跡Ⅲ 砂子瀬遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

514 水上(2)遺跡 水上(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

515 大川添(2)遺跡Ⅲ 大川添(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

516 市子林遺跡 館平遺跡 市子林遺跡、館平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012



517 堀端(1)遺跡Ⅱ 上明⼾遺跡 堀端(1)遺跡、上明⼾遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

518 中平遺跡Ⅲ 中平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2012

519 三内丸山遺跡38 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2012

520 三内丸山遺跡39 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2012

521 涌館遺跡 涌舘遺跡 県教育委員会文化財保護課 2012

522 福島城跡 福島城跡 県教育委員会文化財保護課 2012

523 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書24 田向冷水遺跡、葛野(1)遺跡、小嶋崎(2)遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2012

524 八幡遺跡・千石屋敷遺跡 八幡遺跡、千石屋敷遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

525 韮窪遺跡Ⅱ 韮窪遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

526 十三盛遺跡 十三盛遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

527 川原平(4)遺跡Ⅱ 川原平(4)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

528 水上(2)遺跡Ⅱ 水上(3)遺跡Ⅱ 水上(2)遺跡、水上(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

529 駒沢(5)遺跡 駒沢(6)遺跡 駒沢(5)遺跡、駒沢(6)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

530 神原(2)遺跡 神原(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

531 赤坂遺跡Ⅱ 赤坂遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

532 駒木沢(2)遺跡 駒木沢(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2013

533 三内丸山遺跡40 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2013



534 伊吹遺跡 伊吹遺跡 県教育委員会文化財保護課 2013

535 鯨森(1)遺跡 鯨森(1)遺跡 県教育委員会文化財保護課 2013

536 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書25 東道ノ上(3)遺跡隣接地、伊吹遺跡、酪農(1)遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2013

537 潟野遺跡Ⅲ 松ヶ崎遺跡Ⅳ 楢館遺跡Ⅲ 潟野遺跡、松ヶ崎遺跡、楢館遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

538 十三盛遺跡Ⅱ 十三盛遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

539 川原平(4)遺跡Ⅲ 川原平(4)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

540 芦沢(2)遺跡 芦沢(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

541 ⻤川辺(1)遺跡 ⻤川辺(2)遺跡 ⻤川辺(3)遺跡 ⻤川辺(1)遺跡、⻤川辺(2)遺跡、⻤川辺(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

542 大川添(4)遺跡 大川添(4)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

543 砂子瀬遺跡Ⅳ 砂子瀬遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

544 大川添(3)遺跡 大川添(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

545 上新岡館 薬師遺跡 上新岡館、薬師遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2014

546 三内丸山遺跡41 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2014

547 蔵主町遺跡 蔵主町遺跡 県教育委員会文化財保護課 2014

548 明神沼遺跡 福島城5 明神沼遺跡、福島城 県教育委員会文化財保護課 2014

549 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書26 岡町(2)遺跡、赤御堂遺跡、千石屋敷遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2014

550 八幡遺跡Ⅱ 千石屋敷遺跡Ⅱ 八幡遺跡、千石屋敷遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015



551 鳴⼾(3)遺跡 鳴⼾(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015

552 赤坂遺跡Ⅲ 赤坂遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015

553 館平遺跡Ⅱ 館平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015

554 駒沢(5)遺跡Ⅱ 駒沢(6)遺跡Ⅱ 駒沢(5)遺跡、駒沢(6)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015

555 斗南丘(5)遺跡 斗南丘(5)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015

556 下石川平野遺跡 下石川平野遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2015

557 三内丸山遺跡42 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2015

558 剣吉荒町遺跡 剣吉荒町遺跡 県教育委員会文化財保護課 2015

559 弥栄平(1)遺跡Ⅲ 弥栄平(1)遺跡 県教育委員会文化財保護課 2015

560 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書27 野月遺跡、天当平(1)遺跡、天当平(2)遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2015

561 弥次郎窪遺跡Ⅲ 潟野遺跡Ⅳ 弥次郎窪遺跡、潟野遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

562 東道ノ上(3)遺跡Ⅱ 東道ノ上(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

563 金沢街道沢(1) 新沢(1)遺跡 新沢(2)遺跡 金沢街道沢(1)遺跡、新沢(1)遺跡、新沢(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

564 川原平(1)遺跡Ⅱ 川原平(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

565 川原平(1)遺跡Ⅲ 川原平(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

566 川原平(4)遺跡Ⅳ 川原平(4)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

567 川原平(6)遺跡 川原平(6)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016



568 酪農(1)遺跡 酪農(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

569 下石川平野遺跡Ⅱ 旭(1)遺跡 旭(2)遺跡 下石川平野遺跡、旭(1)遺跡、旭(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2016

570 三内丸山遺跡43 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2016

571 鷲ノ巣(1)遺跡 鷲ノ巣(3)遺跡 鷲ノ巣(1)遺跡、鷲ノ巣(3)遺跡 県教育委員会文化財保護課 2016

572 下天摩遺跡 大草里窪遺跡 下天摩遺跡、大草里窪遺跡 県教育委員会文化財保護課 2016

573 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書28 荷越沢遺跡、女鹿沢野尻遺跡、樽沢村元(2)遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2016

574 鳴⼾(3)遺跡Ⅱ 川原平(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2017

575 水上(2)遺跡Ⅲ 水上(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2017

576 川原平(1)遺跡Ⅳ 川原平(1)遺跡(平場地区・クラック地区) 県埋蔵文化財調査センター 2017

577 川原平(1)遺跡Ⅴ 川原平(1)遺跡(東捨場地区・北東捨場地区) 県埋蔵文化財調査センター 2017

578 川原平(1)遺跡Ⅵ 川原平(1)遺跡(北捨場地区) 県埋蔵文化財調査センター 2017

579 川原平(1)遺跡Ⅶ 川原平(1)遺跡(⻄捨場地区) 県埋蔵文化財調査センター 2017

580 川原平(1)遺跡Ⅷ 川原平(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2017

581 二枚橋(1)遺跡 二枚橋(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2017

582 館平遺跡Ⅲ 館平遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2017

583 下石川平野遺跡Ⅲ 浪岡蛍沢遺跡 旭(2)遺跡Ⅱ 下石川平野遺跡、浪岡蛍沢遺跡、旭(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2017

584 鳥舌内館 鳥舌内館 県埋蔵文化財調査センター 2017



585 三内丸山(6)遺跡 三内丸山(6)遺跡 県教育委員会文化財保護課 2017

586 道仏鹿糠遺跡 下平窪遺跡 道仏鹿糠遺跡、下平窪遺跡 県教育委員会文化財保護課 2017

587 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書29 後平(2)遺跡、猪ノ鼻遺跡、表館(3)遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2017

588 三内丸山遺跡44 三内丸山遺跡 県教育委員会文化財保護課 2017

589 東道ノ上(3)遺跡Ⅲ 東道ノ上(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

590 夷堂遺跡 塚⻑根遺跡 夷堂遺跡、塚⻑根遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

591 熊沢溜池遺跡 上野遺跡Ⅲ 郷山前村元遺跡 熊沢溜池遺跡、上野遺跡、郷山前村元遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

592 内田(1)遺跡 内田(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

593 沢部(1)遺跡 沢部(1)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

594 沢部(2)遺跡 沢部(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

595 潜石(2)遺跡 潜石(2)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2018

596 上桑木窪遺跡 上桑木窪遺跡 県教育委員会文化財保護課 2018

597 ⻘森県遺跡詳細分布調査報告書30 ⼾来館遺跡、篠塚遺跡、古野(3)遺跡外 県教育委員会文化財保護課 2018

598 後平(1)遺跡 後平(2)遺跡 後平(3)遺跡 後平(1)遺跡 後平(2)遺跡 後平(3)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2019

599 篠塚遺跡 篠塚遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2019

600 外の沢(4)遺跡 外の沢(5)遺跡 外の沢(4)遺跡、外の沢(5)遺跡 県埋蔵文化財調査センター 2019


