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石造遺物写真図版
　　　　 1　弁財天（一七〇〇年）<表1>　所在地　上赤坂　吉沢友治宅前十字路脇
　　　　 2　弁財天（一七二二年）<表2>　所在地　下奥富　栗原保宅脇
　　　　 3　弁財天（一七八五年）<表3>　所在地　青柳　富士浅間付近
　　　　 4　九頭龍大権現（一八五〇年）<表7>　所在地　下奥富　九頭龍付近
　　　　 5　水神塔（一八六〇年）<表9>　所在地　北入曽　常泉寺南
　　　　 6　弁財天（一八六〇年）<表10>　所在地　上広瀬　西光寺跡墓地



　　　　 7　水神塔（一八八一年）<表13>　所在地　上奥富　天理教分教会付近
　　　　 8　水神塔（一八九四年）<表14>　所在地　柏原　昭代橋付近
　　　　 9　水神塔（一八一六年）<表17>　所在地　北入曽　宮野清宅内
　　　　10　御嶽講供養塔（一七九一年）<表33>　所在地　入間川　慈眼寺
　　　　11　大山講供養塔（一八三〇年）<表37>　所在地　柏原　本宿バス停脇
　　　　12　富士講碑（一八六〇年）<表50>　所在地　上広瀬　富士浅間
　　　　13　富士講碑（一八七七年）<表56>　所在地　青柳　氷川神社
　　　　14　大山講供養塔（一八八一年）<表65>　所在地　上奥富　梅宮神社
　　　　15　出羽三山供養塔（一八九九年）<表71>　所在地　下奥富　栗原伝次宅前
　　　　16　御嶽供養塔（一九〇五年）<表74>　所在地　鵜ノ木　愛宕神社
　　　　17　木花開耶姫命（年号なし）<表91>　所在地　入間川　富士浅間
　　　　18　月待板碑（一四六三年）<表105>　所在地　北入曽　野々宮神社
　　　　19　月待板碑（一四八二年）<表106>　所在地　沢　天岑寺
　　　　20　月待供養塔（一六八六年）<表107>　所在地　堀兼　小沢昭七宅前三叉路
　　　　21　月待供養塔（一六八九年）<表108>　所在地　堀兼　権現橋脇
　　　　22　日待供養塔（一六九三年）<表109>　所在地　南入曽　金剛院
　　　　23　月待供養塔（一七〇八年）<表110>　所在地　上赤坂　村田勉宅前
　　　　24　月待供養塔（一八三六年）<表112>　所在地　柏原　長源寺
　　　　25　山の神塔（一八一九年）<表115>　所在地　南入曽　指田安太郎宅内
　　　　26　蚕神供養塔（一八三〇年）<表117>　所在地　下奥富　亀井神社
　　　　27　稲荷社（一八四一年）<表118>　所在地　下奥富　亀井神社
　　　　28　稲荷神像（一八六五年）<表121>　所在地　堀兼　堀兼神社
　　　　29　山の神塔（一八六七年）<表123>　所在地　堀兼　北田秀男宅裏山
　　　　30　猫神（一八九四年）<表125>　所在地　中新田　中福口バス停前
　　　　31　山の神塔（一九一三年）<表126>　所在地　入間川　富士浅間
　　　　32　石猿（年号なし）<表129>　所在地　堀兼　堀兼神社
　　　　33　三界万霊供養塔（一七一〇年）<表133>　所在地　入間川　慈眼寺
　　　　34　三界万霊供養塔（一七一一年）<表134>　所在地　北入曽　常泉寺
　　　　35　三界万霊供養塔（一七七九年）<表142>　所在地　加佐志　共同墓地
　　　　36　石橋供養塔（一七四二年）<表159>　所在地　北入曽　観音堂
　　　　37　石橋供養塔（一七七四年）<表164>　所在地　青柳　丸山農民センター
　　　　38　石橋供養塔（一七七四年）<表165>　所在地　柏原　奥州道交差点脇
　　　　39　石橋供養塔（一七八一年）<表166>　所在地　加佐志　共同墓地
　　　　40　石橋供養塔（一七八一年）<表167>　所在地　入間川　菅原橋脇
　　　　41　石橋供養塔（一七九三年）<表168>　所在地　上奥富　梅林良雄宅前
　　　　42　石階供養塔（一八三〇年）<表169>　所在地　柏原　永代寺
　　　　43　敷石供養塔（一八四一年）<表171>　所在地　上奥富　梅宮神社前
　　　　44　申待板碑（一五三四年）<表177>　所在地　柏原　奥富政一宅内
　　　　45　庚申塔（一六六九年）<表178>　所在地　堀兼　堀兼神社
　　　　46　庚申塔（一七二八年）<表188>　所在地　柏原　上宿養蚕農協脇三叉路
　　　　47　庚申塔（一七四〇年）<表190>　所在地　上赤坂　吉沢友治宅前十字路堀兼神社
　　　　48　庚申塔（一七八一年）<表191>　所在地　堀兼　堀兼神社
　　　　49　庚申塔（一七八二年）<表192>　所在地　南入曽　金剛院
　　　　50　庚申塔（一七八二年）<表193>　所在地　水野　天理教分教会付近
　　　　51　庚申塔（一七八九年）<表194>　所在地　入間川　富士浅間付近
　　　　52　庚申塔（一七九九年）<表196>　所在地　上広瀬　富士浅間
　　　　53　庚申塔（一八五五年）<表201>　所在地　入間川　富士浅間付近
　　　　54　庚申塔（一八六四年）<表203>　所在地　水野　水野郵便局付近
　　　　55　庚申塔（年号なし）<表211>　所在地　南入曽　山王橋脇
　　　　56　釈迦如来（一六七八年）<表216>　所在地　青柳　釈迦堂
　　　　57　釈迦如来（一七〇九年）<表220>　所在地　入間川　徳林寺
　　　　58　大日如来（一七〇九年）<表221>　所在地　入間川　徳林寺
　　　　59　阿弥陀如来（一七〇九年）<表222>　所在地　入間川　徳林寺
　　　　60　薬師如来（一七〇九年）<表223>　所在地　入間川　徳林寺
　　　　61　阿閦如来（一七〇九年）<表224>　所在地　入間川　徳林寺
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