
香取市文化財一覧

区分・種別 名称 附 点数 指定日 所有者・場所等
1 有形・工芸品 尺時計 1点 昭和37年1月5日 伊能忠敬記念館（佐原）
2 民俗・有形民俗 八坂神社旧神輿 1基 昭和40年2月18日 水郷佐原山車会館（佐原）
3 有形・絵画 十六羅漢像 16幅 昭和42年12月22日 徳星寺（小見）
4 有形・彫刻 薬師如来 1躯 昭和42年12月22日 個人（田部）
5 有形・典籍 大般若経文 600巻 昭和42年12月22日 新福寺（八都）
6 記念物・史跡 土井利勝植林指導地 7310㎡ 昭和42年12月22日 仁良（仁良）
7 記念物・史跡 鴇崎貝塚 昭和45年5月27日 鴇崎区（鴇崎）
8 記念物・史跡 三郎作貝塚 昭和45年5月27日 新市場区（新市場）
9 記念物・史跡 大倉南貝塚 昭和45年5月27日 大倉字井戸谷（大倉）
10 記念物・史跡 台畑貝塚 昭和45年5月27日 多田字台畑（多田）
11 記念物・史跡 片野新林古墳 昭和45年5月27日 片野字新林（片野）
12 記念物・史跡 又見古墳 昭和45年5月27日 又見神社（香取）
13 記念物・史跡 本矢作城跡 昭和45年5月27日 本矢作972（本矢作）
14 記念物・史跡 大崎城跡 昭和45年5月27日 大崎字城内（大崎）
15 記念物・史跡 伊能忠敬墓 昭和45年5月27日 観福寺（牧野）
16 記念物・史跡 今泉恒丸墓 昭和45年5月27日 前原共同墓地（佐原）
17 記念物・史跡 楫取魚彦墓 昭和45年5月27日 観福寺（牧野）
18 記念物・史跡 松永呑舟墓 昭和45年5月27日 千仏寺（津宮）
19 記念物・史跡 清宮秀堅墓 昭和45年5月27日 浄国寺（佐原）
20 有形・彫刻 木造釈迦如来同脇侍像 3躯 昭和45年5月27日 光福寺（寺内）
21 有形・彫刻 木造阿弥陀如来坐像 1躯 昭和45年5月27日 西福寺（山之辺）
22 記念物・天然記念物 堂の下大ひいらぎ 昭和45年5月27日 個人（長山）
23 民俗・無形民俗 多田の獅子舞 昭和47年6月29日 多田区（多田）
24 記念物・史跡 城山第4号墳 1基 昭和48年4月23日 小見川（小見川）
25 記念物・史跡 富田第1号墳 1基 昭和48年4月23日 富田（富田）
26 記念物・史跡 山倉の念仏塚 3基 昭和48年8月20日 山倉（山倉）
27 有形・建造物 安産大神 1棟 昭和48年8月20日 愛宕神社（府馬）
28 記念物・天然記念物 安興寺大杉 1樹 昭和50年11月12日 安興寺（岩部）
29 有形・古文書 関家文書 24点 昭和51年3月17日 個人（小見川）
30 有形・古文書 脇家文書 10点 昭和51年3月17日 個人（小見川）
31 有形・古文書 谷本家古文書 28点 昭和51年3月17日 個人（岡飯田）
32 記念物・史跡 森山城主東胤頼夫妻の墓 2基 昭和51年3月17日 芳泰寺（岡飯田）
33 記念物・天然記念物 樹林寺四季桜 1本 昭和51年3月17日 樹林寺（五郷内）
34 有形・絵画 杉板戸絵 4枚1組 昭和51年9月17日 大乗寺（岩部）
35 有形・彫刻 子育て地蔵菩薩 1躯 昭和51年9月17日 薬王寺（高萩）
36 有形・建造物 津宮河岸の常夜燈 1基 昭和52年6月1日 津宮河岸（津宮）
37 民俗・無形民俗 大崎の大和神楽 昭和52年6月1日 大崎区（大崎）
38 民俗・無形民俗 側高神社のひげなで祭 昭和52年6月1日 側高神社（大倉）
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39 民俗・有形民俗 玉田神社の力石 5石 昭和52年6月1日 玉田神社（丁子新田）

40 記念物・史跡 神道山古墳群
前方後円墳1
基、円墳11基

昭和52年6月1日 香取字神道（香取）

41 記念物・史跡 頭白上人塚 1基 昭和52年6月1日 大根字来光（大根）
42 記念物・史跡 伊能穎則墓 昭和52年6月1日 観福寺（佐原）
43 記念物・史跡 源満仲伝承地 八幡宮 21㎡ 昭和52年6月1日 光明院（多田）

44 有形・絵画
絹本着色浄土曼陀羅
　－浄土変相図－

3幅 昭和53年4月1日 法界寺（佐原）

45 有形・絵画 坂本桃渕遺作 30点 昭和53年4月1日 個人（佐原）
46 有形・建造物 真淨寺本堂 1棟 昭和53年5月13日 真浄寺（沢）
47 有形・建造物 実相寺山門 1棟 昭和53年5月13日 実相寺（苅毛）
48 記念物・史跡 稲屋敷 1ケ所 昭和53年8月20日 田部字遠田部（田部）
49 記念物・史跡 向油田貝塚 1ケ所 昭和53年8月20日 神生（神生）
50 記念物・史跡 土井の新堤 1,200㎡ 昭和53年8月20日 田部字新堤（田部）
51 記念物・名勝 橘堰 20,429㎡ 昭和53年8月20日 橘ふれあい公園（田部・仁良）
52 有形・建造物 徳星寺本堂 1棟 昭和53年12月22日 徳星寺（小見）
53 有形・建造物 稲葉山神社本殿 1棟 昭和53年12月22日 稲葉山神社（長岡）
54 有形・建造物 阿弥陀如来一尊来迎絵図 1基 昭和53年12月22日 個人（田部）
55 有形・建造物 八幡神社板碑 1基 昭和54年11月10日 八幡神社（志高）
56 有形・建造物 下総式寛治板碑 1基 昭和56年6月22日 新里（新里）
57 有形・建造物 下総式長嘉板碑 1基 昭和56年6月22日 萬蔵院（新里）

58 民俗・無形民俗 白川流十二神楽 昭和56年6月22日
八重垣神社御神楽保存会・
八重垣神社（新里）

59 記念物・史跡 虚無僧墓 1基 昭和56年9月22日 大角こものはか（大角）
60 有形・工芸品 宝篋印塔 1基 昭和57年3月16日 沢区（沢）
61 有形・歴史資料 曼荼羅 4幅 昭和57年3月16日 個人（岩部）
62 有形・歴史資料 検地帳 2冊 昭和57年3月16日 苅毛区（苅毛）
63 有形・歴史資料 検地帳 4冊 昭和57年3月16日 西田部区（西田部）
64 記念物・史跡 常葉談林 5482㎡ 昭和57年3月16日 実相寺（苅毛）
65 有形・建造物 山倉大神本殿 1 昭和58年9月26日 山倉大神（山倉）

66 記念物・史跡 肥前鹿島藩鍋島氏の遺跡
雲型袖付五重座位牌4基、
金銅製観世音菩薩立像1躯

昭和59年9月1日 円通寺（上小川）

67 有形・考古資料 図像板石塔婆 1基 昭和59年9月1日 寺内区不動堂（寺内）
68 有形・工芸品 光福寺寺宝類 3点 昭和59年9月1日 光福寺（寺内）
69 有形・考古資料 金泥板石塔婆 4基 昭和59年9月1日 大竜寺（与倉）

70 民俗・無形民俗 木内神楽 昭和60年2月27日
木内神楽保存会・
木内大神（木内）

71 民俗・無形民俗 油田神楽 昭和60年2月27日
油田神楽保存会・
大宮大神（油田）
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72 民俗・無形民俗 新市場神楽 昭和60年6月1日
新市場区天宮神社神楽保存会・
新市場区（新市場）

73 有形・彫刻
木造聖観世音菩薩立像・
木造愛染明王坐像

3躯 平成3年3月1日 観福寺（牧野）

74 有形・歴史資料 観福寺文書 53点 平成3年3月1日 観福寺（牧野）
75 有形・工芸品 金銅牡丹唐草文華鬘 6枚 平成3年3月1日 観福寺（牧野）

76 記念物・天然記念物 岩ケ崎の森 平成3年3月1日
稲荷神社・
岩ケ崎区（佐原）

77 有形・考古資料 阿弥陀文字図像板碑 1基 平成3年3月1日 新寺区（新寺）
78 有形・考古資料 阿弥陀文字図像板碑 1基 平成3年3月1日 大戸区（大戸）
79 有形・考古資料 阿弥陀文字図像板碑 1基 平成3年3月1日 浄土寺（大戸川）
80 有形・考古資料 種子不動明王図像板碑 1基 平成3年3月1日 西福寺（山之辺）
81 有形・考古資料 阿弥陀文字図像板碑 1基 平成3年3月1日 大竜寺（与倉）
82 有形・考古資料 阿弥陀文字図像板碑 1基 平成3年3月1日 多田分飯司堂（香取）

83 有形・歴史資料 千体仏
木喰徳本宗休位牌1基、
紙本着色千体仏画3幅、
木造阿弥陀如来坐像1基

863体 平成3年3月1日 千仏寺（津宮）

84 有形・考古資料 種子板碑（正元元年在銘） 1基 平成4年10月1日 密蔵寺（岩ケ崎）
85 有形・彫刻 木造聖観世音菩薩立像 1躯 平成4年10月1日 観音区（観音）
86 有形・絵画 両界曼荼羅 2幅 平成4年10月1日 観福寺（牧野）
87 有形・絵画 常光明会曼荼羅 1幅 平成4年10月1日 観福寺（牧野）
88 有形・絵画 釈迦三尊十六善神像 1幅 平成4年10月1日 観福寺（牧野）
89 有形・絵画 弥勒曼荼羅 1幅 平成4年10月1日 観福寺（牧野）
90 有形・建造物 神庫 平成6年3月1日 香取神宮（香取）
91 有形・建造物 返田神社本殿 平成6年3月1日 返田神社（返田）
92 有形・建造物 神徳館表門 平成7年6月1日 香取神宮（香取）
93 有形・彫刻 木造十一面観音菩薩坐像 平成8年7月1日 歓喜院（扇島）
94 有形・建造物 天真正伝香取神道流道場 平成8年7月1日 神道流道場（香取）

95 民俗・無形民俗 本矢作区の神楽 平成8年7月1日
神楽保存会・
本矢作区（本矢作）

96 民俗・無形民俗 愛宕神社神楽 平成10年10月21日
愛宕神社神楽稚児舞保存会・
愛宕神社（府馬）

97 民俗・無形民俗 山倉大神　白川流十二座神楽 平成10年10月21日
山倉芸能保存会・
山倉大神（山倉）

98 有形・古文書 荒北郷御縄打之水帳 7冊 平成11年10月21日 荒北区（荒北）
99 有形・絵画 大乗寺仏涅槃図 1幅 平成11年10月21日 大乗寺（岩部）
100 有形・絵画 安興寺仏涅槃図 1幅 平成11年10月21日 安興寺（岩部）

101 民俗・無形民俗
熊野神社並びに若宮八幡宮等
　神幸祭宮前番所使者受諸役芸能

平成12年5月19日
若宮八幡宮氏子・
志高区（志高）

102 有形・考古資料 瓦当笵 1個 平成13年12月18日 香取市文化財保存館（羽根川）
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103 民俗・無形民俗 下小野神楽 平成14年1月4日 下小野区（下小野）

104 民俗・有形民俗 下仲町区山車人形　菅原道真
1躯の内、

頭1個手一対
平成14年4月1日 下仲町区（佐原）

105 有形・彫刻 妙見菩薩立像 1躯 平成15年3月3日 本命寺（大崎）
106 有形・彫刻 男神坐像 2躯 平成15年3月3日 本命寺（大崎）
107 有形・古文書 府馬領主依田家文書 1通 平成15年12月3日 個人（志高）
108 有形・古文書 志高村延享二年水帳 1冊 平成15年12月3日 個人（志高）
109 有形・古文書 府馬領主進藤家文書 2通 平成15年12月3日 個人（志高）
110 民俗・無形民俗 長岡　稲葉山神社　神楽 平成17年11月2日 長岡神楽保存会（長岡）
111 有形・古文書 下総国香取郡府馬郷水帳 12冊 平成17年11月2日 個人（志高）
112 有形・古文書 竹内東白の事蹟（著書） 一括 平成17年11月2日 個人（新里）
113 有形・建造物 久保神社本殿 1棟 平成17年12月6日 久保神社（久保）
114 有形・歴史資料 千葉親胤御影 1幅 平成17年12月6日 久保神社（久保）
115 有形・歴史資料 久保神社御神幸絵図 1巻 平成17年12月6日 久保神社（久保）
116 有形・書跡 祐天上人名号跡 1幅 平成17年12月6日 久保区（久保）
117 有形・歴史資料 小見川藩主内田氏関連位牌 一式(54点) 平成17年12月6日 本願寺（小見川）
118 有形・歴史資料 伊能忠敬関係資料 93点 平成18年3月1日 伊能忠敬記念館（佐原）

119 民俗・有形民俗
旧関戸町の猿田彦
　頭部及び両手部

旧関戸町御簾・扁額 3点 平成18年3月1日 水郷佐原山車会館（佐原）

120 有形・考古資料 大戸宮作１号墳出土品 一括 平成19年7月3日 香取市文化財保存館（羽根川）
121 記念物・史跡 三ノ分目大塚山古墳 1基 平成26年6月2日 三ノ分目区・個人
122 有形・建造物 来迎寺宝篋印塔 3基 平成27年7月30日 貝塚区・個人

123 有形・歴史資料 大禰宜家所蔵資料 3点
平成28年9月5日
（平成29年7月12日追

個人（香取）

124 民俗・無形民俗 牧野大神楽 平成31年2月1日 牧野神楽保存会（牧野）
125 有形・歴史資料 香取神宮八龍神像 8躯 令和3年6月1日 香取神宮（香取）
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