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印西市文化財一覧

　○ 指定文化財

区分 № 種　　　別 名　　　称 伝承地・所在地 指定年月日 伝承者・所有者 公開の有無 ページ

国

1 有形・建造物 宝珠院観音堂 小倉1138 昭和 9.1.30 宝珠院 ○ 15

2 有形・建造物 栄福寺薬師堂 角田2 昭和
29.9.17 栄福寺 ○ 27

3 有形・建造物 泉福寺薬師堂 岩戸1671 昭和
52.6.27 泉福寺 ○ 25

4 有形・彫刻 銅造不動明王立像 結縁寺516　 大正 3.4.17 結縁寺 毎年9月28日 19

5 有形・彫刻
木造薬師如来坐像
木造薬師如来立像

（七仏薬師）
松虫7 昭和

34.6.27 松虫寺 33年に一度 22

6 記念物・
天然記念物 木下貝層 木下字平台799−1

ほか
平成
14.3.19 印西市 ○ 6

県

7 有形・彫刻 木造毘沙門天及び両脇
侍立像 松崎396　毘沙門堂 昭和

29.3.31 多聞院 7月最終土曜 19

8 有形・彫刻 木造延命地蔵菩薩坐像 和泉971 昭和
30.12.15 泉倉寺 ○ 15

9 有形・彫刻 木造薬師如来坐像
平賀2146・
岩戸1742 
印旛歴史民俗資料館

昭和 42.3.7 来福寺 毎年7月7日 25

10 有形・彫刻 木造金剛力士立像 滝1009 平成 3.2.15 瀧水寺 ○ 27

11 有形・彫刻 銅造十一面観音立像 木下777
上町観音堂 平成 6.2.22 三宝院 毎年8月9日 6

12 有形・彫刻 木造地蔵菩薩立像 別所1005　 平成 7.3.14 地蔵寺 60年に一度 7

13 有形・彫刻 木造不動明王立像及び
毘沙門天立像 小林1615 平成 25.3.1 西福寺 毎年8月12日 11

14 有形・工芸品 梵鐘 竜腹寺626 昭和
47.1.28 龍腹寺 ○ 27

15 有形・工芸品 梵鐘・建武五年在銘 滝1009 昭和
47.1.28 瀧水寺 ○ 28

16 有形・工芸品 梵鐘・応安二年在銘 大森2034−1 昭和
47.9.29 長楽寺 ○ 13

17 有形・工芸品 鋳銅孔雀文磬 松虫7 昭和 60.3.8 松虫寺 ○ 22

18 有形・考古資料 馬込遺跡出土瓦塔
木下1489−1 
木下交流の杜歴史
資料センター

平成
20.3.18 印西市 ○ 8

19 民俗・
有形民俗文化財 押付の水塚 押付地先 昭和

53.2.28 個人 所有者の承諾が
必要 28

20 民俗・
無形民俗文化財 鳥見神社の獅子舞 平岡1476

鳥見神社
昭和
30.12.15

平岡鳥見神社獅子舞
保存会 毎年5月3日 7

21 民俗・
無形民俗文化財 鳥見神社の神楽 中根1339

鳥見神社 昭和 36.6.9 大和神楽保存会 毎年10月17日 28

22 民俗・
無形民俗文化財 浦部の神楽 浦部2125

鳥見神社
昭和
42.12.22 浦部神楽保存会 毎年10月第3日曜 16

23 記念物・
天然記念物 将監のオニバス発生地 将監地先 昭和 52.3.8 個人 29

市

24 有形・彫刻 福聚院阿弥陀三尊立像 中根1378 平成 5.6.22 福聚院 ○ 29

25 有形・彫刻 薬師如来立像 滝1008−1 平成
22.2.19 瀧水寺 ○ 29

26 有形・工芸品 鋳銅鰐口 松虫７ 昭和 51.6.1 松虫寺 ○ 23

27 有形・工芸品 曼荼羅掛軸 笠神725 昭和
54.5.28 南陽院 ○ 29

28 有形・工芸品 鋳銅鰐口 竹袋141
竹袋稲荷神社

昭和
54.9.10 三宝院 ○ 7

29 有形・工芸品 観音寺鋳銅鰐口 浦部1978−1 昭和 57.8.5 観音寺 ○ 16

30 有形・工芸品 龍湖寺絵馬 物木213 平成 5.6.22 龍湖寺 ○ 30
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市

31 有形・古文書 吉岡家河岸関係文書
木下1489−1 
木下交流の杜歴史
資料センター

平成 3.6.4 個人 市教委問い合わせ 9

32 有形・考古資料 常滑の大壺 岩戸1742 
印旛歴史民俗資料館 昭和 51.6.1 印旛村文化財保護の

会 ○ 25

33 有形・歴史資料 板石塔婆 吉高533−1−2 昭和 51.6.1 迎福寺 ○ 23

34 有形・歴史資料 弥陀一尊武蔵型板碑 浦部1978−1 昭和 57.8.5 観音寺 ○ 16

35 有形・歴史資料 弥陀三尊下総型板碑 小林1841 昭和 57.8.5 光明寺 ○ 11

36 有形・歴史資料 板石塔婆 岩戸1742 
印旛歴史民俗資料館 平成 3.5.8 個人 ○ 25

37 有形・歴史資料 小金牧鹿狩資料
｢村小旗」

木下1489−1 
木下交流の杜歴史資
料センター

平成 3.6.4 印西市 市教委問い合わせ 9

38 有形・歴史資料 高札（五榜の掲示） 酒直卜杭地先 平成 17.7.6 個人 所有者の承諾が
必要 30

39 民俗・
無形民俗文化財 いなざき獅子舞 和泉622　鳥見神社 昭和

41.4.19
いなざき獅子舞保存
会 毎年秋分の日 17

40 民俗・
無形民俗文化財 別所の獅子舞 別所1005　地蔵寺 昭和

41.4.19 別所獅子舞保存会 毎年8月24日 8

41 民俗・
無形民俗文化財 八幡神社の獅子舞 中根187 昭和 49.4.1 八幡神社の獅子舞保

存会 毎年4月第3日曜 30

42 記念物・史跡 月影の井 浦部1261−2 昭和
43.4.25 月影の井保存会 ○ 17

43 記念物・史跡 上宿古墳 大森2346−2 昭和
48.1.19 個人 ○ 13

44 記念物・史跡 武西の百庚申塚 武西学園台三丁目
128

平成
11.3.25 印西市 ○ 20

45 記念物・史跡 泉新田大木戸野馬堀遺
跡

草深1878−7、
泉70−10

平成
17.8.16 印西市 ○ 20

46 記念物・史跡 道作古墳群 小林字馬場2826−
1、2826−5

平成
26.3.24 印西市 ○ 11

47 記念物・史跡 掩体壕 東の原三丁目108 平成
28.9.23 印西市 ○ 20

48 記念物・
天然記念物 藤の木 中根地先 昭和

54.5.28 個人 所有者の承諾が
必要 30

49 記念物・
天然記念物 吉高の大桜 吉高930−1−1 昭和

56.10.15 個人 ○ 23

　○ 国登録文化財

区分 № 種　　　類 名　　　称 所在地 登録年月日 所有者 ページ

国 50 有形・建造物
岩井家住宅主屋

（旧武蔵屋店舗）
木下1645

平成
19.12.5

個人
金・土・日・月曜、 
その他曜日は所有
者の承諾が必要

8

表紙のこのマークは、文化財愛護シンボルマークとして、文化財愛護運動を全国に推し進

めるための旗じるしとして、昭和 41 年 5 月に定められたものです。ひろげた両手の手の

ひらのパターンによって、日本建築の重要な要素である組み物（斗
ときょう

栱）のイメージを表し、

これを三つ重ねることにより、文化財という民族の遺産を過去、現在、未来にわたり永

遠に伝承していくという愛護精神を象徴したものです。

次ページからのこのバーは文化財の時代を簡易に表したものです。時代が判明している文化財は赤 で、不

明瞭な文化財は薄い赤 で示しています。
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