
表６.　 北総の子安像塔一覧表　２　江戸後期＝文化元年（1804）～天保14年（1843）まで

№ 和暦 西暦 旧市町村名 所在地 目的・性格を表す銘文 特徴（姿勢・持ち物　①～⑧本文参照　）

110 享和4 1804 千葉市 新町 天満宮 子安女人中 ④ 半跏坐で立膝方向傾斜  宝珠　

111 文化1 1804 千葉市 大宮町　日枝神社 同行三十人 ④ 半跏坐で立膝方向傾斜 

112 文化1 1804 銚子市 中島町412路傍 女人中 子に顔を向け、足元は雲　天衣　側面に銘

113 文化2 1805 印旛村 鎌苅 東祥寺 十九夜 ⑦　正面向き趺坐　蓮華　天衣　風化　

114 文化2 1805 酒々井町 上岩橋　長福寺墓地 女人講 正面を向き趺坐　光輪

115 文化2 1805 千葉市 大宮町　坂尾集会所 ①　④　石祠　半跏坐で立膝方向傾斜

116 文化3 1806 佐倉市 大佐倉勝胤寺 女人講 正面向きで子の方に首を傾ける　光輪

117 文化3 1806 印西市 宮内 鳥見神社 ①　⑦　石祠　正面向き　丸彫　蓮華

118 文化3 1806 小見川町 木内区民センター 十五夜　女人中 正面向き半跏坐　子に首を傾斜　天衣

119 文化3 1806 酒々井町 上岩橋 妙楽寺 子安鬼子母神　女人講中 ⑥　正面向き　立像　吉祥果？を持つ　

120 文化3 1806 栄町 矢口一宮神社横 十九夜　講中 正面向き　趺坐

121 文化4 1807 印西市 小林　光明寺墓地 子安観世音 正面向き　半跏坐　子が蓮華を持つ　天衣

122 文化4 1807 印旛村 岩戸 西福寺 同行十人 半跏坐　子に首を傾け授乳　左手は膝

123 文化4 1807 佐原市 森戸･満福寺 子安講中 半跏坐　子に首を傾け授乳　乳房　天衣

124 文化4 1807 神埼町 新　青年館前 十九夜講中 ⑦　正面向き　趺坐　大きな蓮華をもつ

125 文化4 1807 千葉市 武石真蔵院の墓地 戒名(○○信女） ④　半跏坐で立膝方向傾斜　　蓮華

126 文化4 1807 銚子市 余山町　三嶋神社 風化・下部が埋まっている

127 文化5 1808 小見川町 白井清涼院 半跏坐　子に首を傾け授乳　母子の情愛

128 文化5 1808 芝山町 川津場安養院 子易　善女人講中 ⑤　正面向き趺坐　這い上がる子

129 文化6 1809 佐原市 篠原新田水神社 十五夜塔 ②　正面向き　半跏坐　足元にも子がいる

130 文化6 1809 白井市 中木戸観音堂 （欠損）講中 ④　光背欠損　半跏坐　立膝方向傾斜

131 文化7 1810 印西市 和泉会館 ⑦　正面向き　趺坐　懐の子が合掌　蓮華

132 文化7 1810 小見川町 一之分目青年館 （欠損） ⑦　子の顔を見る優しい表情　光背損傷　

133 文化7 1810 佐原市 片野･新福寺 十三夜善女人講中 正面向き　半跏坐

134 文化7 1810 佐原市 篠原･八坂神社 十五夜講中 ⑦　正面向き　半跏坐　子が活動的　蓮華

135 文化7 1810 船橋市 車方神明神社 女講中 ⑦　正面向き　半跏坐　天衣　蓮華　赤彩

136 文化8 1811 海上町 松ヶ谷天神台墓地 善女人中 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華

137 文化8 1811 印旛村 造谷真珠院 子安供養塔 正面を向き首を傾けて趺坐

138 文化8 1811 柏市 戸張・正光寺 人名（屋号） ⑥　くぼめた角柱に蓮華を持つ立像を浮彫

139 文化8 1811 沼南町 鷲野谷薬師堂Ｙ字路 講中 蓮華を持ち趺坐で子を見入る

140 文化8 1811 佐原市 山之辺･西福寺 十九夜　善女　講中 正面向き　趺坐

141 文化8 1811 佐倉市 角来 八幡神社 女講中 ⑥　正面向き　白衣観音系の美しい立像

142 文化8 1811 酒々井町 本佐倉 妙見社 女講中 ⑥　正面向き白衣観音系の立像

143 文化8 1811 四街道市 長岡 ⑦　正面向き　趺坐　蓮華

144 文化8 1811 大栄町 伊能　神代墓地 **

145 文化8 1811 千葉市 大森町122　西福寺 ④　蓮華を持ち、首を傾ける　

146 文化9 1812 印西市 別所青年館 十九夜供養塔 正面向き　首を傾け半跏坐

147 文化9 1812 本埜村 角田　薬師堂(熊野神社) 子安供養塔　講中 ⑦　正面向き　首を傾け半跏坐　蓮華

148 文化9 1812 大栄町 伊能公民館 女人講中 ⑤　這い上がる子に手をさし伸べる像

149 文化9 1812 東庄町 大友公民館前 善女中 半跏坐で子のほうをを向く

150 文化10 1813 印西市 小倉　宝珠院観音堂 子安供養塔　講中 ⑦　正面向き　首を傾け趺坐　蓮華

151 文化10 1813 小見川町 虫幡日向山薬師堂 念仏講中 正面向き 趺坐　子が前向きで膝に座る

152 文化10 1813 小見川町 分郷諏訪神社脇路傍 女人講中 ⑦　正面向き 趺坐　蓮華　光輪　天衣

153 文化10 1813 千葉市 源町　薬王寺 産寧観音 正面向き　趺坐　宝珠を持つ　

154 文化10 1813 千葉市 犢橋町　御成街道路傍 （サ） ④　半跏坐で立膝方向傾斜　蓮華

155 文化10 1813 銚子市 若宮町　東岸寺　 （不明） ⑦　蓮華を持ち　正面を向く　

156 文化10 1813 東庄町 小座　満願寺 女人講中 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華

157 文化11 1814 酒々井町 今倉新田 松島神社 女人講中 正面向き　蓮台に趺坐

158 文化11 1814 八千代市 米本　林照院 ④　半跏坐で立膝方向傾斜　

159 文化11 1814 千葉市 加曽利町　円蔵寺 講中 正面向き　趺坐　乳房を表現　双髻　宝珠

160 文化12 1815 小見川町 虫幡清水寺 女人講中 ⑦　正面向き 首を傾け半跏坐 蓮華 光輪

161 文化12 1815 小見川町 下小堀諏訪神社北脇 村中安全 ⑦　正面向き 首を傾け半跏坐 蓮華 光輪

162 文化12 1815 山田町 田部　西雲寺 天衣が翻る　下部は土中

163 文化12 1815 神埼町 大貫　興福寺 女人講中 ⑤　這い上がる子の手をとる 乳房 天衣　

164 文化13 1816 八千代市 佐山　妙福寺 南無子安大明神 正面向き 趺坐

165 文化13 1816 下総町 大和田コミュニティセンター 子安女人中 ④　半跏坐で立膝方向傾斜

166 文化13 1816 大栄町 奈土　昌福寺 女人講中 ⑧　正面向き半跏坐　玩具　乳房　天衣



167 文化13 1816 千葉市 加曽利町　 ①　石祠　正面向き　宝冠に特徴　蓮華

168 文化14 1817 海上町 岩井地下寺 講中善女人 ⑦　正面向き首を傾け半跏坐 蓮華 天衣　

169 文化14 1817 八千代市 米本　字逆水　薬師堂 子安観音 正面向き　趺坐　素朴な像

170 文化15 1818 山田町 田部　西雲寺 ⑦　正面向き 首を傾け半跏坐 蓮華 光輪

171 文化15 1818 山田町 田部　西雲寺-2 ⑦　正面向き 首を傾け半跏坐 蓮華 天衣

172 文化15 1818 酒々井町 中川西蔵院 風化　前面が崩壊

173 文化15 1818 印旛村 吉高 535 そば公会堂 ⑦　正面向き 趺坐　天衣　蓮華を持つ　

174 文政1 1818 佐原市 玉造・玉造寺 女人講 ⑤　這い上がる子に手をさし伸べる

175 文政1 1818 大栄町 臼作　観徳寺跡 **

176 文政2 1819 印旛村 岩戸　高岩寺 子安塔 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

177 文政2 1819 山田町 山崎竹内前弁天様 ⑦　正面向き　首を傾け趺坐　宝冠に特徴

178 文政2 1819 佐倉市 海隣寺町　海隣寺 ⑦　正面向き　首を傾け半跏坐　光輪

179 文政3 1820 大栄町 奈土　根崎墓地 **

180 文政3 1820 千葉市 天戸町674　福寿院 ④　半跏坐で立膝方向傾斜

181 文政3 1820 千葉市 幕張町　 秋葉神社 同講中 ④　冠帯や天衣の表現が華やか　蓮華

182 文政3 1820 銚子市 栄町　威徳寺　 ⑦　正面向き　蓮華を持つ

183 文政4 1821 海上町 清滝了念坊 善男女人中 小さな蓮華を持ち、首を傾け子を見入る

184 文政4 1821 印旛村 造谷真珠院 子安塔　講中 ③　思惟相で正面向き　半跏坐　光輪　

185 文政5 1822 印西市 戸神青年館 子安観世音 正面向き 趺坐 細部が省略

186 文政5 1822 小見川町 油田虚空蔵堂 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

187 文政5 1822 佐倉市 臼井台　実蔵院 道標を兼ねる　風化し像容不明

188 文政6 1823 印旛村 岩戸　 広済寺 子安大明神　女人講中 正面向き　首を傾け半跏坐

189 文政6 1823 小見川町 白井清涼院 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ　光輪

190 文政6 1823 千葉市 長沼町　駒形観音堂 男女講中 ⑦　正面向き　首を傾け半跏坐　蓮華

191 文政6 1823 千葉市 長作町　　水神社 子安観世音 ⑦　正面向き　半跏坐　冠帯　天衣　蓮華

192 文政7 1824 佐原市 本矢作･知足院 十九夜待女人講中 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華

193 文政7 1824 佐倉市 岩名玉泉寺 女人講中 ④　半跏坐で立膝方向傾斜　

194 文政7 1824 佐倉市 大篠塚麻賀多神社 女人講中 ⑧　袖長の着物で独自の像容　彩色

195 文政7 1824 船橋市 高根町　神明社 女人講中 ①　石祠 正面向趺坐 袖長の着物　蓮華

196 文政7 1824 船橋市 東町不動院 当村講中 正面向き　半跏坐　天衣翻る　左手は膝上

197 文政7 1824 八千代市 萱田町　薬師寺 　風化 （サ）　衣の裾の襞を扇状に表現

198 文政7 1824 習志野市 実籾町無量寺 子安観世音 垂髪　衣の裾の襞を扇状に表現　蓮華

199 文政8 1825 印西市 小林　光明寺墓地 女講中 正面向き　半跏坐　台座菊花浮彫　風化　

200 文政8 1825 佐原市 福田竜性院跡(田中地蔵堂) 十八夜講 正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

201 文政8 1825 佐原市 釜塚･勢至堂 十五夜 女人講中 半跏坐で子を見入る　蓮華  苔繁茂

202 文政8 1825 佐原市 篠原イ590 十五夜講中 正面向き　半跏坐　子を見入る　

203 文政9 1826 沼南町 布瀬688先Y字路角 女人講中 正面向き　半跏坐　授乳　道標を兼ねる

204 文政9 1826 沼南町 布瀬宝寿院 女講中 ⑧　正面向き半跏坐　光輪が8の字

205 文政9 1826 千葉市 赤井町　稲荷神社 子安大明神　　女人講中 ⑦　正面向き首を傾け半跏坐 天衣 蓮華

206 文政10 1827 印旛村 瀬戸 2226 徳性院 ④　正面向き　半跏坐で立膝方向傾斜

207 文政10 1827 栄町 北新田墓地 女人講中 正面向き半跏坐で授乳　乳房　光輪

208 文政10 1827 八千代市 桑納　威光院 子安大明神　女人講中 正面向き　半跏坐　袖長の着物

209 文政10 1827 栄町 請方皇大神社 十九夜　女人講中 ⑧　角柱に彫くぼめ子安像を浮彫

210 文政10 1827 千葉市 園生町　金蔵院 子易菩薩　講中 ⑦　正面向き半跏坐で子を見る 垂髪 蓮華

211 文政10 1827 千葉市 登戸　登渡神社　 ⑦　正面向き半跏坐で子を見る 天衣 蓮華

212 文政11 1828 印旛村 山田 3543 付近集会所 半跏坐で子を見入る　光輪

213 文政11 1828 山田町 仁良吉祥院入り口 子安大明神　惣村中 ⑦　正面向き半跏坐で子を見る 乳房 蓮華

214 文政11 1828 佐倉市 土浮正福寺 女人講中 正面向きの素朴な像容　天衣が翻る　

215 文政11 1828 栄町 三和青年館 万人講　女人講 半跏坐で正面を向く　光輪

216 文政12 1829 佐倉市 石川菅原神社 村中 正面向きで右肩が下がっている

217 文政12 1829 佐倉市 萩山新田（高座木隣接地） 正面向き半跏坐で首を傾け授乳　天衣　

218 文政12 1829 千葉市 市場町　智光院 子安観音 正面向き　半跏坐で首を傾け子を見る

219 文政13 1830 沼南町 手賀 明王院跡 子安塔 ⑧　角柱に彫くぼめ子安像を浮彫

220 文政13 1830 佐原市 山之辺西福寺 長い垂髪　授乳　子の首に花型襟飾り

221 文政13 1830 佐倉市 六崎妙見神社 講中 正面向き　半跏坐　風化

222 文政13 1830 本埜村 角田　薬師堂(熊野神社) 女人講中 正面向き半跏坐　天衣 蓮華

223 文政13 1830 本埜村 行徳　稲荷神社 半跏坐で授乳　垂髪　259に類似

224 文政13 1830 千葉市 高品等覚寺 十九夜　女人講中 ④　正面向き半跏坐で立膝方向傾斜 風化

225 文政13 1830 白井市 今井青年館 ①石祠　正面向き　半跏坐

226 天保2 1831 印西市 東光院 子安観世音 正面向き　趺坐　素朴な像容　細部省略



227 天保2 1831 印西市 丸山観音 奉供養子安塔 正面向き　趺坐

228 天保2 1831 印西市 弁天前　多々羅青年館 子安観世音 正面向き　半跏坐　著しく風化

229 天保2 1831 小見川町 虫幡地福院 十九夜待　村中女人講 正面向き半跏坐で授乳　光輪　宝輪

230 天保2 1831 本埜村 将監　密蔵院 女人講中 半跏坐で子を見入る　

231 天保2 1831 栄町 布鎌酒直香取様 女人中 ②　胸元と肩に2人の子　風化　下部土中

232 天保2 1831 千葉市 川戸町　福寿院 垂髪で授乳　下部欠損か

233 天保2 1831 千葉市 柏井町　稲荷神社 女人講中 世ハ人(女性名)正面向き半跏坐で授乳　子が宝珠を持つ

234 天保3 1832 印旛村 吉高1044　大日堂 正面向き　半跏坐で授乳

235 天保3 1832 印旛村 松虫　 松虫寺 十九夜 正面向き　半跏坐で授乳　風化

236 天保3 1832 小見川町 山川　墓地 顔は横向き　趺坐　蓮華を持つ

237 天保3 1832 酒々井町 本佐倉 諏訪神社 正面向き半跏坐で子を抱く　素朴な像容

238 天保3 1832 栄町 木塚天王前 十九夜　女人講中 ②　胸元と肩に子 下部に太鼓をたたく子

239 天保3 1832 銚子市 名洗町 不動尊　 施主（個人） ⑤　這い上がる子に手を差し伸べる

240 天保3 1832 八千代市 大和田新田上　八幡神社 女性名多数 ④　正面向き半跏坐で首を傾ける　蓮華

241 天保4 1833 印旛村 岩戸 1541 高岩寺 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

242 天保4 1833 沼南町 金山円林寺　 ⑧　正面向き　趺坐　光輪　

243 天保4 1833 山田町 田部　西雲寺 十六番（御詠歌） ⑧　横向き　趺坐　蓮華を持つ光輪

244 天保4 1833 神埼町 植房　宇迦神社 子安大明神　女人講中 ⑧　矢を背負う神功皇后像

245 天保4 1833 我孫子市 布佐延命寺 ⑦　正面向き半跏坐　授乳　蓮華　光輪

246 天保5 1834 印旛村 岩戸 広済寺 子安観世音 正面向きやや首を傾け半跏坐　素朴な印象

247 天保5 1834 千葉市 幕張　宝幢寺 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

248 天保5 1834 松戸市 二ツ木　蘇羽鷹神社 ⑧　正面向き趺坐　光輪　242に類似　剥落

249 天保6 1835 小見川町 龍谷柴蓋山円珠院跡 ⑧　正面向き半跏坐　蓮華　天衣　玩具

250 天保6 1835 小見川町 内野長楽寺跡 願主〈個人名） ⑦　正面向き半跏坐　蓮華　側面に銘文

251 天保6 1835 佐倉市 大佐倉宝珠院 女人講中 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ　光輪

252 天保6 1835 佐倉市 山崎　竹内前弁天 ⑦　正面向き　趺坐　蓮華　光輪　彩色

253 天保6 1835 習志野市 津田沼谷津　東福寺 子安大明神 ⑧　角柱に彫くぼめ、宝珠を持つ像を浮彫

254 天保6 1835 千葉市 武石町真蔵院不動堂横 ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

255 天保6 1835 銚子市 東岸寺 ⑦　正面向き半跏坐 蓮華 光輪 風化剥落

256 天保７ 1836 柏市 増尾　万福寺 子安講中　台座に屋号 正面向き　上部に日月 光輪　天衣

257 天保７ 1836 佐倉市 井野１６０千手院 十九夜塔 正面向き　半跏坐で子を見る　

258 天保７ 1836 千葉市 天戸町福寿院　 ○○信女（ 墓標） ⑦　正面向き　半跏坐　蓮華を持つ

259 天保9 1838 白井市 榎台堂跡墓地 正面向き　半跏坐で首を傾ける　授乳

260 天保9 1838 山田町 田部2203　西雲寺 奈良南円堂(御詠歌)女人中 ⑧　半跏坐で授乳　223に類似

261 天保9 1838 佐倉市 飯野観音 ④　正面向き　半跏坐で立膝方向傾斜

262 天保10 1839 佐倉市 岩名玉泉寺 女人講中 正面向き半跏坐で首を傾ける 光輪 切断

263 天保10 1839 船橋市 坪井町　子安神社 子安大明神 ⑤　這い上がる子の手をとる 天衣 切断

264 天保10 1839 船橋市 前貝塚町　八幡神社 小安大明神　 ⑤　這い上がる子の手をとる ダルマ?

265 天保10 1839 船橋市 宮本5　東光寺 女人講中 ⑤　這い上がる子の手をとる　蓮華

266 天保10 1839 本埜村 酒直卜杭１１６水神社 女人中 正面向き　胸に抱いた子を見つめる

267 天保10 1839 八千代市 下高野　福蔵院 女人中 半跏坐で子を見入る 光輪 蓮華 一部風化

268 天保10 1839 白井市 小名内　如意輪観音群 正面向き 半跏坐で授乳　一部風化剥落

269 天保10 1839 白井市 向台　薬師堂 女人講中 ⑦　正面向き　半跏坐  蓮華　腕釧

270 天保11 1840 印旛村 萩原 1395 付近 講中 正面向き 趺坐のやさしい像容　下部欠損　

271 天保11 1840 山田町 高野764地先 子安 半跏坐で子を見る　乳をつかむ子 蓮華

272 天保11 1840 八千代市 島田台　長唱寺 女人講 ④　半跏坐 懐の子を見る 蓮華 天衣

273 天保11 1840 習志野市 屋敷　天津神社前 ④　半跏坐子を見る 蓮華 子の花型襟飾り

274 天保11 1840 千葉市 長沼町　駒形観音堂 正面向き　半跏坐で授乳　一部風化剥落

275 天保12 1841 印西市 小林　光明寺墓地 女講中 ⑦　正面向き半跏坐 授乳 蓮華 天衣 風化

276 天保12 1841 船橋市 東船橋1　日枝神社 女人講中 ⑤　這い上がる子の顎に手 天衣 ダルマ

277 天保12 1841 船橋市 宮本6　薬師堂 女人講中 ⑤　玩具を持つ子が這い上がる　蓮華

278 天保 13 1842 印旛村 師戸  長円寺 ④　半跏坐で立膝方向に上体を傾ける

279 天保 13 1842 佐倉市 岩名玉泉寺 子安観音 ④　半跏坐で立膝方向に上体を傾ける

280 天保 13 1842 八千代市 吉橋　寺台　公会堂 講中 正面向き半跏坐　冠帯　丸みのある像容

281 天保 13 1842 鎌ヶ谷市 軽井沢八幡神社 女人講中（願主個人名） 正面向き　半跏坐で首を傾け授乳　風化

282 天保 13 1842 銚子市 三嶋神社 女人中 ⑦　正面向き半跏坐  蓮華　光輪

283 天保14 1843 柏市 南増尾青年館 女人講中 正面向き　半跏坐で授乳　

284 天保14 1843 鎌ヶ谷市 鎌ヶ谷八幡神社 女講中 ⑤　這い上がる子の顎に手 天衣 ダルマ

285 天保14 1843 白井市 本郷集会所 子安観世音　講中 正面向き授乳 天衣 下半身は雲の中


