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1 仙台東照宮・遠見塚・かめ塚古墳 仙台東照宮、遠見塚、かめ塚古墳 1954（昭和２９年３月）

2 菜切谷廃寺跡 菜切谷廃寺跡 1956（昭和３１年３月）

3 高蔵寺阿弥陀堂・高蔵寺の仏像 1958（昭和３３年３月）

4 陸奥国分寺跡発掘調査報告書 陸奥国分寺跡 1961（昭和３６年３月）

5 昭和３６年度多賀城発掘調査概報 1962（昭和３７年３月）

6 昭和３７年度多賀城発掘調査概報 1963（昭和３８年３月）

7 昭和３８年度多賀城発掘調査概報 1964（昭和３９年３月）

8 埋蔵文化財緊急発掘調査概報 崎山囲洞窟遺跡、糠塚古墳、田町裏遺跡、敷味遺跡、合戦原古墳群 1965（昭和４０年３月）

9 宮城県遺跡地名表 1966（昭和４１年３月）

10 宮城の民俗（民俗資料緊急調査報告） 1966（昭和４１年３月）

11 埋蔵文化財緊急発掘調査報告書 宇ノ崎古墳 1966（昭和４１年３月） ○

12 埋蔵文化財発掘調査報告書 桝形横穴古墳群、鷹の巣古墳群、松崎古墳 1967（昭和４２年３月） △

13 埋蔵文化財緊急発掘調査報告書 西ノ浜貝塚、三十三間堂遺跡 1967（昭和４２年３月） △

14 埋蔵文化財緊急発掘調査報告書　陸奥国分寺跡東北部発掘調査報告書 陸奥国分寺跡 1967（昭和４２年３月）

15 埋蔵文化財第三次緊急発掘調査概報 南境貝塚 1968（昭和４３年３月） ○

16 埋蔵文化財第二次緊急発掘調査概報 西ノ浜貝塚 1968（昭和４３年３月） ○

17 埋蔵文化財緊急調査概報（東北縦貫自動車道遺跡地名表・同試掘調査略報）
菅生田遺跡、家老内、引桜遺跡、青木後遺跡、青木脇遺跡、御所内遺跡、松
田遺跡、欠遺跡、持長地遺跡、二屋敷遺跡、下原田遺跡、大山遺跡、伊原沢
下遺跡、塩北沢遺跡、大橋囲遺跡、東山遺跡、東足立遺跡、西原遺跡

1968（昭和４３年３月） △

蔵王山麓民俗図誌（釜房ダム水没地区） 1968（昭和４３年３月）

18 埋蔵文化財緊急調査概報（東北縦貫自動車道遺跡地名表・湯ノ倉館試掘調査略報） 湯ノ倉館跡 1969（昭和４４年３月） △

19 埋蔵文化財緊急発掘調査概報 長根貝塚 1969（昭和４４年３月）

20 埋蔵文化財第四次緊急発掘調査概報 南境貝塚 1969（昭和４４年３月）

21 蔵王山麓の社会と民俗 1969（昭和４４年３月）

22 日の出山窯跡群 日の出山窯跡群 1970（昭和４５年３月） ○

23 東北自動車道関係遺跡発掘調査概報 下原田遺跡、二屋敷遺跡、持長池遺跡 1970（昭和４５年３月）

24 東北自動車道関係遺跡発掘調査概報（刈田郡蔵王町地区）
宮城館跡、欠遺跡、持長地遺跡、二屋敷遺跡、下原田遺跡、東山遺跡、
大山遺跡、塩沢北遺跡、伊原沢下遺跡、大橋遺跡、赤鬼上遺跡 1971（昭和４６年３月） △

25 東北自動車道関係遺跡発掘調査概報（白石市・柴田郡村田町地区）
湯ノ倉館跡、菅生田遺跡、青木脇、青木後遺跡、御所内遺跡、松田遺
跡、植田前遺跡、引桜遺跡、明神脇遺跡、家老内遺跡、西原遺跡、東足
立遺跡

1972（昭和４７年３月） ○

26 宮城県指定天然記念物球状斑れい岩調査報告 1972（昭和４７年３月）

27 東北新幹線関係遺跡分布調査報告書（地名表・試掘調査概報〈白石・高清水地区〉） 1972（昭和４７年３月） △

28 宮城県遺跡地名表 1973（昭和４８年３月）

29 菅生田遺跡調査概報 菅生田遺跡 1973（昭和４８年３月） △

30 東北新幹線関係遺跡発掘調査略報
内親引田遺跡、安久東遺跡、台の山遺跡、葉坂戸の内遺跡、岩切鴻ノ巣
遺跡、飯詰館跡 1973（昭和４８年３月） ○

31 東北自動車道関係遺跡発掘調査略報（白石市・仙台市～大和町地区）
菅生田遺跡（第2次調査）、権現山遺跡、佐保山東遺跡、宮下遺跡、菅
ノ沢遺跡、原前南遺跡、勝負沢遺跡、日光山遺跡、八谷館跡(第1次調
査)

1973（昭和４８年３月） △

32 山畑装飾横穴古墳群発掘調査概報 山畑装飾横穴古墳群 1973（昭和４８年３月） △

33 金剛寺貝塚・今熊野遺跡調査概報 金剛寺貝塚、今熊野遺跡 1973（昭和４８年３月） ○

34 山中七ヶ宿の民俗 1974（昭和４９年３月）

35 東北新幹線関係遺跡調査報告書Ⅰ
山下横穴古墳群、荒屋敷横穴古墳群、北台遺跡、西野田遺跡、岩切鴻ノ
巣遺跡、沢乙遺跡、中の茎Ａ遺跡 1974（昭和４９年３月） ○

36 「宮城県の古民家（宮城県民家緊急調査報告書） 1974（昭和４９年３月）

37 欠番 　

38 宮前遺跡 宮前遺跡 1975（昭和５０年３月） ○

39 土平遺跡発掘調査概報 土平遺跡 1975（昭和５０年３月） ○

40 宮城県文化財発掘調査略報（昭和４８・４９年度分）

御所館遺跡、大蛸遺跡、駒場小屋館跡、混内山遺跡、舟場遺跡、藤屋敷
遺跡、宮の脇遺跡､上深沢遺跡､愛宕山遺跡､一本杉遺跡､西手取(沖Ａ)遺
跡､手取(沖Ｂ)遺跡､原田遺跡､山の上遺跡､鶴の丸館跡､佐野遺跡､有賀峰
(地田)遺跡､田中遺跡､谷津川遺跡､清水遺跡､八幡﨑Ｂ遺跡､留沼遺跡､下
折木遺跡､新庄館跡､八沢要害遺跡､鰻沢遺跡､新田前遺跡､二木横穴古墳
群､木戸瓦窯跡､船岡迫遺跡､新田遺跡､砂山横穴古墳群､十三塚遺跡

1975（昭和５０年３月） △

41 天然記念物ヨコグラノキ北限地帯調査報告書 1975（昭和５０年３月）

42 宮城県文化財発掘調査略報（昭和５０年度分）
宮沢遺跡､内親引田遺跡､道上遺跡､清水遺跡､留沼遺跡､八沢要害遺跡､一
般関係遺跡位置図､一般関係調査遺跡一覧表 1976（昭和５１年３月） ○

43 貞山堀運河 1976（昭和５１年３月）

44 砂山横穴古墳群調査報告書 砂山横穴古墳群 1976（昭和５１年３月） ○

45 特別名勝松島（保存管理計画策定書） 1976（昭和５１年３月）

46 宮城県遺跡地名表 1976（昭和５１年３月）

47 宮城県遺跡地図 1976（昭和５１年３月）

48 宮城県文化財発掘調査略報（昭和５１年度分）

宮沢遺跡（長者原地区）､ 木戸遺跡､御駒堂遺跡､飯詰館跡､清水遺跡､安
久東遺跡､中ノ茎Ｂ、Ｃ、Ｄ遺跡､観音沢遺跡､東館遺跡､横倉大久保遺
跡､梁瀬浦遺跡､長谷寺横穴古墳群､越戸遺跡､一の関遺跡､城館跡（測量
調査）､宮城県文化財調査報告書一覧

1977（昭和５２年３月） ○

49 清太原西遺跡・船渡前遺跡 清太原西遺跡､船渡前遺跡 1977（昭和５２年３月） ○

50 清水側遺跡 清水側遺跡 1977（昭和５２年３月） ○

51 宮城県民俗分布図　緊急民俗資料分布調査報告書 1977（昭和５２年３月）

52 東北自動車道関係遺跡調査報告書Ⅰ 上深沢遺跡 1978（昭和５３年３月） △

53 宮城県文化財発掘調査略報（昭和５２年度分）
木戸遺跡（第2次）､佐内屋敷遺跡､鶴ノ丸遺跡､安久東遺跡（第3次）､観
音沢遺跡（第2次）､熊谷遺跡､大門遺跡､糠塚遺跡､兜塚古墳､古墳（測量
調査）､宮城県文化財調査報告書一覧

1978（昭和５３年３月） ○

54 湯坪遺跡発掘調査概報 湯坪遺跡 1978（昭和５３年３月） ○

55 歴史の道調査結果略報 1978（昭和５３年３月）

56 北沢遺跡発掘調査概報 北沢遺跡 1978（昭和５３年３月） ○

57 宮城県文化財発掘調査略報（昭和５３年度分）

 御駒堂遺跡（第２次）､宇南遺跡､鶴ノ丸遺跡（第３次）､清水遺跡（第
４次）､上古川（延命地蔵）遺跡､市川橋、山王遺跡､金取遺跡､桑折城
跡､要害館跡､佐沼城跡､沼崎山遺跡､ 夷穴横穴古墳群､南最知遺跡､ 中平
遺跡

1979（昭和５４年３月） ○

58 宮城県ほ場整備関連遺跡詳細分布調査報告書 中平遺跡､宮古島貝塚群､色麻古墳群､玉造遺跡､宇南遺跡､鶴ノ丸遺跡 1979（昭和５４年３月） ○

59 宇南遺跡 宇南遺跡 1979（昭和５４年３月） ○

60 歴史の道調査報告書 1979（昭和５４年３月）

61 五輪Ｃ遺跡 五輪Ｃ遺跡 1979（昭和５４年３月） ○

62 東北新幹線関係遺跡調査報告書Ⅱ
飯詰館跡､田中遺跡､谷津川遺跡､台ノ山遺跡､道上遺跡､八幡崎Ｂ遺跡､熊
谷遺跡､大門遺跡 1980（昭和５５年３月） △

63 東北自動車道関係遺跡調査報告書Ⅱ
御所内遺跡､赤鬼上遺跡､宮下遺跡､藤屋敷遺跡､西手取遺跡､手取遺跡､原
田遺跡､佐野遺跡 1980（昭和５５年３月） ○

64 宮城県ほ場整備関連遺跡詳細分布調査報告書 石神遺跡､七夕西遺跡､根岸遺跡 1980（昭和５５年３月） △

65 東北新幹線関係遺跡調査報告書Ⅲ
地蔵院館跡､内親引田遺跡､葉坂戸の内遺跡､上古川（延命地蔵）遺跡､留
沼遺跡､中ノ茎Ｂ、中ノ茎Ｃ、中ノ茎Ｄ遺跡､東館遺跡､下折木遺跡、新
庄館跡

1980（昭和５５年３月） △

66 歴史の道調査報告書 1980（昭和５５年３月）

67 金剛寺貝塚・宇賀崎貝塚・宇賀崎一号墳他
金剛寺貝塚､宇賀崎貝塚､宇賀崎１号墳､恵比須田遺跡出土の土偶､昭和54
年度発掘届一覧､宮城県文化財調査報告書一覧 1980（昭和５５年３月） △

68 玉造遺跡 玉造遺跡 1980（昭和５５年３月） ○

宮城県文化財調査報告書　刊行一覧
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宮城県文化財調査報告書　刊行一覧

69 東北自動車道遺跡調査報告書Ⅲ
宮沢遺跡､権現山遺跡､塩沢北遺跡､西原遺跡､一本杉遺跡､宮ノ脇遺跡､木
戸遺跡､山ノ上遺跡､宇南遺跡､有賀峰遺跡 1980（昭和５５年３月） ○

70 金取遺跡 金取遺跡 1980（昭和５５年３月） ○

71 東北自動車道関係遺跡調査報告書Ⅳ
湯ノ倉館跡､青木遺跡､引桜遺跡､明神脇遺跡､欠遺跡､持長地遺跡､大橋遺
跡､佐保山東遺跡､権現森遺跡､混内山遺跡､舟場遺跡､大山遺跡､伊原沢下
遺跡、大蛸遺跡

1980（昭和５５年３月） △

72 東北新幹線関係遺跡調査報告書Ⅳ 安久東遺跡､木ノ下遺跡､観音沢遺跡､八沢要害遺跡 1980（昭和５５年３月） ○

73 宮城県遺跡地名表 1981（昭和５６年３月）

74 宮城県遺跡地図 1981（昭和５６年３月）

75 宮城県ほ場整備関連遺跡詳細分布調査報告書 根岸遺跡､色麻古墳群､千賀田遺跡､三代河原遺跡 1981（昭和５６年３月） ○

76 東北地建バイパス関係遺跡調査報告書
上野山古墳群－山の上古墳－､平形遺跡（館山館跡Ｂ地区）､平形遺跡
(館山館跡Ｂ地区)､松ノ木沢田遺跡、向野Ａ遺跡､赤松館経塚 1981（昭和５６年３月） ○

77 東北新幹線関係遺跡調査報告書Ⅴ 清水遺跡､留沼遺跡､日向前横穴古墳 1981（昭和５６年３月） △

78 長者原貝塚・上新田遺跡 長者原貝塚､上新田遺跡 1981（昭和５６年３月） ○

79 仙南仙塩広域水道関係遺跡調査報告書Ⅰ
下原田遺跡､欠・持長地遺跡､宮城館跡､家老内遺跡､明神脇遺跡､御所内
遺跡 1981（昭和５６年３月） ○

80 歴史の道調査報告書 1981（昭和５６年３月）

81 東北自動車道遺跡調査報告書Ⅴ
植田前遺跡､家老内遺跡､宮城館跡､下原田遺跡､東山遺跡､東足立遺跡､日
光山遺跡､鶴ノ丸遺跡 1981（昭和５６年３月） △

82 宮城県の民俗芸能 1981（昭和５６年３月）

83 東北自動車道遺跡調査報告書Ⅵ 菅ノ沢遺跡､原前南遺跡､勝負沢遺跡､御駒堂遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

84 水入遺跡発掘調査報告書 水入遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

85 青木畑遺跡 青木畑遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

86 宮城県営圃場整備等関連遺跡詳細分布調査報告書 色麻古墳群､農学寮跡遺跡､御堂平遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

87 松島有料道路関連調査報告書Ⅰ 館山館跡､山下遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

88 仙南仙塩広域水道関係遺跡調査報告書Ⅱ 植田前遺跡､松田遺跡､青木遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

89 天神山遺跡 天神山遺跡 1982（昭和５７年３月） ○

90 宮城県文化財発掘調査略報
小梁川遺跡､保原平遺跡､大平館跡､佐沼城跡､藤浜貝塚､留沼遺跡、第１
号住居跡出土の炭化米粒 1982（昭和５７年３月） △

91 宮城県におけるニホンカモシカの生息状況－特別天然記念物カモシカ緊急調査－ 1982（昭和５７年３月）

92 東北自動車道遺跡調査報告書Ⅶ 松田遺跡、菅生田遺跡 1982（昭和５７年３月） △

93 東北自動車道遺跡調査報告書Ⅷ 八谷館、御所館、駒場館、佐内屋敷遺跡 1983（昭和５８年３月） △

94 南小泉遺跡 南小泉遺跡 1983（昭和５８年３月） ○

95 宮城県営圃場整備等関連遺跡詳細分布調査報告書 色麻古墳群、蝦夷塚古墳群、黒沢館跡、千賀田遺跡、岩ノ入遺跡 1983（昭和５８年３月） △

96 朽木橋横穴古墳群・宮前遺跡 朽木橋横穴古墳群、宮前遺跡 1983（昭和５８年３月） ○

97 御堂平遺跡 御堂平遺跡 1983（昭和５８年３月） ○

98 近世社寺建築緊急調査報告書 1983（昭和５８年３月）

99 東北自動車道遺跡調査報告書Ⅸ 二屋敷遺跡 1984（昭和５９年３月） △

100 宮城県営圃場整備等関連遺跡詳細分布調査報告書（昭和５８年度） 色麻古墳群、大谷地遺跡、矢ノ目遺跡 1984（昭和５９年３月） ○

101 鹿島遺跡・竹ノ内遺跡 鹿島遺跡、竹ノ内遺跡 1984（昭和５９年３月） ○

102 柳津館山遺跡　－東北地建バイパス関係遺跡調査報告書－ 柳津館山館跡 1984（昭和５９年３月） △

103 色麻町香ノ木遺跡・色麻古墳群　－昭和５９年度宮城県営圃場整備等関連遺跡詳細分
布調査報告書－

香ノ木遺跡、色麻古墳群 1985（昭和６０年３月） ○

104 今熊野遺跡・一本杉遺跡・馬越石塚 今熊野遺跡、一本杉遺跡、馬越石塚 1985（昭和６０年３月） ○

105 古川市宮沢遺跡　－化女沼ダム建設関係Ⅰ－ 宮沢遺跡 1985（昭和６０年３月） ○

106 石兜遺跡　－東北地建バイパス関係遺跡調査報告書－ 石兜遺跡 1985（昭和６０年３月） ○

107 七ヶ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書Ⅰ
小梁川遺跡、小梁川東遺跡、大倉遺跡、道端遺跡、矢立西遺跡、若林山
遺跡 1985（昭和６０年３月） ○

108 中峯遺跡発掘調査報告書 中峯遺跡 1985（昭和６０年３月） △

109 宮城県の民謡 1985（昭和６０年３月）

110 特別名勝松島保存管理計画 1985（昭和６０年３月）

111 田柄貝塚Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 田柄貝塚 1986（昭和６１年３月） △

112 川崎町二本松遺跡・河原田遺跡 二本松遺跡、河原田遺跡 1986（昭和６１年３月） ○

113 塩釜市新浜遺跡 新浜遺跡 1986（昭和６１年３月） ○

114 今熊野遺跡Ⅱ－縄文・弥生時代編 今熊野遺跡 1986（昭和６１年３月） ○

115 亘理町畑中貝塚 畑中貝塚 1986（昭和６１年３月） ○

116 硯沢・大沢窯跡ほか 硯沢窯跡、大沢窯跡、壇山Ａ遺跡 1987（昭和６２年３月） ○

117 小梁川遺跡－遺物包含層土器編 小梁川遺跡　遺物包含層土器編、原頭遺跡、養源寺跡、大熊南遺跡 1986（昭和６１年３月） △

118 宮城町観音堂遺跡・新宮前遺跡 観音堂遺跡、新宮前遺跡 1986（昭和６１年３月） ○

119 若柳町柴の脇遺跡・鳴瀬町里浜貝塚等
里浜貝塚、柴の脇遺跡、上谷横穴古墳群、五輪原Ａ遺跡、土倉田遺跡、
鉾附神社古墳、孫兵衛谷地遺跡、矢ノ目遺跡、菅生田遺跡、前田遺跡 1986（昭和６１年３月） ○

120 東北横断自動車道遺跡調査報告書Ⅰ
本屋敷遺跡、梅ヶ久保遺跡、寺入Ａ遺跡、寺入Ｂ遺跡、星野城跡、支倉
遺跡、音無Ａ遺跡、音無Ｂ遺跡、大平山Ｂ遺跡、大平山Ｄ遺跡、高山官
林遺跡

1986（昭和６１年３月） ○

121 東北横断自動車道遺跡調査報告書Ⅱ
中ノ内Ａ遺跡、中ノ内Ｂ遺跡、中ノ内Ｃ遺跡、向鹿遺跡、前田遺跡、西
林山遺跡、本屋敷遺跡 1987（昭和６２年３月） ○

122 七ヶ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書Ⅲ－小梁川遺跡 小梁川遺跡 1987（昭和６２年３月） △

123 宮城町西館跡・利府町郷楽・天神台遺跡－愛子・仙塩バイパス関連遺跡発掘調査報告書西館跡、郷楽遺跡、天神台遺跡 1987（昭和６２年３月） ○

124 亘理町三十三間堂遺跡ほか詳細分布調査報告書
三十三間堂遺跡、諏訪館跡、諏訪館跡前遺跡、仙南、仙塩広域水道関係
遺跡(中沢、中沢B、立目場、屋木戸内、赤鬼上遺跡)、古屋敷遺跡 1987（昭和６２年３月） ○

125 宮城県遺跡地図 1988（昭和６３年３月）

126 七ヶ宿ダム関連遺跡発掘調査報告書Ⅳ－大梁川遺跡・小梁川遺跡（石器編） 大梁川遺跡、小梁川遺跡 1988（昭和６３年３月） △

127 亘理町三十三間堂遺跡ほか 広畑遺跡、船渡道遺跡、鴻ノ町遺跡、西袋遺跡 1988（昭和６３年３月） △

128 西前・町田遺跡 西前遺跡、町田遺跡 1988（昭和６３年３月） ○

129 富沢遺跡・泉崎前地区 富沢遺跡 1988（昭和６３年３月） ○

130 宮城県の民話－民話伝承調査報告書 1988（昭和６３年３月）

131 亘理町三十三間堂遺跡ほか
三十三間堂遺跡、寂光寺跡、一里塚遺跡、台遺跡、戸の内脇遺跡、花山
寺経塚群、亘理城跡、兜塚古墳、薬ヶ崎貝塚、稲葉崎Ｂ遺跡、彦右エ門
橘窯跡、上斗遺跡

1989（平成元年３月） ○

132 摺萩遺跡 摺萩遺跡 1990（平成２年３月） △

133 絵馬 1990（平成２年３月）

134 利府町郷楽遺跡Ⅱ 郷楽遺跡 1990（平成２年３月） ○

135 寂光寺跡ほか
寂光寺跡、一里塚遺跡、天皇寺遺跡、廻立古墳群、猿喰東館跡、保呂羽
館跡、唐木崎貝塚、日影貝塚、白山遺跡、本宿前遺跡、中組遺跡、中沢
Ａ遺跡、中沢Ｂ遺跡、立目場遺跡、屋木戸内遺跡、赤鬼上遺跡

1990（平成２年３月） ○

136 大年寺山横穴群 大年寺山横穴群 1990（平成２年３月） ○

137 大貫館山館跡ほか
大貫館山館跡、上沼館跡、寺池館跡、館崎館跡、出島貝塚、倉崎貝塚、
花山寺跡、小林、稗柄遺跡、鍛冶沢遺跡 1990（平成２年３月） ○

138 山王遺跡　－仙塩道路建設関係遺跡八幡地区調査概報－ 山王遺跡 1990（平成２年３月） ○

139 上野館跡　－茂庭氏居館跡－ 上野館跡 1990（平成２年３月） ○

140 合戦原遺跡ほか

合戦原遺跡、田束山寂光寺跡、大嶺八幡遺跡、八幡遺跡、要害原遺跡、
吉野城跡、川袋古墳群、山中遺跡、中組遺跡、堂の入遺跡、中沢Ａ遺
跡、中沢Ｂ遺跡、立目場遺跡、屋木戸内遺跡、薬莱山麓遺跡群、小泉東
山遺跡、堀合館跡、都遺跡、西浦遺跡、清水遺跡、中屋敷前遺跡

1991（平成３年３月） △

141 山王遺跡　－仙塩道路関係遺跡 平成２年度発掘調査概要－ 山王遺跡 1991（平成３年３月） ○

142 藤田新田遺跡　－仙台東道路建設関係遺跡調査概報－ 藤田新田遺跡 1991（平成３年３月） ○

143 上野館跡（Ⅱ）　－平成２年度発掘調査報告－ 上野館跡 1991（平成３年３月） ○

144 館南囲遺跡ほか
舘南囲遺跡、小堤城跡、台町古墳群、下南山遺跡、高田遺跡、大畑遺
跡、深沢山遺跡、音無遺跡、蒲切沢遺跡 1991（平成３年３月） ○

145 野田山遺跡 野田山遺跡 1992（平成４年３月） ○
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146 下草古城跡ほか
下草古城跡、新谷地北遺跡、尾田峰貝塚、椿貝塚、諏訪館前遺跡、中屋
敷前遺跡、伊治城跡、赤井遺跡 1992（平成４年３月） ○

147 山王遺跡 山王遺跡 1992（平成４年３月） ○

148 藤田新田遺跡 藤田新田遺跡 1992（平成４年３月） ○

149 上野館跡（Ⅲ） 上野館跡 1992（平成４年３月） ○

150 金鋳神遺跡ほか
金鋳神遺跡、大嶺八幡遺跡、上田遺跡、二ツ木舘跡、藤折遺跡、七曲遺
跡、I地点、伊手遺跡 1992（平成４年３月） ○

151 宮城県の古建築－江戸・明治期の建造物－ 1992（平成４年３月）

152 宮城県遺跡地図 1993（平成５年３月）

153 山王遺跡　平成４年度概報　多賀前地区第1次調査 山王遺跡 1993（平成５年３月） ○

154 下草古城跡ほか
下草古城跡、大泉遺跡、新谷地遺跡、宮沢要害跡、山の神古墳、尾田峰
貝塚 1993（平成５年３月） ○

155 下南山遺跡 下南山遺跡 1993（平成５年３月） ○

156 上野館跡　－近世茂庭氏居館跡発掘調査報告書－　　 上野館跡 1993（平成５年３月） ○

157 狐塚遺跡ほか
狐塚遺跡、館南囲遺跡、安養寺中窯跡群、安養寺囲窯跡群、丹波谷地遺
跡、向野Ａ遺跡、黒沼館跡 1993（平成５年３月） ○

158 宮城県の民俗芸能 1993（平成５年３月）

159 北原遺跡 北原遺跡、新谷地遺跡 1993（平成５年３月） ○

160 下草古城跡ほか 下草古城跡、新谷地遺跡 1994（平成６年３月） ○

161 山王遺跡Ⅰ－古墳時代遺物包含層編 山王遺跡 1994（平成６年３月） △

162 山王遺跡八幡地区の調査　－県道泉塩釜線関連遺跡Ⅰ－ 山王遺跡 1994（平成６年３月） ○

163 藤田新田遺跡 藤田新田遺跡 1994（平成６年３月） ○

164 高田Ｂ遺跡　－第２次・３次調査－ 高田Ｂ遺跡 1994（平成６年３月） ○

165 宮城県指定有形文化財今野家住宅 1994（平成６年３月）

166 下草古城跡ほか
下草古城跡、新谷地遺跡、萱刈場窯跡、上野瓦焼場窯跡、長根浦貝塚、
前館跡 1995（平成７年３月） ○

167 山王遺跡Ⅱ　－多賀前地区遺構編－ 山王遺跡 1995（平成７年３月） ○

168 大畑遺跡ほか
大畑遺跡、町頭遺跡、若宮遺跡、大学町北遺跡、台町西遺跡、石堂Ｂ遺
跡 1995（平成７年３月） ○

169 下草古城跡ほか
下草古城跡、町田遺跡、栗原寺跡、亀岡遺跡、彦右衛門橋窯跡、大針遺
跡 1996（平成８年３月） ○

170 山王遺跡Ⅲ　－多賀前地区遺物編－ 山王遺跡 1996（平成８年３月） ○

171 山王遺跡Ⅳ　－多賀前地区考察編－ 山王遺跡 1996（平成８年３月） △

172 一本杉窯跡群 一本杉窯跡群 1996（平成８年３月） ○

173 舟場遺跡ほか
舟場遺跡、上代遺跡、下草古城跡、壇の越遺跡、岩見壇遺跡、片吹遺
跡、彦右エ門橋窯跡 1997（平成９年３月） ○

174 山王遺跡Ⅴ 山王遺跡 1997（平成９年３月） ○

175 山王遺跡町地区の調査　－県道泉塩釜線関連調査報告書Ⅱ－ 山王遺跡 1998（平成１０年３月） △

176 宮城県遺跡地図 1998（平成１０年３月）

177 壇の越遺跡・念南寺古墳 壇の越遺跡、念南寺古墳 1998（平成１０年３月） ○

178 一本柳遺跡Ⅰ 一本柳遺跡 1998（平成１０年３月） ○

179 一里塚遺跡　－第４４・４７次発掘調査報告書－ 一里塚遺跡 1999（平成１１年３月） ○

180 海蔵庵板碑群 海蔵庵板碑群 1999（平成１１年３月） ○

181 名生館遺跡・下草古城本丸跡ほか 名生館遺跡、下草古城本丸跡、寺下遺跡、白石城跡 1999（平成１１年３月）

182 宮城県の祭り・行事 2000（平成１２年３月）

183 名生館遺跡ほか 名生館遺跡、萩田遺跡、桑畑Ａ遺跡、一本柳遺跡、牧野巣山塚跡 2000（平成１２年３月） ○

184 市川橋遺跡　－県道泉塩釜線関連調査報告書Ⅲ－ 市川橋遺跡 2001（平成１３年３月）

185 一本柳遺跡Ⅱ 一本柳遺跡 2001（平成１３年３月）

186 山王遺跡八幡地区の調査２　－県道泉塩釜線関連調査報告書Ⅳ－　古墳時代後期ＳＤ２０５０河川跡編 山王遺跡 2001（平成１３年３月）

187 名生館遺跡ほか 名生館遺跡、大崎窯跡、郷主内遺跡、一本柳遺跡 、小沼遺跡、淀遺跡 2001（平成１３年３月） △

188 名生館遺跡ほか
名生館遺跡、館の内遺跡、一本柳遺跡、小沼遺跡、刈敷館跡、窪田遺
跡、都遺跡、新城館跡 2002（平成１４年３月） ○

189 沢田山西遺跡 沢田山西遺跡 2002（平成１４年３月） ○

190 宮城県の近代化遺産 2002（平成１４年３月）

191 新田東遺跡　－三陸縦貫自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅱ－ 新田東遺跡 2003（平成１５年３月） ○

192 嘉倉貝塚 嘉倉貝塚 2003（平成１５年３月） ○

193 市川橋遺跡 市川橋遺跡 2003（平成１５年３月） ○

194 中野高柳遺跡Ⅰ 中野高柳遺跡 2003（平成１５年３月） ○

195 壇の越遺跡ほか

壇の越遺跡、十郎田遺跡、窪田遺跡、前戸内遺跡、西屋敷遺跡、西小屋
館跡、戸ノ内遺跡、原遺跡、六角遺跡、三の輪遺跡、車地蔵遺跡、鍛冶
屋敷遺跡、上葉の木沢遺跡、中葉の木沢遺跡、山王遺跡(小牛田町)、大
畑遺跡

2003（平成１５年３月） ○

196 沢田山西遺跡ほか 沢田山西遺跡、崎山B遺跡、万歳山Ｃ遺跡、八幡遺跡 2004（平成１６年３月） ○

197 中野高柳遺跡Ⅱ 中野高柳遺跡 2004（平成１６年３月） ○

198 山王遺跡伊勢地区の調査　－県道泉塩釜線関連調査報告書Ⅴ－ 山王遺跡 2004（平成１６年３月） ○

199 壇の越遺跡ほか 壇の越遺跡、瑞巌寺境内遺跡 2004（平成１６年３月） ○

200 角山遺跡　－三陸縦貫自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅳ－ 角山遺跡 2005（平成１７年３月） ○

201 中野高柳遺跡Ⅲ 中野高柳遺跡 2005（平成１７年３月） ○

202 壇の越遺跡ほか
壇の越遺跡、北小松遺跡、袖沢古墳群、吹付遺跡、大石原遺跡、上川名
貝塚、要害遺跡、須崎城跡 2005（平成１７年３月） ○

203 青塚城跡ほか 青塚城跡、牛飼遺跡 2005（平成１７年３月） ○

204 中野高柳遺跡Ⅳ 中野高柳遺跡 2006（平成１8年３月） △

205 桃生城跡・細谷B遺跡　－三陸縦貫自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅴ－ 桃生城跡、細谷Ｂ遺跡 2006（平成１8年３月） ○

206 角山遺跡・山居遺跡　－三陸縦貫自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅵ－ 角山遺跡、山居遺跡 2006（平成１8年３月） ○

207 上楯城跡 上楯城跡 2006（平成１8年３月） ○

208 東山官衙遺跡周辺ほか
東山官衙遺跡周辺地区(早風遺跡)、浦宿B遺跡、青島貝塚、大橋貝塚、
小森遺跡、西館館跡 2006（平成１8年３月） ○

209 市川橋遺跡の調査　－県道泉塩釜線関連調査報告書Ⅵ－ 市川橋遺跡 2007（平成１9年３月） ○

210 太田窯跡 大田窯跡 2007（平成１9年３月） ○

211 東北地方整備局関連遺跡発掘調査報告書 布目遺跡、菅ノ沢遺跡、旧大衡役場前遺跡 2007（平成１9年３月） ○

212 下富前遺跡 下富前遺跡 2007（平成１9年３月） ○

213 早風遺跡ほか
早風遺跡、田川八幡館跡、上野目焼窯跡、雄島遺跡、袖野田遺跡、三ヶ
森遺跡、町頭塚、丸森山遺跡、小沢口古墳 2007（平成１9年３月） ○

214 山居遺跡（縄文時代編）ほか 山居遺跡、小山遺跡 2007（平成１9年３月） ○

215 平林遺跡 平林遺跡 2008（平成２０年３月） ○

216 北小松遺跡ほか　－平成１９年度発掘調査概報－ 北小松遺跡、愛宕山遺跡、諏訪遺跡、宮沼遺跡 2008（平成２０年３月） ○

217 壇の越遺跡ほか 壇の越遺跡、宮城平遺跡、小森遺跡、瑞巌寺境内遺跡 2008（平成２０年３月） ○

218 市川橋遺跡の調査　伏石・八幡地区　－県道『泉－塩釜線』関連調査報告書Ⅶ－ 市川橋遺跡 2009（平成２１年３月） ○

219 原田遺跡・下萩沢遺跡　－一般国道４号バイパス関連遺跡調査報告書Ⅰ－ 原田遺跡、下萩沢遺跡 2009（平成２１年３月） ○

220 石森館跡 石森館跡 2009（平成２１年３月） ○

221 壇の越遺跡・早風遺跡ほか 壇の越遺跡、早風遺跡、羽場遺跡、青塚城跡 2009（平成２１年３月） ○

222 鍛冶沢遺跡 鍛冶沢遺跡、欠山遺跡、淡島山遺跡 2010（平成２２年３月） ○

223 北小松遺跡ほか 北小松遺跡、愛宕山遺跡、諏訪遺跡、宮沼遺跡 2010（平成２２年３月） ○

224 一里塚遺跡 一里塚遺跡 2010（平成２２年３月） ○

225 壇の越遺跡・早風遺跡ほか 壇の越遺跡、早風遺跡、日の出山窯跡群、石森館跡、市川橋遺跡 2010（平成２２年３月） ○

226 北小松遺跡　－田尻西部地区ほ場整備事業に係る平成２０年度発掘調査報告書－ 北小松遺跡 2011（平成２３年３月） ○

227 観音堂山遺跡 観音堂山遺跡 2011（平成２３年３月） ○

228 羽場遺跡ほか 羽場遺跡、瑞巌寺境内遺跡、母子沢遺跡、浦宿尾田峰貝塚、浦宿C遺跡 2011（平成２３年３月） ○
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229 須江瓦山Ａ窯跡 須江瓦山Ａ窯跡 2012（平成２４年３月） ○

230 西石山原遺跡ほか　－常磐自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅰ－
西石山原遺跡、山王Ｂ遺跡、浅生原遺跡、上宮前遺跡、北山神遺跡、南
山神Ｂ遺跡 2012（平成２４年３月） ○

231 大天馬遺跡　－一般国道４号築館バイパス関連遺跡調査報告書Ⅱ－ 大天馬遺跡 2012（平成２４年３月） ○

232 卯月沢遺跡 卯月沢遺跡 2013（平成２５年３月） ○

233 平成２４年度東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告Ⅰ
松崎館跡、若宮遺跡、津の宮遺跡、青島館跡、月浜古墳群、立浜貝塚、
韮塚貝塚、中沢遺跡、羽黒下遺跡、野々浜遺跡、野々浜Ｂ遺跡、内山遺
跡、朴島宅地遺跡、桂島貝塚

2014（平成２６年３月） ○

234 北小松遺跡　－田尻西部地区ほ場整備事業に係る平成２１年度発掘調査報告書－ 北小松遺跡 2014（平成２６年３月） ○

235 山王遺跡Ⅵ　－多賀前地区第４次発掘調査報告書－ 山王遺跡 2014（平成２６年３月） ○

236 平成２５年度東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告Ⅱ
八幡沖遺跡、浪田遺跡、十二神遺跡、竹の浦遺跡、大石原遺跡、宮ケ崎
遺跡、野々浜Ｂ遺跡、高白浜遺跡、内山遺跡、荒井田貝塚 2015（平成２７年３月） ○

237 入大遺跡 入大遺跡 2015（平成２７年３月） ○

238
山王遺跡・市川橋遺跡の調査　－都市計画道路（主要地方道）『泉－塩釜線』関連調査報告
書Ⅷ－

山王遺跡、市川橋遺跡 2015（平成２７年３月） ○

239 涌沢遺跡ほか　－常磐自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅱ－
涌沢遺跡、内手遺跡、上宮前北遺跡、南山神Ｂ遺跡、新田Ｂ遺跡、影倉
Ｅ遺跡、影倉Ｂ遺跡、影倉Ｃ遺跡、影倉Ｄ遺跡、荷駄馬遺跡、上小山遺
跡、法羅遺跡

2015（平成２７年３月） ○

240 平成２６年度東日本大震災復興事業関連遺跡調査報告Ⅲ
荒井田貝塚、崎山遺跡、横浦館跡、立浜貝塚、波伝谷遺跡、長屋敷遺
跡、波伝谷板碑群 2016（平成２８年３月） ○

241 大天馬遺跡・後沢遺跡　－みやぎ県北高速幹線道路関連遺跡調査報告書Ⅱ－ 大天馬遺跡、後沢遺跡 2016（平成２８年３月） ○

242 宮城県の近代和風建築　－宮城県近代和風建築総合調査報告書－ 2016（平成２８年３月）

243 熊の作遺跡ほか－常磐線復旧関連遺跡調査報告書－
戸花山遺跡、狐塚遺跡、向山遺跡、熊の作遺跡、犬塚遺跡、新中永窪遺
跡、雷神遺跡、山ノ上遺跡 2016（平成２８年３月） ○

244 御駒堂遺跡・堂の沢遺跡　－一般国道４号線築館バイパス関連遺跡調査報告書Ⅲ－ 御駒堂遺跡、堂の沢遺跡 2016（平成２８年３月） ○

245 入の沢遺跡　－一般国道４号築館バイパス関連遺跡調査報告書Ⅳ－ 入の沢遺跡 2016（平成２８年３月） ○

246 山王遺跡Ⅶ　－三陸沿岸道路建設に伴う八幡・伏石地区発掘調査報告書－ 山王遺跡 2018（平成３０年３月） ○

247 石川原遺跡ほか－三陸縦貫自動車道建設関連遺跡調査報告書Ⅹ－
石川原遺跡、道貫館跡、卯名沢貝塚、卯名沢古墳群、台の下遺跡、高谷
貝塚、寺沢遺跡、長平遺跡 2018（平成３０年３月） ○

248
団子山西遺跡Ⅰ　－田尻西部地区ほ場整備事業に係わる平成22～25年度（H・I・L
区）発掘調査報告書－

団子山西遺跡 2018（平成３０年１２月） ○

249 源光遺跡　－都市計画道路源光町田線関連遺跡調査報告書－ 源光遺跡 2019（平成３1年３月） ○

250 大久保貝塚ほか 大久保貝塚、貞山堀、大向遺跡 2019（平成３1年３月） ○

251
入の沢遺跡ほか　－平成２７～３０年度埋蔵文化財発掘調査－　入の沢遺跡・市川
橋遺跡・坂ノ下浦I 遺跡・彦右エ門橋窯跡近接地

入の沢遺跡、市川橋遺跡、坂ノ下浦I 遺跡、彦右エ門橋
窯跡近接地

2020（令和２年３月） ○

252
団子山西遺跡Ⅱ　－田尻西部地区ほ場整備事業に係る平成23・25 ～ 27・29 年度
（Ｊ・Ｋ・Ｍ区）発掘調査報告書－

団子山西遺跡 2020（令和２年３月） ○

253 小屋館城跡・忍館城跡　－三陸沿岸道路 気仙沼道路建設関連遺跡調査報告書－ 小屋館城跡、忍館城跡 2020（令和２年３月） ○

254 北小松遺跡－田尻西部地区ほ場整備事業に係る平成22年度発掘調査報告書－ 北小松遺跡 2021（令和3年３月） ○

255 北小松遺跡ほか－田尻西部地区ほ場整備事業に係る発掘調査総括報告書－ 北小松遺跡、愛宕山遺跡、諏訪遺跡、宮沼遺跡 2021（令和3年３月） ○

256 源光遺跡ほか 源光遺跡、東島田原遺跡、上足沢遺跡、おたまや遺跡 2021（令和3年３月） ○


