
４　博物館設置状況 （20.6.1現在 文化財課）

種
別

施設名 所在地 電話 主な資料

野田市郷土博物館 野田市野田370(278-0037) 04-7124-6851 考古、醤油関係

芝山はにわ博物館 山武郡芝山町芝山298(289-
1619)

0479-77-0004 はにわ、歴史、民俗

千葉市立加曽利貝塚博
物館

千葉市若葉区桜木町163(264-
0022)

043-231-0129 考古

木更津市郷土博物館金
のすず

木更津市太田2-16-2(292-
0044)

0438-23-2230 考古、美術、宗教、
民俗、歴史

成田山霊光館 成田市土屋238(286-0021) 0476-22-0234 美術、考古、民俗、
古文書

船橋市郷土資料館 船橋市薬円台4-25-19(274-
0077)

047-465-9680 考古、民俗

市立市川考古博物館 市川市堀之内2-26-1(272-
0837)

047-373-2202 考古

千葉県立安房博物館 館山市館山1564-1(294-0036) 0470-22-8608 海洋民俗、歴史

千葉県立美術館 千葉市中央区中央港1-10-
1(260-0024)

043-242-8311 近･現代美術

流山市立博物館 流山市加1-1225-6(270-0176) 04-7159-3434 考古、歴史、民俗

君津市立久留里城址資
料館

君津市久留里字内山(292-
0422)

0439-27-3478 歴史、久留里藩関係

袖ケ浦市郷土博物館 袖浦市下新田1133(299-0255) 0438-63-0811 考古、民俗、歴史

千葉市立郷土博物館 千葉市中央区亥鼻1-6-1
(260-0856)

043-222-8231 歴史、民俗、千葉氏
関係

市立市川歴史博物館 市川市堀之内2-27-1(272-
0837)

047-373-6351 歴史、民俗

塚本美術館 佐倉市裏新町1-4(285-0024) 043-486-7097 刀剣

館山市立博物館 館山市館山351-2(294-0036) 0470-23-5212 里見氏関係

千葉県立房総のむら 印旛郡栄町竜角寺1028(270-
1506)

0476-95-3333 民俗伝承

千葉県立中央博物館 千葉市中央区青葉町955-
2(260-8682)

043-265-3111 自然誌関係、歴史資
料

千葉県立中央博物館
大利根分館

香取市佐原ハ4500(287-0816) 0478-56-0101 利根川歴史、自然、
農業

千葉県立中央博物館
大多喜城分館

夷隅郡大多喜町大多喜
481(298-0216)

0470-82-3007 城郭、武士関係

千葉県立中央博物館
分館海の博物館

勝浦市吉尾123(299-5242) 0470-76-1133 自然誌（海）関係資
料

航空科学博物館 山武郡芝山町岩山111-3
(289-1608)

0479-78-0557 航空機関係

市立市川自然博物館 市川市大町284(272-0801) 047-339-0477 市川自然関係

博
物
館

－ 94 －



種
別

施設名 所在地 電話 主な資料

我孫子市鳥の博物館 我孫子市高野山234-3(270-
1145)

04-7185-2212 鳥類

芝山町立芝山古墳・は
にわ博物館

山武郡芝山町芝山438-1
(289-1619)

0479-77-1828 考古

成田山書道美術館 成田市成田640(286-0023) 0476-24-0774 書道、絵画

松戸市戸定歴史館 松戸市松戸714-1(271-0092) 047-362-2050 松戸徳川家関係資料

上花輪歴史館 野田市上花輪507(278-0033) 04-7122-2070 醸造業高梨本家関係
資料

松戸市立博物館 松戸市千駄堀671(270-2252) 047-384-8181 歴史、考古、民俗

千葉県立現代産業科学
館

市川市鬼高1-1-3(272-0015) 047-379-2000 産業歴史関係資料、
自然科学資料

茂原市立美術館・郷土
資料館

茂原市高師1345-1(297-0029) 0475-26-2131 茂原市ゆかりの美術･
郷土資料

千葉県立関宿城博物館 野田市関宿三軒家143-4
(270-0201)

04-7196-1400 河川の歴史、民俗、
関宿藩関係

吉澤野球博物館 船橋市本中山1-6-10(273-
0035)

047-334-3675 アマチュア野球関係

佐倉市立美術館 佐倉市新町210(285-0023) 043-485-7851 佐倉市美術資料

伊能忠敬記念館 香取市佐原イ1722-1(287-
0003)

0478-54-1118 伊能忠敬関係資料

八千代市立郷土博物館 八千代市村上1170-2(276-
0028)

047-484-9011 考古･民俗･歴史資料

船橋市飛ノ台史跡公園
博物館

船橋市海神4-27-2(273-0021) 047-495-1325 飛台貝塚出土資料等

浦安市郷土博物館 浦安市猫実1-2-7(279-0004) 047-305-4300 民俗･歴史資料･貝類
標本

茂木本家美術館 野田市野田242(278-0037) 04-7120-1012 浮世絵、日本画、版
画

宗吾霊宝殿 成田市宗吾1-558(286-0004) 0476-27-3131 木内惣五郎遺品民
俗、古美術

犬吠埼マリンパーク 銚子市犬吠埼9575-1(288-
0012)

0479-24-0451 海水魚、淡水魚

千葉大学海洋バイオシ
ステム研究センター

鴨川市内浦1(299-5502) 04-7095-2271 飼育動物、動物標
本、海藻標本

鴨川シーワールド 鴨川市東町1464-18(296-
0041)

04-7093-4803 水棲生物

和洋女子大学文化資料
館

市川市国府台2-3-1(272-
8533)

047-371-2494 考古、民俗、鉱物

城西国際大学水田美術
館

東金市求名1(283-8555) 0475-53-2562 浮世絵

日本大学理工学部科学
技術史料センター

船橋市習志野台7-24-1(274-
8501)

047-469-6372 関東大震災歴史的記
録等
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千葉県南房パラダイス 館山市藤原1495(294-0224) 0470-28-1511 熱帯、亜熱帯植物な
ど

千葉県立館山野鳥の森 館山市大神宮553(294-0233) 0470-28-0166 鳥類及関連資料

千葉市美術館 千葉市中央区中央3-10-8
(260-8733)

043-221-2311 美術資料

千葉市稲毛民間航空記
念館

千葉市美浜区高浜7-2-2
(261-0003)

043-277-9000 航空機関係資料

千葉市民ギャラリー・
いなげ

千葉市稲毛区稲毛1-8-35
(263-0034)

043-248-8723 美術品･登録建造物等

千葉市科学館 千葉市中央区中央4丁目5番1
号　(260-0013)

043-308-0511 自然科学資料

稲毛記念館 千葉市美浜区高浜7-2-3
(261-0003)

043-277-4534 稲毛ゆかりの民俗･歴
史資料

千葉市動物公園 千葉市若葉区源町280(264-
0037)

043-252-1111 動物全般

千葉市都市緑化植物園 千葉市中央区星久喜町
278(260-0808)

043-264-9559 自然植物

千葉市花の美術館 千葉市美浜区高浜7-2-4
(261-0003)

043-277-8776 花を中心とした自然
植物

市原市水と彫刻の丘 市原市不入75-1(290-0554) 0436-98-1525 美術資料

星襄一版画展示室 八千代市萱田町728(276-
0044)

047-483-5111 星襄一作版画

市川市万葉植物園 市川市大野町2-1857(272-
0805)

047-337-9866 万葉植物

柏市立砂川美術工芸館 柏市柏260(277-0005) 04-7164-6413 芹沢銈介染色工芸作
品

一茶双樹記念館 流山市流山6-670-1(270-
0164)

04-7150-5750 みりん醸造関係資料
等

鎌ケ谷市郷土資料館 鎌ケ谷市中央1-8-31(273-
0124)

047-445-1030 考古･民俗･歴史資料

野田市鈴木貫太郎記念
館

野田市関宿町1273(270-0200) 04-7196-0102 鈴木貫太郎関連資

武家屋敷 佐倉市宮小路町57(285-0016) 043-486-2947 武家屋敷跡出土品･佐
倉藩関係資料

佐倉順天堂記念館 佐倉市本町81(285-0037) 043-485-5017 旧佐倉順天堂（県指
定史跡）

東金こども科学館 東金市八坂台1-2107-3 0475-55-6211 自然科学資料

成田市三里塚御料牧場
記念館

成田市三里塚御料1-34(276-
0116)

0476-35-0442 御料牧場関連資料

印旛村歴史民俗資料館 印旛郡印旛村岩戸1742(270-
1616)

0476-99-0002 古美術･考古･民俗･歴
史資料

医科器械資料館 印旛郡印旛村鎌苅2043(270-
1613)

0476-98-1390 医科器械資料

白井市文化センター
・プラネタリウム

白井市復1148-8(270-1422) 047-492-1125 プラネタリウム

白井市郷土資料館 白井市復1148-8(270-1422) 047-492-1124 民具･考古資料
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水郷佐原水生植物園 香取市扇島1837-2(287-0801) 0478-56-0411 あやめ等水生植物

水郷佐原山車会館 香取市佐原イ3368(287-0003) 0478-52-4104 山車中心とした
「祭」関連資料

成田市下総歴史民俗資
料館

成田市高岡1500(289-0108) 0476-96-0080 考古･歴史資料

香取市文化財保存館 香取市小見川884-1(289-
0313)

0478-80-1100 城山一号墳出土品他

大原幽学記念館 旭市長部345-2(289-0502) 0479-68-4933 大原幽学関係資料･歴
史･民俗資料

飯岡歴史民俗資料館 旭市横根1355-9(289-2712) 0479-57-6060 歴史･民俗関連資料

九十九里町立九十九里
いわし博物館

山武郡九十九里町片貝
2915(283-0195)

0475-76-4117 いわしに関する資料

山武市歴史民俗資料館 山武市殿台392(289-1324) 0475-82-2842 伊藤左千夫関連資料

茂原市ひめはるの里 茂原市上永吉1076-1(297-
0036)

0475-22-5266 熱帯植物、花菖蒲等

白子町歴史民俗資料室 長生郡白子町関92(299-4218) 0475-33-2654 歴史･民俗資料

長南町郷土資料館 長生郡長南町長南2127-1
(297-0121)

0475-46-1194 歴史･民俗･考古資料

睦沢町立歴史民俗資料
館

長生郡睦沢町上之郷1654-
1(299-4413)

0475-44-0290 考古･農業民俗資料

いすみ市郷土資料館 いすみ市弥正93-1(298-0124) 0470-86-3708 古美術･考古･歴史資
料

いすみ市水彩ギャラ
リー

いすみ市大原7400-17(298-
0004)

0470-63-1139 水彩画

月の沙漠記念館 夷隅郡御宿町六軒町505-
1(299-5104)

0470-68-6389 加藤まきお関連資料

御宿町歴史民俗資料館 夷隅郡御宿町久保2200(299-
5102)

0470-68-4311 五倫文庫関連資料

鴨川市郷土資料館 鴨川市横渚1401-6(296-0001) 0470-93-3800 通貨･切手･書籍

鴨川市文化財センター 鴨川市横渚1401-6(296-0001) 0470-93-3800 考古資料

鴨川市民ギャラリー 鴨川市横渚893(296-0001) 0470-93-2366 長谷川昴作彫刻

鋸南町歴史民俗資料館 安房郡鋸南町吉浜516(299-
1908)

0470-55-4061 菱川師宣関連資料

木更津市立金鈴塚遺物
保存館

木更津市太田2-16-1(292-
0044)

0438-22-3676 上総木更津金鈴塚古
墳出土品

君津市漁業資料館 君津市人見1294-14(299-
1147)

0439-55-8397 漁業関連資料

富津埋立記念館 富津市新井932-3(293-0022) 0439-87-9740 漁業関係民俗資料
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高宕山自然動物園 富津市豊岡1799(299-1742) 0439-68-0923 サル

市原ぞうの国 市原市山小川937(290-0521) 0436-88-3001 動物

財団法人新松戸郷土資
料館

松戸市新松戸3-27(270-0034) 047-344-1909 古美術･民俗･歴史資
料

川村記念美術館 佐倉市坂戸631(285-8505) 043-498-2131 近･現代美術品

財団法人藤崎牧士史料
館

富里市久能583(286-0203) 0476-92-1258 牧士関係資料

香取神宮宝物館 香取市香取1697(287-0017) 0478-57-3211 神宮伝世御神宝

松山庭園美術館 匝瑳市松山630(289-2152) 0479-79-0091 古･近代美術資料

服部農園あじさい屋敷 茂原市三谷719(297-0042) 0475-24-8511 植物資料

美術館「as it is」 長生郡長南町岩撫41(297-
0154)

0475-46-2108 古美術資料

白井「田園」耕導画庵 長生郡長南町岩川738(297-
0101)

0475-46-1557 近代美術資料

房総浮世絵美術館 長生郡長柄町大庭172(297-
0222)

0475-35-2001 浮世絵

ハーブガーデン 夷隅郡大多喜町小土呂
255(298-0296)

0470-82-2789 ハーブガーデン･ベジ
タブルガーデン

館山ファミリーパーク 館山市布沼1210-252(294-
0221)

0470-28-1110 花を中心とした植物

白浜海洋美術館 南房総市白浜町白浜628-1
(295-0102)

0470-38-4551 海洋民俗資料

白浜フラワーパーク 南房総市白浜町根本1454-37
(295-0104)

0470-38-3555 花を中心とした植物

海岸美術館 南房総市千倉町川戸550(295-
0014)

0470-44-2611 浅井慎平作品とガラ
ス工芸品

誕生寺宝物館 鴨川市小湊183(299-5501) 04-7095-2621 日蓮聖人など歴代の
筆蹟等関連資料

旧堀田邸 佐倉市鏑木町274(285-0025) 043-483-2390 旧堀田邸関係資料

房総中央鉄道館 夷隅郡大多喜町久保102(298-
0215)

0470-82-5521 鉄道などの模型資料

八街市郷土史料館 八街市八街ほ800-3(289-
1115)

043-443-1726 埋蔵文化財、古文
書、民具

和田公民館分館（和田
ふるさと館歴史民俗資
料室）

佐倉市八木850-1(285-0052) 043-498-0417 和田地区民俗資料

野田市関根名人記念館 野田市東宝珠花237-1(270-
0226)

04-7123-1085 関根金次郎関連資料
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