
県指定文化財（建造物）

時代

年代

建 昭50･3･18 六甲八幡神社厄神宮本殿 1棟 六甲八幡神社 神戸市灘区 桃　天正 20

  三間社流造､檜皮葺 八幡町3-6 〔銘板〕

    附　銘板　    　3枚

        修理棟札　　1枚

建 昭35･3･31 清盛塚石造十三重塔 1基 神戸市 神戸市兵庫区 鎌　弘安9

切戸町1 〔刻銘〕

建 昭46･4･1 石造五輪塔 1基 真光寺 神戸市兵庫区松原通1-1-62 南北

建 昭46･4･1 石造燈籠 1基 長田神社 神戸市長田区 鎌　弘安9

長田町3-10 〔刻銘〕

建 平22･3･19 西尾家住宅 5棟 個人 神戸市須磨区

離宮西町2丁目10番１、33番、 大　大正8

33番15 〔棟札〕

　　　　　寄棟造､桟瓦葺

大　後期

大　後期

大　後期

大　後期

建 昭46･4･1 石造十三重塔 1基 福祥寺 神戸市須磨区 鎌　嘉暦2

須磨寺町4-6-8 〔刻銘〕

建 昭46･4･1 石造宝篋印塔 1基 妙法寺 神戸市須磨区 南北　応安3

妙法寺町毘沙門山386 〔刻銘〕

建 昭46･4･1 遊女塚宝篋印塔 1基 西垂水財産区 神戸市垂水区仲田町 南北　建武4

　管理会 1丁目西垂水共同墓地 〔刻銘〕

建 昭46･4･1 石造宝篋印塔 1基 西名区 神戸市垂水区 南北　康暦2

名谷町押戸310 〔刻銘〕

建 昭46･4･1 石造宝篋印塔 1基 久昌寺 神戸市垂水区 南北　観応3

下畑町2038 〔刻銘〕

建 平5･12･10 移情閣(国指定部分を除く｡) 1棟 兵庫県 神戸市垂水区 明20後半

平14･4･9 　附属棟　木骨煉瓦造2階建､寄棟造､天然スレート葺､ 東舞子町2051

(名称変更) 　建築延面積　305.0㎡

建 昭45･3･30 石造五輪塔 1基 石峯寺 神戸市北区 南北　暦応4

淡河町神影20-1 〔刻銘〕

建 昭48･3･9 南僧尾観音堂 1棟 南僧尾区 神戸市北区 室　中期

　桁行3間､梁間4間､寄棟造､茅葺 淡河町南僧尾560

　宮殿一具

　仏壇一具

　　附　堂頭日記(木札)

建 昭50･3･18 川向家住宅 1棟 個人 神戸市北区 江　中期

　一重、寄棟造、茅葺 有野町唐櫃3574

建 平8･3･26 内田家住宅 1棟 神戸市 神戸市北区 江　18世紀

　桁行17m､梁間9.5m､入母屋造､草葺 鈴蘭台西町6-8-8 　  中期

建 平 元･3･31 太山寺三重塔 1基 太山寺 神戸市西区 江　貞亨5

　三間三重塔婆､本瓦葺 伊川谷町前開224 〔墨書〕

建 平8･3･26 宗賢神社本殿 1棟 宗賢神社 神戸市西区 室　16世紀

　桁行2間､梁間2間､入母屋造妻入向拝付､柿葺 玉津町出合字辰間壺257 　  後期

　車　庫　木造　建築面積40.4㎡　平屋　切妻造　トタン葺

　松風閣　桁行10.7ｍ､梁間8.9ｍ､入母屋造､桟瓦葺､軒先銅板葺

　　　　　東面突出部　桁行4.0ｍ､梁間3.9ｍ､切妻造､銅板葺

　　　　　北面突出部　桁行2.2ｍ､梁間2.0ｍ､切妻造､銅板葺

　　　　　南面玄関　桁行0.9ｍ､梁間2.9ｍ､入母屋造､銅板葺

　真珠亭　桁行3.6ｍ､梁間3.7ｍ､入母屋造､銅板葺

　石炭庫　鉄筋コンクリート造､建築面積47.7㎡､平屋､陸屋根

指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

　主　屋　煉瓦造､一部鉄筋コンクリート造､建築面積392.0㎡､

　　　　　二階建地下一階､南面塔屋付､南面東テラス附属､

1 有形文化財

(1) 建造物

神戸地区

種別
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県指定文化財（建造物）

時代

年代

建 昭40･3･16 長遠寺 3棟 長遠寺 尼崎市寺町10

　鐘樓　桁行3間､梁間1間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺 桃　慶長 18

　客殿　桁行50尺2寸､梁間39尺4寸､入母屋造､本瓦葺 〔文書〕

　庫裡　8帖3間､6帖3間､12帖1間､台所､土間よりなる､ 桃　棟札

　　　　切妻造､本瓦葺 江　初期

建 昭43･3･29 富松神社本殿 1棟 富松神社 尼崎市富松町2-23-1 江　寛永 13

　一間社春日造､柿葺 〔文書〕

建 昭43･3･29 石造十三重塔 1基 須佐男神社 尼崎市武庫元町2-9-2 鎌　元応2

〔刻銘〕

建 平14･4･9 天満神社本殿 1棟 天満神社 尼崎市長洲本通3-5-1 桃　慶12

　一間社流造   檜皮葺 〔棟札〕

　　附　棟札　1枚　慶長12年の銘のあるもの

建 平15･3･25 本興寺鐘楼 1棟 本興寺 尼崎市開明町3-13 江　寛永10

　桁行3間､梁間2間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺 〔寺蔵文書〕

建 平30.3.20 旧小阪家住宅 1棟 兵庫県 尼崎市扇町33番地4 江　18世紀

　桁行桁行16.1ｍ　梁間9.7ｍ　入母屋造　茅葺
（兵庫県立尼崎の森中央緑地
内）

　　後期

　四面庇付　本瓦葺　北面突出部付

建 昭55･3･25 八幡神社本殿 1棟 八幡神社 西宮市若山町44 桃　慶長 15

　三間社流造､桧皮葺 〔棟札写〕

建 昭57･3･26 旧辰馬喜十郎住宅 1棟 南辰馬土地（株） 西宮市浜町8-5 明　明治 21

　母屋　木造二階建､桟瓦葺､建築面積165･042㎡ 〔幣串銘〕

　付属屋　木造平屋建､桟瓦葺､建築面積27.865㎡

時代

年代

建 昭44･3･25 昆陽寺観音堂 1棟 昆陽寺 伊丹市寺本２丁目169 江　初期

　桁行3間､梁間3間､一重､寄棟造､正面向拝付､本瓦葺

建 昭44･3･25 昆陽寺山門 1棟 昆陽寺 伊丹市寺本２丁目169 江　中期

　三間一戸楼門､入母屋造､本瓦葺

建 昭50･3･18 鴻池神社本殿 1棟 鴻池神社 伊丹市鴻池６丁目377番地 江　初期

　一間社流造､柿葺

建 昭51･3･23 春日神社本殿 1棟 春日神社 伊丹市口酒井１丁目１番８号 江　寛永 18

　一間社春日造､柿葺 〔棟札〕

　  附　棟札2枚

建 平13･3･30 旧石橋家住宅 1棟 伊丹市 伊丹市宮ノ前2-5 江　末期

　木造切妻造､本瓦葺2階建､正面庇桟瓦葺

　桁行15.782m､　梁間12.848m

建 令2･3･13 猪名野神社 3棟 猪名野神社 伊丹市宮ノ前3-6

　本殿　正面一間　背面二間　側面二間　隅木入春日造 江　貞享二

　　　　正面軒唐破風付　檜皮葺
〔棟札・擬宝
珠〕

　拝殿　桁行三間　梁間三間　入母屋造　背面弊殿接続 江　正徳四

　　　　向拝一間向唐破風造　本瓦葺 〔棟札〕

　幣殿　桁行四間　梁間一間　両下造　正面拝殿に接続 江　19世紀前

　　　　背面唐破風造　本瓦葺

　　附　棟札10枚　貞享二乙丑年の記のあるもの

　　　　　　　　　正徳四年の記のあるもの

　　　　　　　　　正徳四年の記のあるもの

　　　　　　　　　享保十六の記のあるもの

　　　　　　　　　寛政五龍集癸丑穐の記のあるもの

　　　　　　　　　文政第十丁亥歳の記のあるもの

　　　　　　　　　明治十二年の記のあるもの

　　　　　　　　　明治三十年の記のあるもの

　　　　　　　　　大正七年の記のあるもの

阪神北地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

阪神南地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

　　　　　　　　　人皇六十代宇多天皇勅願の記のあるもの
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県指定文化財（建造物）
建 平27･3･10 桑津神社境内社稲荷社 1棟 桑津神社 伊丹市桑津1-2-30 江　慶安元

　一間社流造　鉄板葺 〔棟札〕

　　附　棟札1枚　慶安元年の記のあるもの

建 昭41･3･22 中山寺本堂 1棟 中山寺 宝塚市中山寺字独鈷尾11-1 桃　慶長8

　桁行5間､梁間5間､一間向拝付､一重寄棟造､本瓦葺 〔棟札〕

建 昭41･3･22 中山寺護摩堂 1棟 中山寺 宝塚市中山寺字独鈷尾11-1 桃　慶長8

　正面3間､両側面後内陣共6間､背面4間､一重寄棟造､ 〔棟札〕

　後内陣､入母屋造､本瓦葺

建 昭52･3･29 中山寺大門 1棟 中山寺 宝塚市中山寺字独鈷尾11-1 江　正保3

　三間一戸､二階二重門､入母屋造､本瓦葺 〔棟札〕

建 昭37･6･15 石造鳥居 1基 波豆八幡神社 宝塚市波豆･谷田東掛2-1 室　応永 32

〔刻銘〕

建 昭43･3･29 石造五輪塔 1基 波豆八幡神社 宝塚市波豆･谷田東掛2-1 南北　康永2

〔刻銘〕

建 昭43･3･29 石造宝篋印塔 1基 波豆八幡神社 宝塚市波豆･谷田東掛2-1 室  明徳

〔刻銘〕

建 昭51･3･23 石造宝篋印塔 1基 普明寺 宝塚市波豆字向井山 室　応永2

〔刻銘〕

建 昭51･3･23 石造宝篋印塔 1基 普光寺 宝塚市長谷字門畑25 南北　観応元

　附　台座1(亨保九年在銘) 〔刻銘〕

建 昭52･3･29 素盞鳴神社本殿 1棟 素盞鳴神社 宝塚市長谷字道谷4 室　末　期

　正面3間､側面2間､一重向拝1間､切妻造､檜皮葺

建 昭61･3･25 素盞鳴神社本殿 1棟 素盞鳴神社 宝塚市高司2-160 江　17世紀

　一間社流造､柿葺 　　中頃

　　附　相殿 2棟 江　17世紀

　   　一間社流見世棚造､柿葺 　　末頃

建 昭43･3･29 多田神社南門 1棟 多田神社 川西市多田院多田所町1 江　延宝4

　桁行3間､梁間2間､一重､切妻造､本瓦葺 〔再興棟札〕

建 昭43･3･29 多田神社東門 1棟 多田神社 川西市多田院多田所町1 江　初期

　柱間3.6m､切妻造､本瓦葺

建 昭43･3･29 多田神社西門 1棟 多田神社 川西市多田院多田所町1 江　初期

　柱間3.6m､切妻造､本瓦葺

建 昭44･3･25 六所神社本殿 1棟 多田神社 川西市多田院多田所町1 江　初期

　三間社流造､中央間軒唐破風付､桧皮葺

建 昭44･3･25 厳島神社本殿 1棟 多田神社 川西市多田院多田所町1 江　初期

　一間社流造､桧皮葺

建 昭49･3･22 春日神社本殿 1棟 春日神社 川西市久代3-27 江　寛政3

　一間社春日造､向唐破風付､檜皮葺 〔修理棟札〕

　　附　修理棟札　1枚

建 昭61･3･25 満願寺本堂内宮殿 1基 満願寺 川西市満願寺町七字籬東4 室　永禄2

　一間宮殿､入母屋造､板葺 〔墨書〕

建 昭41･3･22 蓮花寺山門 1棟 蓮花寺 三田市下槻瀬678 室　末　期

　三間一戸楼門､寄棟造､草葺

建 平 元･3･31 蓮花寺多宝塔 1基 蓮花寺 三田市下槻瀬678 江　文化9

　三間多宝塔､檜皮葺 〔棟札〕

　　附　棟札　　1枚

　　附　板図　　2枚

建 昭45･3･30 観福寺仁王門 1棟 観福寺 三田市川原433-1 室　天文17

　桁行3間､梁間2間､単層､入母屋造､茅葺 〔元禄2修〕

　　附　棟札　　1枚

建 昭48･3･9 大歳神社本殿 1棟 大歳神社 三田市大原字大垣310 室　末期

　一間社入母屋造､向拝1間､檜皮葺

建 昭48･3･9 住吉神社舞殿 1棟 住吉神社 三田市大川瀬字

　桁行1間､梁間2間､入母屋造､茅葺 曽根山1644

建 昭58･3･29 天満神社本殿 1棟 天満神社 三田市小野字 室

　一間社流造､柿葺 森の本709

建 昭36･5･12 石造鳥居 1基 酒滴神社 三田市藍本字 室　応永2

大丸1057 〔刻銘〕

江　中期
（享保11年修
繕）
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県指定文化財（建造物）
建 昭48･3･9 興福寺石造宝篋印塔 1基 興福寺 三田市木器207 南北　応安5

〔刻銘〕

建 平10･4･7 旧九鬼家住宅 2棟 三田市 三田市屋敷町751 明　初期

　主屋　桁行18.8m､梁間8.9m､木造二階建､

        入母屋造､桟瓦葺､建築延面積184.7㎡

  土蔵　桁行5.9m､梁間4.1m､木造二階建､

        切妻造､桟瓦葺､建築面積24.4㎡

建 平16･3･9 天満神社本殿 1棟 天満神社 三田市小柿字 16世紀中期

　桁行二間､梁間一間､入母屋造､妻入､向拝一間､柿葺 宮ヶ谷2560

建 昭44･3･25 天沢寺石造燈籠 1基 天沢寺 川辺郡猪名川町 室　応永 10

木津字寺垣内8 〔刻銘〕

建 昭46･4･1 八坂神社本殿 1棟 八坂神社 川辺郡猪名川町 江　初期

　三間社流造､向拝1間､檜皮葺､軒唐破風付 杉生字宮ノ下

建 昭46･4･1 八幡神社本殿 1棟 八幡神社 川辺郡猪名川町 室　末期

　一間社流造､板葺 栃原字田中廻り23

時代

年代

建 昭38･4･19 住吉神社石造燈籠 1基 住吉神社 明石市魚住町中尾 南北　文和4

字社山1031 〔刻銘〕

建 昭53･3･17 石造五輪塔 1基 西福寺 明石市魚住町清水1151 南北　貞和2

〔刻銘〕

建 平21･3･24 高家寺本堂 1棟 高家寺 明石市太寺２丁目10-35 17世紀前期

　桁行五間　梁間五間　寄棟造　向拝一間　本瓦葺

建 昭44･3･25 本岡家住宅 1棟 加古川市 加古川市東神吉町天下原715-5 江　元禄7

　入母屋造､茅葺 〔棟札〕

　　附　棟札　　1枚

建 昭45･3･30 鶴林寺三重塔 1基 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 室　文政4

　三間三重塔婆､本瓦葺 補修

〔心柱

 継手銘〕

建 昭45･3･30 石造宝篋印塔 1基 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 南北　暦応2

〔刻銘〕

建 平4･3･24 鶴林寺仁王門 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 桃

　附　寛文12年棟札

　附　元禄10年棟札

　附　文化9年棟札

建 昭51･3･23 石造十一重塔 1基 福田寺 加古川市加古川町稲屋607 鎌　正和2

〔刻銘〕

建 昭36･5･12 石造宝塔並びに五輪塔 3基 常楽寺 加古川市加古川町大野1762

　宝塔                                      1基 鎌　正和4

〔宝塔刻銘〕

  五輪塔                                    2基 鎌

建 昭37･6･15 報恩寺石造十三重塔 1基 報恩寺 加古川市平荘町山角466-1 鎌　元応元

〔刻銘〕

建 昭50･3･18 石造五輪塔 4基 報恩寺 加古川市平荘町山角466-1 鎌　末期

 　･正和五季丙辰八月　日の刻銘があるもの　　1基

　　附　銅製蔵骨器　　1

　　　　陶磁製蔵骨器　1

 　･貞治六　十月廿一日の刻銘があるもの　　　1基 室　初期

 　･応永十并未八月二日の刻銘があるもの　　　1基

建 昭47･3･24 円福寺宝篋印塔 1基 円福寺 加古川市志方町高畑544 南北　康暦元

〔刻銘〕

建 昭47･3･24 地徳寛墓地石幢 1基 細工所町内会 加古川市志方町細工所 室　永亨9

　地徳寛墓地 　〔刻銘〕

東播磨地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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県指定文化財（建造物）
建 昭50･3･18 石造五輪塔 1基 池尻町内会 加古川市平荘町池尻字益気 南北　貞和5

〔刻銘〕

石造宝篋印塔　　 1基 室　文安4

〔刻銘〕

石造宝塔　　 1基 室　初期

建 昭50･3･18 石造宝篋印塔 1基 養老町内会 加古川市平荘町養老592 南北　応安3

〔刻銘〕

建 昭50･3･18 石造宝篋印塔 1基 土山町内会 加古川市平岡町土山357 鎌　元亨3

〔刻銘〕

建 昭50･3･18 石造宝篋印塔 1基 安養寺 加古川市平岡町一色24 室　初期

建 昭50･3･18 石造宝篋印塔 1基 坂元町内会 加古川市野口町坂元508-2 室　初期

建 昭50･3･18 石造宝篋印塔 1基 良野中町内会 加古川市野口町良野1027 室　初期

建 昭51･3･23 石造五輪塔 1基 教信寺 加古川市野口町野口465 鎌　末期

建 昭52･3･29 石造九重塔 1基 常楽寺 加古川市上荘町井ノ口158 鎌　末期

建 昭36･8･23 石造五輪塔 1基 阿弥陀町 高砂市阿弥陀町共同墓地 鎌　文保

（阿弥陀共同墓地管理委員会） 〔刻銘〕

建 昭54･3･20 十輪寺本堂 1棟 十輪寺 高砂市高砂町横町1074 江　中期

　桁行9間､梁間8間､向拝3間

　二重寄棟造､本瓦葺

建 昭62･3･24 時光寺宝篋印塔 1基 時光寺 高砂市時光寺町12-18 南北　康暦2

〔刻銘〕

建 平14･4･9 旧入江家住宅 7棟 高砂市 高砂市曽根町字東ノ町493-1 江　天明5

〔棟札〕

                 西面角屋座敷､入母屋造､本瓦葺､

                 北面風呂付､正面庇本瓦葺

　新座敷(酔古亭) 桁行8.8m､梁間10.2m､切妻造､

　　　　         本瓦葺､正面･裏面庇本瓦葺

　表　屋　       桁行6.1m､梁間5.0m､

                 シツ2階建､切妻造､本瓦葺

　表　門　       桁行2.3m､梁間1.1m､切妻造､

                 本瓦葺､両袖壁付

　道具蔵･醤油蔵及び裏門

　　　　　       土蔵造､桁行20.8m､梁間3.5m､

　               2階建､平入､切妻造､本瓦葺､

　             　土庇本瓦葺､　西面納屋附属

　米　蔵　       土蔵造､桁行5.8m､梁間4.1m､2階建､

                 平入､切妻造､本瓦葺､土庇本瓦葺

　新　蔵　       土蔵造､桁行4.3m､梁間6.2m､2階建､

                 平入､切妻造､本瓦葺､土庇本瓦葺

   附　棟札1枚　天明5年の記のあるもの

　 附　家相図3枚　元治元年以前

　　  　元治元年4月　入江雅君の記のあるもの

　  　　明治42年7月　印南郡曽根港入江氏住宅

　　　 　　　　　　　　　　　の記のあるもの

建 平3･3･30 阿閇神社本殿 4棟 阿閇神社 加古郡播磨町本庄4-1326 江　中期

　各一間社春日造､正面軒破風付､檜皮葺

　主　屋　       桁行15.9m､梁間16.8m､ツシ2階建･一部平屋

                 入母屋造､本瓦葺､東南隅部､切妻造､本瓦葺､
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県指定文化財（建造物）

時代

年代

建 平22･3･19 伽耶院開山堂 1棟 伽耶院 三木市志染町大谷410番 江　明暦2

　正面三間､側面三間､宝形造､向拝一間､本瓦葺 〔大谷山

　背面下屋庇付､杉皮葺 　大谿寺

　縁起并記録

　・墨書銘〕

建 昭42･3･31 密教院鎮守社 1棟 密教院 三木市口吉川町 室　末期

　一間社春日造､草葺 善祥寺堂ノ西27-2

建 昭41･3･22 東光寺多宝塔 1基 東光寺 三木市吉川町福吉261 室　中期

　三間多宝塔､上層鉄板葺､下層本瓦葺

建 昭47･3･24 法光寺五輪塔 1基 法光寺 三木市吉川町法光寺287 室　初期

建 昭47･3･24 浄土寺鐘楼 1棟 浄土寺 小野市浄谷町2094 江　初　期

　桁行3間､梁間2間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺

建 昭47･3･24 浄土寺開山堂 1棟 浄土寺 小野市浄谷町2094 室　末期

　方三間､宝形造､本瓦葺

　  附　春日厨子 1基

建 昭47･3･24 近津神社明神鳥居 1基 近津神社 小野市粟生町1489 桃　天正 20

〔刻銘〕

建 平9･4･8 住吉神社本殿 1棟 住吉神社
西脇市上比延町字安井棒1429-
1

江　中期

　二間社流造､檜皮葺
(上比延町住吉神社氏
子)

建 平14･4･9 西仙寺本堂 1棟 西仙寺 西脇市西田町88 室　大永3

  正面5間､側面6間､背面1間軒下張り出し付 (御正体銘)

  向拝1間､宝形造､銅板葺 江　初期

熊野権現社本殿 1棟

  一間社流造､檜皮葺

建 昭52･3･29 兵主神社拝殿 1棟 兵主神社 西脇市黒田庄町岡字二ノ門372 桃　天正 19

　正面7間､側面4間､入母屋造､茅葺 〔棟札〕

建 平12･5･2 荘厳寺 3棟 荘厳寺 西脇市黒田庄町黒田1589

　多宝塔　三間多宝塔　檜皮葺 正徳5
〔心柱銘〕

建 平30.3.20 　本堂　桁行五間　梁間五間　寄棟造

（追加） 　　　　向拝一間軒唐破風付　チタン葺

　　附　奉加札　延宝十年の記のあるもの

　三社八幡宮　三間社流造　軒唐破風付　こけら葺 江　宝永5

　　附　棟札一枚　宝永五年の記のあるもの

　　　　木槌二本　うち一本は宝永五年の記のあるもの

建 昭47･3･24 酒見寺鐘楼 1棟 酒見寺 加西市北条町北条1319 室　末期

　桁行3間､梁間2間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺

建 平29･3･14 住吉神社 6棟 住吉神社 加西市北条町北条1318 江　嘉永2

〔棟札〕

　　附　棟札１枚　嘉永二年の記のあるもの

江　嘉永4頃

　　附　宮殿１棟　嘉永四年の記のあるもの 〔棟札〕

江　嘉永5

　　附　棟札１枚　嘉永五歳の記のあるもの 〔棟札〕

　拝殿　中央部　桁行3間、梁間4間、切妻造、本瓦葺 江　文化5

　　　　　　　　正面向拝1間、向唐破風造、銅板葺 〔吉野町有文
書〕

　　　　両側部　それぞれ桁行4間、梁間3間

　　　　　　　　両端部入母屋造、本瓦葺

　　附　玉垣　全長101.3ｍ、石積基壇 明　明治33

〔門柱刻銘〕

江　嘉永4

　　附　棟札１枚　嘉永二二年の記のあるもの 〔棟札〕

　手水舎　桁行1間　梁間1間　切妻造　本瓦葺 江　嘉永4

　　附　棟札2枚　文化五年の記のあるもの 〔棟札〕

　　　　　　　　 天照皇大御神の記のあるもの

　東本殿　桁行4間、梁間正面1間、背面2間、切妻造、銅板葺

　中本殿　桁行4間、梁間正面1間、背面2間、切妻造、銅板葺

　西本殿　桁行4間、梁間正面1間、背面2間、切妻造、銅板葺

　白鬚神社　一間社隅木入春日造、正面軒唐破風付、銅板葺

北播磨地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

江　17世紀後
期（延宝十年
頃）
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県指定文化財（建造物）
建 昭43･3･29 一乗寺鐘楼 1棟 一乗寺 加西市坂本町821-17 江　寛永6

　桁行3間､梁間2間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺 〔寺記〕

建 昭48･3･9 一乗寺石造宝塔 2基 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌　末期

建 昭48･3･9 一乗寺石造笠塔婆 1基 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌　正和5

〔刻銘〕

建 昭47･3･24 日吉神社明神鳥居 1基 日吉神社 加西市泉町字鳥居元 江　元和6

〔刻銘〕

建 昭50･3･18 石造五重塔 1基 坂元町 加西市坂元町531 鎌　中期

建 昭38･4･19 石造層塔 1基 慈眼寺 加西市吸谷町 観音堂内 鎌　弘安6

〔刻銘〕

建 昭50･3･18 石造宝篋印塔 1基 清慶寺 加西市中野863 鎌　嘉暦2

〔刻銘〕

建 平12･5･2 奥山寺多宝塔 1基 奥山寺 加西市国正町15 宝永6

　三間多宝塔　本瓦葺 〔瓦･露盤銘〕

建 昭47･3･24 大芋神社明神鳥居 1基 大芋神社 加東市上田783 江　寛永2

〔刻銘〕

建 昭63･3･22 中村家五輪塔 1基 個人 加東市上三草字木戸169 鎌　中　期

建 昭42･3･31 石造明神鳥居 1基 住吉神社 加東市河高字宮の本2400 室　末期

建 昭42･3･31 秋津薬師堂 1棟 常田地区 加東市秋津912 室　末期

　桁行3間､梁間4間､一重入母屋造､草葺

建 平14･4･9 朝光寺多宝塔 1基 朝光寺 加東市畑609 江　宝永7

　三間多宝塔､本瓦葺 (露盤銘)
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県指定文化財（建造物）

時代

年代

建 昭40･3･16 円教寺薬師堂 1棟 円教寺 姫路市書写字書写山2968 鎌　末期

　正背面1間､側面2間､宝形造､本瓦葺

建 昭43･3･29 円教寺仁王門 1棟 円教寺 姫路市書写字書写山2968 江　元和3

　桁行3間､梁間2間､一重､切妻造､本瓦葺 〔寺記〕

建 昭45･3･30 本多家廟屋 5棟 円教寺 姫路市書写字書写山2968 江　初～中期

　方二間､宝形造､本瓦葺､内部に五輪墓碑をおく

建 昭36･5･12 石造笠塔婆 1棟 円教寺 姫路市書写字書写山2968 鎌　延慶4

〔刻銘〕

建 平29･3･14 円教寺摩尼殿 1棟 円教寺 姫路市書写字書写山2968 昭　昭和8

　桁行9間､梁間7間､入母屋造､本瓦葺 〔棟札〕

　東面に向拝1間　向唐破風造　本瓦葺

　　附　棟札1枚　昭和八年の記のあるもの

　　附　図面48枚

建 昭44･3･25 石造五輪塔 1基 仏心寺 姫路市別所町小林279 鎌　中期

建 昭45･3･30 石造宝篋印塔 1基 国分寺 姫路市御国野町国分寺121 室　初期

建 昭53･3･17 魚吹八幡神社摂社敷島神社本殿 1棟 魚吹八幡神社 姫路市網干区宮内193 江　初期

　三間社流造､本瓦葺

建 昭54･3･20 魚吹八幡神社楼門 1棟 魚吹八幡神社 姫路市網干区宮内193 江　貞亨3

　三間一戸楼門､入母屋造､本瓦葺､左右袖塀附属 　〔瓦銘〕

　　附　修理札　2枚

　　　　明治二二年修理記銘のあるもの

　　　　昭和六年修理記銘のあるもの

建 昭59･3･28 石造鳥居 1基 射楯兵主神社 姫路市総社本町190 江　慶安5

〔刻銘〕

建 昭63･3･22 本徳寺大広間 1棟 本徳寺 姫路市亀山324 江　中期

　桁行29.9m､梁間14.0m､一重､正面入母屋造､背面

　切妻造､妻入､本瓦葺

建 昭63･3･22 本徳寺経堂 1棟 本徳寺 姫路市亀山324 江　中期

　桁行3間､梁間3間､一重もこし付､宝形造､本瓦葺

　八角輪蔵付

建 平2･3･20 本徳寺本堂 1棟 本徳寺 姫路市亀山324 江

　桁行8間､梁間9間､入母屋造､妻入､正面向拝3間､

　本瓦葺

建 平3･3･30 本徳寺庫裡 1棟 本徳寺 姫路市亀山324 江　延亨4

　桁行8間半､梁間10間半､切妻造､妻入､正面玄関 〔瓦銘〕

　一間向

建 平15･3･25 本徳寺大門 1棟 本徳寺 姫路市亀山324 宝永6

　四脚門､切妻造､本瓦葺､南北各五間袖塀附属 〔棟札〕

　　附　棟札　2枚

         丑七月廿二日の記のあるもの        　1

         宝永六己丑年八月吉日の記のあるもの　1

建 平2･3･20 三木家住宅 6棟 姫路市 姫路市林田町中構74 江　18世紀

　　　前期

　　　　          トタン覆庇本瓦葺　湯殿･雪隠付き

　長屋門及び長屋　桁行東西31.8m､南北39.6m､ 江 寛政8

　　　　          入母屋造､本瓦葺 〔家蔵文書〕

江 19世紀前期

　米蔵　          桁行14.8m､梁間5.3m､切妻造，本瓦葺 江 19世紀前期

　新蔵　          桁行5.0m､梁間四4.0m､二階建､ 江 19世紀中頃

　　　　          切妻造､本瓦葺

　　附　古絵図　6枚

建 昭56･3･24 補陀落寺観音堂 1棟 補陀落寺
姫路市夢前町莇野字水生山
2022

江　中期

　方三間､一重､方形造､向拝1間､後部廂間付､桟瓦葺

　主屋          　桁行12.5間､梁間6.5間､入母屋造､草葺

　内蔵　          桁行10m､梁間4m､二階建､切妻造､本瓦葺

中播磨地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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県指定文化財（建造物）
建 昭56･3･24 弥勒寺開山堂厨子 1基 弥勒寺 姫路市夢前町寺1051 桃　慶長 16

　一間春日厨子(黒漆塗) 〔扉飾

 金具銘〕

建 昭55･3･25 石造無縫塔 1基 臨済寺 姫路市夢前町新庄1468-4 室　初　期

建 昭57･3･26 石造無縫塔 1基 法恩寺 姫路市夢前町古知之庄法持9 永和4

〔刻銘〕

建 昭47･3･24 八葉寺奥院厨子 1基 八葉寺 姫路市香寺町相坂1068 室　大永5

　一間春日厨子 〔蟇股墨書〕

建 昭41･3･22 今念寺五重石塔 1基 今念寺 姫路市安富町名坂204 鎌　弘安3

　五重石塔　凝灰岩製 〔刻銘〕

建 平19･3･9 徹心寺 2棟 徹心寺 神崎郡神河町福本402

　本堂  桁行13.1ｍ、梁間12.2ｍ、入母屋造、茅葺、 江　宝暦2

　　　　　向拝一間、背面下屋庇付、トタン葺

　　附　棟札１枚

　山門　一間薬医門、切妻造、茅葺 江　天保9

建 平19･3･9 法楽寺 2棟 法楽寺 神崎郡神河町中村1048

　本堂　正面五間、奥行五間、宝形造、銅板葺、 江　享保14

　　　　背面軒下張出付、向拝一間

　　附　棟札2枚

　　附　万人講勧化之記額1枚

　春日社　三間社隅木入春日造、柿葺
江　17世紀中
期

建 平24･2･28 春日神社 2棟 春日神社 神崎郡神河町吉冨1878番地

　本殿　桁行五間、梁間二間、切妻造 江　寛保3

　　　　向拝三間　千鳥破風　軒唐破風、銅板葺

　　附　棟札１枚　寛保三年の銘のあるもの

　拝殿　桁行西面五間　東面三間　梁間二間
江　18世紀中
期

　　　　入母屋造　桟瓦葺

建 昭47･3･24 三木家住宅 9棟 福崎町 神崎郡福崎町西田原1106 江　元文2

　表座敷　桁行11間､梁間4間､一重(一部中二階)､ 〔瓦銘〕

　　　　　入母屋造､本瓦葺

　　　　　附　玄関脇別棟便所風呂

　副　屋　桁行5間､梁間2.5間､一重二階､本瓦葺 江　中期

江　安永2

　内　蔵　土蔵造､一重二階､切妻造､本瓦葺 江　中～末期

　米　蔵　土蔵造､一重二階､切妻造､本瓦葺 江　中～末期

　酒造蔵　土蔵造､一重二階､切妻造､本瓦葺 江　中～末期

　　　　　附　女中部屋

　角　蔵　角蔵と挽割小屋から成る｡ 江　中～末期

            土蔵造､一重(一部中二階)

　　　　　切妻造､本瓦葺

　廐　　　一重二階､本瓦葺 江　中～末期

　表　門　本瓦葺､付塀一廻り 江　中～末期

　　附　　屋敷図　　1枚

建 昭62･3･24 旧神崎郡役所(福崎町立神崎郡歴史民俗資料館) 1棟 福崎町 神崎郡福崎町西田原1038-12 明　明治 19

　木造､建築面積226.1㎡､二階建､背面平屋建､玄関及び

　ベランダ付､桟瓦葺

建 昭44･3･25 石造五重塔 1基 神積寺 神崎郡福崎町西田原752 鎌　中期

建 昭44･3･25 石造鳥居 1基 岩尾神社 神崎郡福崎町東田原1935-1 桃　慶長 16

〔刻銘〕

建 昭45･3･30 石橋 1基 岩尾神社 神崎郡福崎町東田原1935-1 江　初期

建 昭58･3･29 岩尾神社本殿 1棟 岩尾神社 神崎郡福崎町東田原1935-1 桃

　一間社流造､柿葺

　離　れ　桁行6間､梁間4.5間､一重二階､入母屋造､本瓦葺
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時代

年代

建 昭63･3･22 旧豊野家住宅(室津民俗館) 1棟 たつの市 たつの市御津町室津306 江　末期

　桁行15.7m､梁間14.3m､平屋建一部二階､

　切妻造､西面及び東面庇付､本瓦葺､東西庇桟瓦葺

建 昭61･3･25 旧日本専売公社赤穂支局(赤穂市立民俗資料館) 3棟 赤穂市 赤穂市加里屋805-2 明　明治 41

　旧事務所(本館)木造､建築面積463.0㎡､平屋建一部二階

　　　　　　　　　玄関塔屋付､桟瓦葺

　旧文書庫(資料庫)煉瓦造､建築面積38.5㎡､二階建､

　　　　　　　　　正面庇付､桟瓦葺

　旧塩倉庫(収蔵庫)木造､建築面積297.5㎡､平屋建､桟瓦葺

建 平17･3･18 斑鳩寺庫裏及び表門 2棟 斑鳩寺 揖保郡太子町斑鳩736

　庫裏　桁行22.9ｍ､梁間13.0ｍ､入母屋造、本瓦葺 江 慶安2

　　　　玄関　間口1間、奥行2間、向唐破風造、本瓦葺 　19世紀前期

　増築

　表門　桁行1間､梁間1間､薬医門、切妻造、本瓦葺 江 慶安2

　　　　袖塀東側及び西側各長さ2.4ｍ、築地塀、本瓦葺

　　附　便所 　 大 大正年間

　　附　御祈祷所 江 19世紀中期

建 平18･3･17 斑鳩寺仁王門・聖徳殿前殿・山王社・鐘楼 4棟 斑鳩寺 揖保郡太子町斑鳩709

　仁王門　桁行3間､梁間2間､八脚門、入母屋造、本瓦葺 　 江　寛文13

江　寛文5

　山王社　桁行1間､梁間1間､入母屋造、千鳥破風付、 江　明暦2

　　　　　向拝１間軒唐破風付、柿葺

　鐘楼　桁行3間､梁間2間､入母屋造、袴腰付、本瓦葺 江　元禄6

建 昭58･3･29 石造宝塔 1基 個人 赤穂郡上郡町船坂字西方寺 鎌　永仁6

上1054-50

建 昭61･3･25 鍛冶宝篋印塔 1基 岩木甲自治会 赤穂郡上郡町岩木甲 室　明徳元

〔刻銘〕

建 昭47･3･24 江川神社本殿 1棟 江川神社 佐用郡佐用町大畠133 室　文安4

　一間社流造､栩板葺(現) 〔銘板墨書〕

　　附　銘板墨書 1枚

建 昭47･3･24 円応寺宝篋印塔 1基 円応寺地区 佐用郡佐用町円応寺135-1 南北　初期

　附　旧軸石 1枚

建 昭47･3･24 新宿墓地宝篋印塔 1基 末広地区 佐用郡佐用町末広485-3 南北　嘉慶2

〔刻銘〕

時代

年代

建 昭40･3･16 雷神社本殿 1棟 雷神社 豊岡市佐野稲葉542 江　明暦2

　五間社切妻造､三間向拝付､桧皮葺 〔棟札〕

建 昭43･3･29 石造九重塔 1基 八幡神社 豊岡市津居山字八幡山399 鎌　中期

建 昭62･3･24 金剛寺宝篋印塔 1基 金剛寺 豊岡市金剛寺489 南北

建 平20･3･21 達徳会館（旧兵庫県豊岡尋常中学校本館） 1棟 社団法人達徳会 豊岡市京町12番16号 明　明治29

　木造２階建､寄棟造､桟瓦葺､建築延面積352.6㎡

　玄関ポーチ付､切妻造､桟瓦葺､東面下屋付､桟瓦葺

　西面ポーチ付､切妻造､桟瓦葺

建 昭43･3･29 観音寺仁王門 1棟 観音寺 豊岡市日高町観音寺字中筋721 室　中期

　桁行3間､梁間2間､一重､寄棟造､桟瓦葺

建 平26･8･19 永楽館 1棟 豊岡市 豊岡市出石町柳17 明　明治34

　桁行27.9ｍ、梁間18.0ｍ、２階建、地下１階、切妻
造、

　桟瓦葺

建 昭43･3･29 石造五輪塔 1基 訓谷区 美方郡香美町香住区 室　文安元

訓谷字立中562-2 〔刻銘〕

　　　　東増築部　桁行7.99ｍ､梁間12.1ｍ､入母屋造、本瓦葺

　聖徳殿前殿　桁行5間､梁間5間､向拝1間､入母屋造､本瓦葺

但馬地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

西播磨地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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県指定文化財（建造物）
建 平23.3.18 大乗寺 2棟 大乗寺 美方郡香美町香住区

森字鳥ノ橋860番地 江　寛政6

　　　　　　　　背面軒下張出付､背面南端下屋庇付 〔棟札〕

　　　　　　　　式台玄関　正面間口一間､奥行二間､

　　　　　　　　向唐破風造､銅板葺

　　附　棟札２枚　寛政六歳の記のあるもの、

　　　　　　　　　造営世話頭人の記のあるもの

　　附　旧畳骨13点　畳屋細工人等の記のあるもの

　山門　桁行三間､梁間二間､八脚門､入母屋造､桟瓦葺 江　安政2

〔「歴代
記」〕

建 令2･3･13 帝釈寺本堂 1棟 帝釈寺 美方郡香美町香住区

下浜599 室 16世紀中期

建 昭38･4･19 郡主神社本殿 1棟 郡主神社 美方郡香美町村岡区板仕野91 室　応永 15

　三間社流造､柿葺 〔郡支配

  棟札写〕

建 平31.3.12 黒野神社本殿 1棟 黒野神社 美方郡香美町村岡区村岡 江　明和2

　桁行三間、梁間三間、入母屋造、千鳥破風付 字宮ノ上723番2 〔棟札〕

　軒唐破風付　銅板葺

　　附　棟札1枚　明和二年　奉修加造営正一位伊津岐
　　　　大明神の記のあるもの

建 昭52･3･29 石造宝篋印塔 1基 玉田寺 美方郡新温泉町 鎌　正和3

七釜1436 〔刻銘〕

建 昭43･3･29 甘棠亭 1棟 個人 養父市八鹿町伊佐418 江　延宝4

　一重､入母屋造､茅葺

建 平20･3･21 宿南家住宅主屋 1棟 個人 養父市八鹿町宿南1202番地 江　享和3

　桁行11.0ｍ､梁間6.0ｍ､2階建､入母屋造､茅葺､

　　附　棟札1枚　享和三年の記のあるもの

建 平28.3.15 名草神社社務所 1棟 名草神社
養父市八鹿町石原字妙見1755
番6

江　元禄8

　鉄板葺　背面軒下張出付

建 昭54･3･20 石造宝篋印塔 1基 個人 養父市稲津字下ノ奥 南北　末

建 昭54･3･20 石造宝篋印塔 1基 個人 養父市畑字反ノ芝 室　初期

建 昭45･3･30 石造宝篋印塔 1基 法宝寺 朝来市和田山町岡田191-3 南北

建 昭43･3･29 石造七重塔 1基 朝来市 朝来市山東町大月1466慈照寺 鎌　中期

建 昭43･3･29 石幢 1基 諏訪地区 朝来市山東町大月1466慈照寺 南北

建 昭43･3･29 石造九重塔 1基 個人 朝来市山東町森461 南北

建 昭52･3･29 大同寺開山堂 1棟 大同寺 朝来市山東町早田417 江　天和3

　正面5間､側面5間､一重棠階付入母屋造､桟瓦葺 〔棟札〕

　　附　棟札 2枚

建 昭51･3･23 羽淵鋳鉄橋 1基 朝来市 朝来市羽淵字柳16-1 明

　橋長18.27m､幅員3.6m､二連ア-チ橋  明治16～18

建 平4･3･24 旧神子畑鉱山事務舎(元生野鉱山外人宿舎) 1棟 明延鉱業（株） 朝来市佐嚢1826-1 明　初期

　桁行正面12.34m､背面10.49m､梁間10.49m

　正面玄関付､宝形造､桟瓦葺

　正面五間　側面五間　宝形造　桟瓦葺

　客殿及び庫裏　桁行33.0ｍ､梁間18.9ｍ､入母屋造､銅板葺

　北面下屋附属､桟瓦葺　東・南面庇付､桟瓦および鉄板葺

　西面突出部､桁行6.5ｍ､梁間11.0ｍ､平屋建､切妻造､桟瓦葺

　桁行26.1ｍ　梁間14.1ｍ　入母屋造　鉄板葺　南側面下屋庇付
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年代

建 昭37･6･15 柏原藩主織田家旧邸長屋門 1棟 丹波市 丹波市柏原町柏原683 江　中期

　桁行13.5間､梁間2間､一重､入母屋造､桟瓦葺

建 平 元･3･31 八幡神社三重塔 1基 八幡神社 丹波市柏原町柏原八幡山4001-1 江　文化9

　三間三重塔婆､檜皮葺 〔造営文書〕

　　附　日記(5冊)

建 平21･3･24 旧氷上高等小学校校舎 1棟 丹波市 丹波市柏原町柏原688-3 明治18年

　木造２階建､寄棟造､桟瓦葺､建築面積352.7㎡ 〔棟札〕

　玄関ポーチ付 ２階建､切妻造､桟瓦葺

　　附　棟札１枚　明治18年の記のあるもの

　　　　門　　門柱４本　敷石東西2.1ｍ､南北6.5ｍ

　　　　柵　　基礎石北側6.3ｍ､南側7.9ｍ

建 令3･2･17 五社稲荷神社本殿 1棟 八幡神社 丹波市柏原町柏原字谷田3565番１ 江　宝暦6

（答申） 　桁行3間　梁間2間　入母屋造　千鳥破風付　向拝3間 〔棟札〕

　中央間張出付　軒唐破風付　檜皮葺

建 昭45･3･30 石造宝篋印塔 1基 下小倉地区 丹波市柏原町 鎌　末期

下小倉金水寺16-3

建 平3･3･30 新井神社本殿 1棟 新井神社 丹波市柏原町大新屋514-1 江　中期

　桁行2間､梁間3間､正面入母屋造､妻入､背面切妻造

　正面向拝3間､軒唐破風付､茅葺

建 昭51･3･23 神野神社本殿 1棟 神野神社 丹波市氷上町北御油 室　末期

　一間社流造､柿葺

建 昭48･3･9 旧朝倉家住宅(青垣町歴史民俗資料館) 1棟 丹波市 丹波市青垣町佐治114 江　中期

　一方入母屋造､他方切妻造､茅葺 (町民センタ-内)

建 昭45･3･30 石造宝篋印塔 1基 個人 丹波市青垣町栗住野 南北末期

字西倉ノ上96

建 昭49･3･22 石造宝篋印塔 1基 大野区 丹波市春日町稲塚字大野 室　初期

建 昭49･3･22 石造宝篋印塔 1基 万松寺 丹波市春日町野村84 南北

建 昭52･3･29 春日神社本殿 1棟 春日神社 丹波市春日町野村1358 江　初期

　五間社流造､向拝1間､檜皮葺

建 昭49･3･22 薬師堂 1棟 延命寺 丹波市山南町山本 室

　桁行5間､梁間4間､四注造､茅葺 （牧山神社） 字南谷629-1

　　附　修理棟札　　1枚 （丹波市山南町小畑）

建 昭60･6･26 慧日寺仏殿 1棟 慧日寺 丹波市山南町太田127-1 江　元禄 15

〔棟札〕

建 平30.3.20 狭宮神社 2棟 狭宮神社 丹波市山南町和田1262

　本殿　桁行正面一間　背面二間　梁間二間　入母屋造

　　　　千鳥破風付　向拝一間　軒唐破風付　檜皮葺

　　附　棟札１枚　宝暦八年　奉再建三宮正一位八幡宮
　　　　の記のあるもの

　天満宮　一間社流造　檜皮葺 17世紀後期

建 昭38･4･19 清薗寺石造燈籠 1基 清薗寺 丹波市市島町下竹田68 南北　貞和3

〔刻銘〕

建 昭45･3･30 石造宝篋印塔 1基 白毫寺 丹波市市島町白毫寺709 南北　貞治4

〔刻銘〕

建 昭51･3･23 石造宝篋印塔 1基 神池寺 丹波市市島町多利2609-1 南北

建 昭54･3･20 小林家長屋門 1棟 個人 丹波篠山市西新町24 江　中期

　曲折入母屋造　茅葺

　　附　棟札4枚　 宝暦六丙子歳三月二十六日の記のあるもの

　　　　　　　　  宝暦六丙子歳三月廿六日の記のあるもの

　　　　　　　 　 慶応二年丙寅年夏四月上旬の記のあるもの

　　              大正五年十月吉日の記のあるもの

　附　棟札　1枚  元禄十五壬三月初八日移立の記があるもの

　附　台石　　1個(至徳元年四月十四日の刻銘があるもの)

丹波地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

宝暦8年〔棟
札・擬宝珠
銘〕
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県指定文化財（建造物）

時代

年代

建 昭59･3･28 金天閣 1棟 八幡神社 洲本市山手2丁目甲785 江　初期

建 昭42･3･31 鳥飼八幡宮本殿 1棟 鳥飼八幡宮 洲本市五色町鳥飼中314 桃　慶長8

　三間社流造､銅板葺 〔再興棟札〕

建 昭42･3･31 石造五重塔 1基 下堺区 洲本市五色町下堺519 鎌　中期

建 昭42･3･31 石造五輪塔 1基 個人 洲本市五色町上堺2341 鎌　中期

建 昭42･3･31 石造宝篋印塔 1基 浄土寺 洲本市五色町都志468 南北　延文5

〔刻銘〕

建 昭42･3･31 石造十三重塔 1基 引摂寺 淡路市志筑3842 鎌　嘉元2

〔刻銘〕

建 昭57･3･26 岩上神社本殿 1棟 岩上神社 淡路市柳沢乙614 室　末期

　一間社隅木入春日造､屋根銅板葺(元桧皮葺)彩色

　　附　鰐口　　　1口

建 昭36･8･23 高麗陣打死衆供養石碑 1基 江善寺 南あわじ市松帆江尻516 桃

建 昭42･3･31 石造五輪塔 1基 日光寺 南あわじ市松帆檪田196 鎌　元亨2

〔刻銘〕

建 昭42･3･31 石造宝篋印塔 4基 日光寺 南あわじ市松帆檪田196 南北　応安7

　応安七年七月十五日の刻銘があるもの　　　1基 〔刻銘〕

　応安七年正月廿三日の刻銘があるもの　　1基

建 昭46･4･1 六面石幢 1基 西路区･志知川区 南あわじ市松帆西路 南北　貞治3

〔刻銘〕

建 昭35･5･12 八幡神社本殿 1棟 八幡神社 南あわじ市福良甲1331 桃　慶長5

　三間社流造､銅板葺 　〔棟札〕

建 昭49･3･22 八幡神社本殿及び拝殿 2棟 八幡神社 南あわじ市賀集八幡734 江　寛永8

　本殿　三間社流造､檜皮葺 〔本殿

　　附　　棟札1枚  再建棟札〕

　拝殿　桁行9間､梁間4間､一重､寄棟造

　　　　正背面向拝3間､本瓦葺

建 昭46･4･1 石造五輪塔 1基 神宮寺 南あわじ市沼島南区 鎌　前期

　桁行11.0m､梁間14.0m､一重寄棟造､向拝1間､向唐破風､本瓦葺

淡路地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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県指定文化財（美術工芸品）

彫 昭41･3･22 木造持国天立像 2躯 徳光院 神戸市中央区葺合町布引山2-3 平

木造増長天立像 　

彫 昭52･3･29 不動明王及二童子像 3躯 善光寺 神戸市灘区桜ケ丘町1-3 鎌

書 昭52･3･29 紺紙金字妙法蓮華経 8巻 トウ利天上寺 神戸市灘区摩耶山 平　後　期

 (伝待賢門院御筆)

工 昭47･3･24 太刀拵 2振 長田神社 神戸市長田区長田町3-10 室

彫 昭48･3･9 木造不動明王立像 1躯 福祥寺 神戸市須磨区須磨寺町4-6-8 南北　応安2

工 昭48･3･9 鰐口 1口 福祥寺 神戸市須磨区須磨寺町4-6-8 南北　貞治5

典 昭39･3･9 當山暦代 2巻
福祥寺
（神戸市教育委員会）

神戸市須磨区須磨寺町4-6-8
（神戸市中央区京町24）

室～江

典 昭63･3･22 古筆貼交屏風 6曲1双 正覚院 神戸市須磨区須磨寺町4-2-28 江

工 昭37･6･15 鰐口 1口 石峯寺 神戸市北区淡河町神影110 鎌　正和4

彫 昭59･3･28 木造阿弥陀如来坐像 1躯 無動寺 神戸市北区山田町福地字新地100 平

彫 平10･4･7 薬師如来立像 1躯 寿福寺 神戸市北区山田町下谷上字沢38 鎌　建治元

彫 平8･3･26 塑造金剛力士像 2躯1対 如意寺 神戸市西区櫨谷町谷口259 鎌

歴 平18･3･17 羽柴秀吉制札 2点 淡河本町自治会 神戸市北区淡河町淡河 桃　天正7・天正8

　附　関連文書　13点 （神戸市教育委員会） （神戸市中央区京町24）  

工 平28･3･15 銅製経箱 2合 （一社）有馬温泉観光協会 神戸市北区有馬町790-3 鎌　後　期

(神戸市教育委員会) （神戸市中央区京町24）

彫 昭51･3･23 木造阿弥陀如来坐像 1躯 治田寺 尼崎市戸ノ内町2-4-21 平

書 昭42･3･31 大覚寺文書 56点
大覚寺
（尼崎市教育委員会）

尼崎市寺町9
（尼崎市東七松町1-23-1）

鎌～室

考 平3･3･30 田能遺跡出土の遺物 尼崎市教育委員会 尼崎市田能6-5-1 弥

　銅剣鋳型片 1個 (尼崎市立田能資料館)

　白銅製釧 1個

　碧玉製管玉 632個

歴 平13･3･30 摂津職河辺郡猪名所地図 1幅 尼崎市 尼崎市東七松町1-23-1 平～鎌

文 平29･3･14 西宮神社御社用日記 216点 西宮神社 西宮市社家町1-17 江～明

絵 昭37･6･15 紙本著色善慧上人伝絵　箱共 6巻 浄橋寺 西宮市塩瀬町生瀬523 室

考 昭62･3･24 流水文銅鐸　(伝淡路出土) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

考 昭62･3･24 袈裟襷文銅鐸(兵庫県伊丹市中村出土) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

考 昭62･3･24 袈裟襷文銅鐸 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

　(兵庫県宍粟郡一宮町閠賀字西山出土)

考 昭62･3･24 袈裟襷文銅鐸(兵庫県洲本市淡路川出土) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

考 昭63･3･22 横帯文銅鐸(出土地不詳) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

考 昭63･3･22 流水文銅鐸(伝滋賀県出土) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

考 昭63･3･22 流水文銅鐸(出土地不詳) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

考 昭63･3･22 流水文銅鐸 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

　(徳島県麻植郡川島町川島神社出土)

考 昭63･3･22 流水文銅鐸(徳島県徳島市榎瀬町出土) 1口 （公財）辰馬考古資料館 西宮市松下町2-28 弥

歴 平12.5.2 慶長十年摂津国絵図 1枚 西宮市 西宮市川添町15-26 江

(西宮市立郷土資料館)

阪神南地区

名　　　　　　　　　称種別 指定年月日 所在地
時　代
年　代

所有者(管理者)

(2) 美術工芸品

神戸地区

種別 指定年月日 名　　　　　　　　　称
時　代
年　代

所有者(管理者) 所在地
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県指定文化財（美術工芸品）

考 昭38･4･19 伝芦屋廃寺心礎 1個 芦屋市 芦屋市伊勢町12-25 奈

彫 平10･4･7 広目天･多聞天立像 2躯 昆陽寺 伊丹市寺本2-169 平　前　期

考 昭52･3･29 伊丹廃寺跡出土品 一括 伊丹市 伊丹市千僧1-1-1 古

(伊丹市立博物館)

彫 昭41･3･22 木造脇侍十一面観音立像 2躯 中山寺 宝塚市中山寺2-11-1 鎌　寛元2

(うち一躯のみ)

考 昭51･3･23 波豆八幡神社板碑 1基 波豆八幡神社 宝塚市波豆谷田東掛1 鎌　嘉暦3

〔刻銘〕

考 昭53･3･17 四区画袈裟襷文銅鐸 2口 個人 宝塚市中山荘園4-15 弥

 宝塚市切畑字長尾山11-28出土

彫 昭36･5･12 木造薬師如来坐像 1躯 栄根寺 川西市花屋敷1-6-9 平

彫 昭53･3･17 木造千手観音立像 1躯 満願寺 川西市満願寺字籬東4 平　後　期

彫 昭55･3･25 木造聖観音立像 1躯 満願寺 川西市満願寺字籬東4 平　後　期

彫 昭55･3･25 木造十一面観音立像 1躯 満願寺 川西市満願寺字籬東4 平　後　期

彫 昭56･3･24 木造金剛力士立像 2躯 満願寺 川西市満願寺字籬東4 鎌　末　期〔嘉暦〕

考 昭62･3･24 栄根遺跡出土墨壺 1個 川西市 川西市南花屋敷2-13 奈

考
平26･3･14

勝福寺古墳出土品 318点
川西市
勝福寺（川西市教育委員会）

川西市南花屋敷２丁目13-10 古

絵 平3･3･30 絹本著色釈迦十六善神像 3幅 慶安寺 三田市貴志1192 鎌

(兵庫県立歴史博物館)

絵 平 元･3･31 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 蓮花寺 三田市下槻瀬678 室　文安5

　　附　両部曼荼羅縁起　1巻

彫 昭41･3･22 木造阿弥陀如来像及び木造脇侍菩薩像 3躯 蓮花寺 三田市下槻瀬678 鎌　文永8

考 昭61･3･25 蓮花寺弥陀三尊種子板碑 1基 蓮花寺 三田市下槻瀬678 鎌

彫 昭45･3･30 木造薬師如来坐像 1躯 常福寺 三田市上深田186 鎌　後　期

彫 平 元･3･31 木造五智如来坐像 5躯 禅林寺 三田市上内神555 平　中～末

彫 平2･3･20 木造十一面観音立像 1躯 禅林寺 三田市上内神555 平　末　期

彫 平 元･3･31 木造狛犬 1対 小柿天満神社 三田市小柿138 南北　康応元

工 平 元･3･31 孔雀文磬 1面 観音寺 三田市大川瀬583 鎌

考 昭61･3･25 薬師堂二尊種子板碑 1基 上槻瀬区 三田市上槻瀬七七松471 南北

考 昭61･3･25 木器興福寺種子板碑 2基 興福寺 三田市木器267 鎌～ 南北

考 昭63･3･22 大舟寺寺跡町石 12基 大舟寺 三田市波豆川605 室

　(付)五輪塔風空輪部残欠　1基

考 平2･3･20 陶棺 1基 三田市 三田市末2198-1 青野ダム記念館 古

彫 平11･4･13 旧川辺郡中谷村･六瀬村所在 26躯 江　後　期

 木喰明満作木彫群

　　七仏薬師坐像群 毘沙門講
川辺郡猪名川町上阿古谷字毘沙門
813

　　 　善名称吉祥王如来坐像　　　　 1躯 (猪名川町) 　

　　　 金色放光妙行成就王如来坐像 　1躯

　　　 無憂最勝吉祥如来坐像　　　　 1躯

　　　 法海雷音如来坐像　　　　　　 1躯

　　　 法海勝慧遊戯神通如来坐像 　　1躯

　　　 薬師瑠璃光王如来坐像　　　　 1躯

　　　 明満仙人倚像　　　　　　　　 1躯

　　　得大勢至大菩薩立像　　　　　　1躯 天乳寺 川辺郡猪名川町万善字寺の下通29

　　　聖観世音大菩薩立像　　　　　　1躯

　　　明満仙人倚像　　　　　　　　　1躯

種別

阪神北地区

所有者(管理者) 所在地
時　代
年　代

指定年月日 名　　　　　　　　　称
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県指定文化財（美術工芸品）

　　　一戎大黒天立像　 　　　　　 　1躯 猪名川町
川辺郡猪名川町木津字八十19番地の
2

　

　　十王尊坐像群 東光寺 川辺郡猪名川町北田原字寺の前452

　　 　琰魔大王坐像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　泰広王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　初江王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　宋帝王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　五官王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　変成王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　太山王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　平等王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　都市王像　　　　　　　　 1躯

　　　 伝　五道転輪王像　　　　　　 1躯

　　　葬頭河婆坐像　　　　　　　 　 1躯

　　　白鬼立像　　　　　　　　　 　 1躯

　　　明満仙人倚像　　　　　　　　　1躯

　　　立木子安観音立像　　　　　　　1躯

　　　松尾大権現倚像　　　　　　　　1躯 個人 川辺郡猪名川町万善字対津313-4

絵 昭59･3･28 麻布著色盂蘭盆曼荼羅 1幅 光明寺 明石市鍛冶屋町5-20 江

絵 平22･3･19 神馬図絵馬 1面 住吉神社 明石市魚住町中尾1031番の2 江　天明4

彫 昭59･3･28 木造聖観音立像 1躯 宝林寺 明石市材木町14-5 平

考 平7･3･28 鴟尾(復原鴟尾) 2基 明石市 明石市上ノ丸2-13-1 奈

 他　断片　1個

彫 平14･4･9 薬師如来坐像 1躯 高家寺 明石市太寺2-10-35 平

考 平21･3･24 藤江別所遺跡出土品 125点 明石市 明石市上ノ丸2丁目13番1号 弥・古

　土器(113)、銅鏡(9)、銅鏃(1)、 （明石市立文化博物館）

  車輪石(1)、勾玉(1)

考 平29･3･14 報恩寺跡本堂基壇出土瓦 87点 明石市 明石市上ノ丸2-13-1 室　明徳４

(明石市教育委員会） (明石市立文化博物館)

絵 平4･3･24 絹本著色当麻曼荼羅図 1幅 龍泉寺 加古川市加古川町平野123 鎌

　附 旧軸木一本及び旧補修記録　1幅

彫 昭43･3･29 行道面 12面 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 室

　附 宝髻 2個

彫 昭48･3･9 木造阿弥陀如来坐像 1躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 平

彫 平8･3･26 木造僧形坐像(伝恵便法師像) 1躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 平　前　期

彫 平9･4･8 獅子頭 2面 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌末～ 南北

工 昭48･3･9 机 1脚 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 桃　天正4

工 昭48･3･9 懸仏 2面 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 南北　康暦元

平17･3･18 　附　懸仏(如意輪観音)鏡板 1面

彫 平13･3･30 二臂如意輪観音半跏思惟像 1駆 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 平

工 平17･3･18 懸仏(薬師如来) 1面 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 南北

彫 平31･2･18 木造聖徳太子立像 1躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌倉～室町

彫 平13･3･30 沙弥教信頭像 1駆 教信寺 加古川市野口町野口465 鎌

書 昭50･3･18 報恩寺奉加帳 3帖 報恩寺 加古川市平荘町山角466-1 室

  並びに報恩寺文書10通1巻

絵 平16･3･ 9 釈迦三尊十六善神像 1幅 報恩寺 加古川市平荘町山角466-1 鎌倉中期～後期

種別 指定年月日 名　　　　　　　　　称 所在地所有者(管理者)
時　代
年　代

東播磨地区
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絵 平12･5･2 阿弥陀三尊来迎図 1幅 常楽寺 加古川市東神吉町神吉1413 鎌　後期

絵 昭54･3･20 絹本著色阿弥陀来迎図 1幅 十輪寺（奈良国立博物館） 高砂市高砂町横町1074 南北

考 昭47･3･24 舟型石棺蓋石 (天磬舟) 1個 高砂市 高砂市曽根町2301-1-18 古

　 (高砂市教育センター内)

彫 昭58･3･29 木造阿弥陀如来立像 1躯 利生寺 高砂市荒井町御旅1-9-11 鎌

絵 昭60･3･26 真浄寺障壁画 18面 真浄寺（京都国立博物館） 高砂市伊保3-15-17 江

絵 平26･3･14 板絵著色神馬図 1面
加茂神社
（曽根天満宮）

高砂市竜山1-37-1
(高砂市曽根町2286-1)

江

絵 平26･3･14 板絵著色牽牛図 1面 曽根天満宮 高砂市曽根町2286-1 江

考 昭51･3･23 安倉高塚古墳出土品 一括 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

　銅製半円方形帯神獣鏡 1面 (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　内行花文鏡　　     　1面

　管玉3個､小玉2個

　　附　　刀身､釶､鍬先､

　　　　　鉄矛等 残欠九片　一括

考 平7･3･28 深田遺跡出土品 70点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平7･3･28 雨流遺跡出土品 26点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 平

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平13･3･30 板井寺ヶ谷遺跡出土品(旧石器) 638点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 旧

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平13･3･30 山垣遺跡出土品 58点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 飛・奈

　木簡(20)､墨書土器(37)､漆書土器(1) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平13･3･30 小犬丸遺跡出土品 41点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 奈

　木簡(3)､墨書土器(16)､鳥形木製品(1)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　ヘラ書土器(1)､馬形(10)､斎串(10)

考 平13･3･30 上板井経塚出土品 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 平～鎌

　和鏡(3)､外筒(1)､青白磁合子(1)､ 12点 (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　銭貨(6)､刀子(1)

考 平13･3･30 勝雄経塚出土品 12点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 室

　外容器(備前焼肩衝壺)(1)､木蓋(1)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平13･3･30 沢の浦2号墳出土品  101点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

　銀象嵌太刀(4)､陶棺(2)､須恵器(69)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　土師器(1)､鉄鏃(14)､刀子(2)､鎹(2)､

　釧(1)､耳環(6)

考 平13･3･30 丁･柳ヶ瀬遺跡出土品 12点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　彩文土器(11)､彩文鉢(高坏)(1) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平14･4･9 国領遺跡石器群 20点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 縄

　チャート製木葉形尖頭器(3)､同未製品(6)、 (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　接合資料(5)､石鏃(1)､

　サヌカイト製有茎尖頭器(5)

考 平14･4･9 有鼻遺跡鉄剣･鉄斧 4点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　鉄剣(1)､鉄斧(3) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平14･4･9 平方遺跡小銅鐸鋳型及び関係品 33点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　小銅鐸鋳型(2)､石舌(1)､中子破片(1)、 (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　羽口(1)､土器(28)

考 平14･4･9 内場山弥生墳墓群出土品一括 186点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　素環頭大刀(1)､鉄鏃(17)､鉄斧(1)､鉇(1)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　針状鉄器(1)､不明鉄器(1)､ガラス管玉(8)､

　ガラス小玉(132)､土器(23)､砥石(1)

　銅製鍍金経筒(1)､法華経八巻(8)､こより(1)
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考 平14･4･9 袴狭遺跡群線刻画木製品 2点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥、弥～古

　箱形木製品(1)､線刻画木製品(1) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平14･4･9 三条九ノ坪遺跡木簡 1点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 飛

　木簡(1) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平14･4･9 大田町遺跡刻書円面硯 1点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 奈

　円面硯(1) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平15･3･25 東武庫遺跡2号墓出土品一括 11点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　竪櫛(1)、土器(10) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平15･3･25 半田山1･2号墳丘墓出土品一括 32点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平15･3･25 向山2号墳出土品一括 10点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

　鏡(1)､ヤリガンナ(2)､土器(7) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平15･3･25 多利･前田遺跡土壙墓出土品一括 20点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 鎌

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　刀子(1)､鉄製品(2)､木箱(1)､

　白磁(皿)(1)､土師器(8)､漆箱(1)､

　青白磁(壺身･蓋､合子)(3)

考 平16･3･9 まるやま遺跡出土品 2点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 縄

　垂飾(2) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平16･3･9 玉津田中遺跡平地建物跡出土品 39点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　弥生土器(36)､石鏃(2)､管玉(1) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平16･3･9 表山遺跡出土小形仿製鏡他一括品 8点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

　小形仿製鏡(1)､鉄鏃(1)､弥生土器(6) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平16･3･9 年ノ神6号墳出土品 327点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

　銅鏡(1)､勾玉(1)､鉄剣(2)､鉄刀(2)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　鉄鏃(57)､三角板革綴短甲(1)､頸甲(1)､

　肩甲(1)､刀子(1)､鉄斧(2)､鋤先(1)､

　須恵器(2)､韓式土器(1)

考 平16･3･9 勝手野6号墳出土品 10点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

　装飾付須恵器(2)､その他須恵器(6)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　耳環(1)､管玉(1)

考 平17･3･18 七日市遺跡出土品 1,037点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 旧

　石器(233)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　3ＥＬＭ-2ブロックの一括資料(804)

考 平18･3･17 佃遺跡出土品 589点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 縄

　縄文土器(103)、土偶(7)､石剣・石刀類(5)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　砥石(1)､朱精製用石皿(1)、磨石(2)、

　有孔皿形土製品(6)、

　サヌカイト分割原石(18)、

　その他石器(429)、動物骨(15)、耳栓(1)、

　円形土製品(1)

考 平19･3･9 市辺遺跡出土品 285点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 奈

　木簡(22)､墨書土器(243)､銅印(1)､ (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

  古銭(15)､陶硯(4)

考 平23･3･18 市之郷遺跡出土品 44点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 古

　軟質韓式土器(15)、土師器(29) (考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考 平25･3･22 下加茂遺跡１号方形周溝墓出土品 21点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

　瑞花鴛鴦鏡(和鏡)(1)､和鋏(1)､毛抜き(1)､

　小形仿製鏡(1)､弥生土器(25)､鉇(1)

　曲刃鎌(1)､ヤリガンナ(2)､ガラス小玉(251)､

　鉄剣(1)､鉄鏃(1)､土器棺身･蓋(2)､銅鏃(1)､
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考 平28･3･15 古津路銅剣 ６点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

考
令3･2･17
（答申）

望塚銅鐸 １口 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 弥

(考古博物館） (加古郡播磨町大中1-1-1)

工 昭36･5･12 銅鐘 1口 慈眼寺 三木市久留美1722 鎌　延慶2

工 昭37･6･15 銅鐘 1口 蓮花寺 三木市口吉川町蓮花寺187 南北　貞和2

考 昭37･6･15 銅製経筒 1口 高男寺部落 三木市志染町高男寺 平　仁平3

　附 経巻残闕及び陶質壺　1

彫 昭48･3･9 鬼面 1面 法光寺 三木市吉川町法光寺287 室　康正元

書 昭51･3･23 法光寺文書 3巻(37通) 法光寺 三木市吉川町法光寺287 鎌～室

考 昭47･3･24 法光寺境内出土五輪泥塔 一括 法光寺 三木市吉川町法光寺287 鎌

工 平29･3･14 桐唐草格子文様片身替小袖 １領 本長寺 三木市府内町6-43 桃

　附 桐紋唐松散らし蒔絵箱　1合

彫 昭43･3･29 行道面 4面 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌

彫 昭43･3･29 鬼面 2面 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌

彫 昭38･4･19 木造阿弥陀如来坐像 1躯 万勝寺 小野市万勝寺町548 鎌

考 平4･3･24 阿弥陀三尊種子板碑 1基 青野原宮総代 小野市青野原町625-1 鎌

彫 昭42･3･31 木造十一面観音立像 1躯 西林寺 西脇市坂本454-1 平

彫 昭63･3･22 木造薬師如来坐像 1躯 大通寺 西脇市住吉町1030 平

考 昭55･3･25 きつね塚古墳石棺 1基 神道大和教輝根 西脇市明楽寺町上中尾14 古

塚教苑明楽町区

工 昭47･3･24 酒見寺梵鐘 1口 酒見寺 加西市北条町北条1319 南北　貞治3

工 昭47･3･24 東光寺梵鐘 1口 東光寺 加西市上万願寺392 南北　観応元

考 昭38･8･24 一乗寺三重塔古瓦 3個 一乗寺 加西市北条町坂本821-17 平

考 昭47･3･24 石棺蓋石 玉野町 加西市玉野町字西谷1127-3 古

 山伏峠石仏3基のうち2個 室　初期(石仏)

考 昭47･3･24 日吉神社境内出土御正躰群 一括 日吉神社 加西市池上町71-2 平～室

 附　御正躰出現につき届書　3通

考 昭47･3･24 天神山瓦窯跡出土古瓦 2個
加西市
（加西市埋蔵文化財整理室）

加西市北条町横尾1000
（加西市北条町古坂1-23）

奈

考 昭48･3･9 播磨法華山坂本磚仏 1個 個人 加西市坂本町828 奈

考 昭48･3･9 天神山瓦窯跡出土古瓦 23個 乎疑原神社 加西市繁昌町529 奈

 附　繁昌廃寺跡出土古瓦　2個 　

考 昭51･3･23 清慶寺板碑 1基 清慶寺 加西市中野町863 鎌　正和3

　　　〔刻銘〕

考 昭51･3･23 鎮岩板碑 1基 加西市 加西市北条町北条1274 鎌　建治3

　　　〔刻銘〕

考 平8･3･26 江ノ上経塚出土品 32点 加西市 加西市北条町横尾514 平～鎌

（兵庫県立歴史博物館）

彫
令3.2.17
（答申）

木造阿弥陀如来立像 １駆 北条町小谷区 加西市北条町小谷４７９ 鎌

彫 昭43･3･29 神事能面 12面 住吉神社神事舞踊保存会 加東市上鴨川571 鎌～室

彫 平 元･3･31 銅造菩薩立像 1躯 清水寺 加東市平木1194 白鳳

書 昭51･3･23 播磨清水寺文書 41巻 清水寺 加東市平木1194

　 (608通)

彫 平3･3･30 木造大日如来坐像 1躯 田中区 加東市田中458 平　承安2

工 昭37･6･15 鰐口　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1口 朝光寺 加東市畑609 鎌　永仁3

工 昭47･3･24 太鼓 1個 朝光寺 加東市畑609 鎌　永仁6

工 昭57･3･26 懸仏 3面 朝光寺 加東市畑609 室　応永 16

所有者(管理者) 所在地種別 指定年月日

北播磨地区
時　代
年　代

名　　　　　　　　　称
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彫 平12･5･2 木造千手観音立像 1躯 朝光寺 加東市畑609 平　後期

考 平15･3･25 河高･上ノ池遺跡出土祭祀土製品ほか一括 33点 加東市教育委員会 加東市木梨1134-56 古

 祭祀土製品(15)､土器･石器類(18)

工 平28･3･15 鉦鼓 1口 中古瀬地区 加東市中古瀬225 鎌　元徳3

彫 昭50･3･18 木造聖観音立像 1躯 鳳泉寺 多可郡多可町中区坂本字坂の下380 平

考 昭52･3･29 村東山古墳石棺 1基 多可町 多可郡多可町中区茂利20 古

　(多可町中央公民館)

考 平16･3･ 9 思い出遺跡出土烏帽子他一括品 9点 多可町 多可郡多可町中区中村町123 鎌　前期

　(多可町教育委員会)

 用途不明鉄製品(1)

彫 平28･3･15 木造阿弥陀如来立像 1躯 善光寺 多可郡多可町中区東安田713 平

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 昭37･6･15 般若十六善神画像 1幅 法持院 多可郡多可町八千代区大和754 鎌

彫 昭41･3･22 木造阿弥陀如来坐像 1躯 安海寺 多可郡多可町八千代区中村220 平

彫 昭35･3･31 木造十一面観音立像(甲) 1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 昭37･6･15 木造十一面観音立像(乙) 1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 昭37･6･15 木造十一面観音立像(丙) 1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 昭37･6･15 木造兜跋毘沙門天立像 1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 昭37･6･15 木造毘沙門天立像　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 昭37･6･15 木造千手観音立像 1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 平25･3･22 木造観音菩薩立像 1躯 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和774 平

彫 平13･3･30 阿弥陀如来坐像 1駆 金蔵寺 多可郡多可町加美区的場853 奈

典 平25･3･22 紺紙金泥法華経 8巻 金蔵寺 多可郡多可町加美区的場853 鎌

絵 昭35･3･31 天神縁起絵巻(明徳本) 3巻 英賀神社 姫路市飾磨区英賀甲975 室

絵 昭35･3･31 天神縁起絵巻(永正本) 3巻 英賀神社 姫路市飾磨区英賀甲975 室

彫 昭37･6･15 木造千手観音立像 1躯 竜門寺 姫路市網干区浜田812 平

彫 昭37･6･15 木造聖観音立像 1躯 竜門寺 姫路市網干区浜田812 平

彫 昭37･6･15 木造釈迦如来坐像 1躯 竜門寺 姫路市網干区浜田812 平

　附　台座(鎌倉期)

彫 昭44･3･25 木造薬師如来坐像 1躯 随願寺 姫路市白国5 平

彫 昭44･3･25 木造金剛薩埵坐像 1躯 円教寺 姫路市書写2968 南北　延文4

工 昭39･3･9 銅鐘 1口 円教寺 姫路市書写2968 鎌

彫 平20･3･21 性空上人坐像 1躯 円教寺 姫路市書写2968 平

彫 平20･3･21 如意輪観音坐像 1躯 円教寺 姫路市書写2968 鎌　延応元

工 昭51･3･23 打刀拵 1振 松原八幡神社 姫路市白浜町字松原社396 桃

　附 刀身 1口 (姫路市立美術館)

書 昭40･3･16 広峯神社古文書 2巻16点 広峯神社 姫路市広峰52 鎌～江

書 昭40･3･16 肥塚家古文書 1巻36点 個人 姫路市広峰33 鎌～江

(兵庫県立歴史博物館)

考 昭55･3･25 板碑 1基 正明寺 姫路市五軒邸164 南北　貞和2

絵 昭63･3･22 絹本著色当麻曼荼羅図 1幅 大覚寺 姫路市網干区興浜151 鎌

絵 平 元･3･31 絹本著色僧形八幡神像 1幅 八正寺 姫路市白浜町甲68 鎌

彫 平 元･3･31 鬼面 2面 八正寺 姫路市白浜町甲68 鎌　後　期

彫 昭60･3･26 木造多聞天立像 1躯 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 平

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

歴 平 元･3･31 播磨国総社三ツ山祭礼図屏風 2曲1隻 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 江

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

所在地種別 所有者(管理者)指定年月日 名　　　　　　　　　称

 烏帽子(1)､青磁碗(1)､土師器小皿(5)､小刀(1)､

中播磨地区
時　代
年　代

76
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工 平13･3･30 孔雀文磬 1面 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 鎌　弘安4

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 平14･4･9 不動明王二童子像 1幅 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

彫 昭39･3･9 木造薬師如来坐像 1躯 法恩寺 姫路市夢前町古知之庄法持9 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

彫 平4･3･24 木造彩色狛犬 1対 姫路市 姫路市安田4-1 鎌 元享4

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

工 昭48･3･9 素文磬 1面 八葉寺 姫路市香寺町相坂1068 鎌　建長7

考 昭62･3･24 法花堂2号墳出土品 55点 姫路市 姫路市安田4-1 古

　小札鋲留衝角付冑他 (姫路市埋蔵文化財センター)

考 昭63･3･22 伯牙弾琴八花鏡(鏡面線刻阿弥陀浄土図) 1面 七寶寺 神崎郡神河町大山110 平　前　期

考 昭61･3･25 青銅製経筒 1個 個人 神崎郡市川町鶴居27 平

考 昭61･3･25 塩谷十三仏種子板碑群 9基 市川町上牛尾塩谷区 神崎郡市川町上牛尾 室

考 昭48･3･9 阿弥陀種子板碑 1基 神積寺 神崎郡福崎町東田原1891 鎌　弘安

彫 平5･3･26 銅造阿弥陀三尊立像 3躯 普音寺 たつの市龍野町福の神6 鎌

彫 昭37･6･15 菅天神像 1躯 天満神社 たつの市新宮町 南北

　附　　厨子1基､寄棟造､板葺 宮内字風呂屋垣内342

彫 平2･3･20 瓦製狛犬 1躯 皇祖神社 たつの市新宮町香山231 南北　明徳元

歴 平3･3･30 播磨国絵図 1枚 新宮八幡神社 たつの市新宮町宮内342 江

考 昭44･3･25 千本出土鬼瓦 長井幹雄 たつの市新宮町千本757 奈

　完形   1枚 浄福寺

　一部を欠くもの   2枚

彫 平4･3･24 木造薬師如来立像 1躯 宝積禅寺 たつの市揖保川町大門108 平

彫 平4･3･24 木造釈迦如来立像 1躯 宝積禅寺 たつの市揖保川町大門108 平

文 平31･2･18 淡路国指出寄帳 2冊 たつの市 たつの市龍野町上霞城128-3 室　天正13

考 平5･3･26 銅鐸鋳型片 1口 赤穂市 赤穂市上仮屋916-1 弥

（赤穂市教育委員会）

考 昭62･3･24 地蔵立像板碑 1基 赤穂市 赤穂市有年楢原379 室

（有年楢原中所地区）

絵 平10･4･7 絹本著色八葉曼荼羅図 1幅 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 鎌　後　期

（太子町立歴史資料館） （揖保郡太子町鵤1310-1）

考 昭55･3･25 黒岡神社石棺部材(蓋石一及び底石一) 2個 黒岡神社 揖保郡太子町太田字八幡917 古

彫 平4･3･24 石造地蔵菩薩立像 1躯 福専寺 揖保郡太子町東保128-2 室　貞治2

彫 昭51･3･23 木造赤松則村坐像 1躯 宝林寺 赤穂郡上郡町河野原279 南北

彫 昭51･3･23 木造赤松則祐坐像 1躯 宝林寺 赤穂郡上郡町河野原279 南北

彫 昭51･3･23 木造覚安尼坐像 1躯 宝林寺 赤穂郡上郡町河野原279 南北

彫 昭51･3･23 木造別法和尚坐像 1躯 宝林寺 赤穂郡上郡町河野原279 南北

工 昭45･3･30 鰐口 1口 太山寺 赤穂郡上郡町高山1265 室　応永 19

考 昭61･3･25 鍛冶地蔵像板碑 1基 岩木甲自治会 赤穂郡上郡町岩木甲字鍛冶 南北　延文4

考 昭63･3･22 鍛冶口地蔵像板碑 1基 岩木甲自治会 赤穂郡上郡町岩木甲字イマミト19 南北　康暦元

考 昭63･3･22 椿峠地蔵像板碑 1基 宇野山自治会 赤穂郡上郡町 室　中　期

　　附　　地蔵像板碑1基 宇野山字北谷334

考 昭63･3･22 皆坂地蔵像板碑 1基 皆坂自治会 赤穂郡上郡町八保丙字上ノ山711 室　応永 13

彫 平 元･3･31 木造釈迦如来坐像及び両脇侍像　　　　　　　　　　 　　　 3躯 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 鎌　徳冶2

工 昭35･3･31 銅鐘 1口 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 南北　応安2

所在地
時　代
年　代

西播磨地区

所有者(管理者)種別 名　　　　　　　　　称指定年月日
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工 平 元･3･31 鰐口 1口 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 南北　永和4

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 平 元･3･31 絹本著色随求曼荼羅図 1幅 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

工 平 元･3･31 孔雀文磬 1面 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

考 昭35･3･31 細形銅剣 1口 間村在所 佐用郡佐用町東徳久 弥

考 平9･4･8 高畑古墳(第一･二号墳)出土品  120点 佐用町 佐用郡佐用町三日月1110-1 古

絵 平27･3･10 絹本著色圓空像 1幅 西光寺 宍粟市山崎町御名190 室　寛正3

絵 平27･3･10 絹本著色婦人像 1幅 西光寺 宍粟市山崎町御名190 室末・桃山

絵 平27･3･10 絹本墨画羅漢図 2幅 西光寺 宍粟市山崎町御名190 鎌末南北あるいは元

彫 昭49･3･22 木造大日如来坐像 1躯 河原田区 宍粟市一宮町 鎌

河原田1354-1(正福寺)

考 昭52･3･29 四区袈裟襷文銅鐸(青木銅鐸) 1口 文化庁 宍粟市山崎町鹿沢80 弥

(宍粟市保管) (山崎町立郷土館内)

絵 昭62･3･24 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 東楽寺 豊岡市清冷寺1665 室

彫 昭40･3･16 木造十一面観音像 1躯 帯雲寺 豊岡市野上481 平

考 平 元･3･31 金剛界五仏種子板碑 1基 新堂区 豊岡市新堂字門谷310-4 室

彫 昭40･3･16 木造十一面観音像 1躯 野垣区 豊岡市野垣字宮の下226 平

彫 昭43･3･29 木造十一面千手観音立像 1躯 慈等寺 豊岡市三宅354 平

彫 昭54･3･20 木造聖観音立像 1躯 文常寺 豊岡市鎌田12 平

歴 平4･3･24 金剛寺文書(足利尊氏寄進状) 1通 金剛寺 豊岡市金剛寺489 南北

考 平15･3･25 中郷深谷2号墳出土石棺 1基 豊岡市(豊岡市教育委員会) 豊岡市中央町2-4 古

考 平17･3･18 妙楽寺出土仏具一括 34点 豊岡市(豊岡市教育委員会) 豊岡市神美台157番地の40

　錫杖頭(1)､宝珠杵(1)､六器(25)､二器(5)､

　柄香炉蓋(1)､火舎(1)

考 平15･3･25 森尾古墳出土品 107点 個人 豊岡市森尾958 古

  方格規矩四神鏡(1)､ ガラス製勾玉(2)､ （豊岡市教育委員会）

  ガラス製小玉(53)､緑色凝灰岩製管玉(25)､   　

  鉄剣破片(9)､ヤリガンナ(1)､鉄鏃(10)､

  鉄斧(1)､鎌(1)及び破片(2)､  

　石杵(1)

彫 昭43･3･29 木造四天王立像 4躯 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985 平

彫 昭59･3･28 木造金剛力士立像 2躯 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985 鎌

絵 昭46･4･1 月庵宗光像 1幅 円通寺 豊岡市竹野町須谷6 南北　永徳3

彫 昭43･3･29 行道面 9面 豊岡市桑野本区 豊岡市竹野町桑野本 鎌

　附　金銅製菩薩宝冠残欠　　　　5片

　　  木製光背　　　　        　2枚

　　  金銅製透彫光背残欠　　  　3片

　    鉄製鈴                    1器

      鉄製鏡　 　       　　　　1器

絵 平6･3･25 絹本著色大日如来像 1幅 蓮華寺 豊岡市竹野町轟306 鎌

絵 平6･3･25 絹本著色愛染明王像 1幅 蓮華寺 豊岡市竹野町轟306 鎌

考 平17･3･18 見蔵岡遺跡の石棒生産に関わる出土品 12点 豊岡市教育委員会 豊岡市竹野町森本632

　石棒および石棒未製品･石柱(5)､敲打器(7)

絵 昭60･3･26 隆国寺障壁画 36面 隆国寺 豊岡市日高町荒川22 江

種別 名　　　　　　　　　称指定年月日 所有者(管理者)

但馬地区

所在地
時　代
年　代

  鉄斧ないしノミ(あるいは鉾)(1)(鎌とシュウ着)､
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工 昭48･3･9 鰐口 1口 進美寺 豊岡市日高町赤崎1150 南北　明徳2

書 昭62･3･24 進美寺文書 2巻6通 進美寺 豊岡市日高町赤崎1150 鎌

彫 昭55･3･25 木造地蔵菩薩立像 1躯 称名寺 豊岡市出石町馬場19 平　後　期

彫 昭56･3･24 木造千手観音立像 1躯 総持寺 豊岡市出石町宮内1734 室　天文4

　附　像内納入品

彫 昭57･3･26 木造薬師如来坐像 1躯 袴狭区 豊岡市出石町袴狭 平　後　期

考 昭63･3･22 田多地経塚出土遺物 一括 豊岡市 豊岡市出石町魚屋50 平　後　期

彫 平16･3･ 9 伝聖観音坐像 1躯 日野辺区 豊岡市出石町日野辺 奈良末期～平安初期

彫 昭46･4･1 木造薬師如来坐像 1躯 松禅寺 豊岡市但東町栗尾469 平

絵 昭58･3･29 絹本著色十六羅漢像 16幅 蔵雲寺 豊岡市但東町中山1151 南北～室

彫 平3･3･30 木造十一面観音立像 1躯 西谷区 豊岡市但東町西谷字船木口207 平

彫 昭43･3･29 木造四天王立像 4躯 大乗寺 美方郡香美町香住区森860 平

彫 昭49･3･22 木造薬師如来坐像 1躯 大乗寺 美方郡香美町香住区森860 平

彫 昭58･3･29 木造帝釈天倚像 1躯 帝釈寺 美方郡香美町香住区下浜599 鎌

絵 平14･4･9 役行者像 1幅 浜安木区 美方郡香美町香住区安木 室　初 期

(兵庫県立歴史博物館） （姫路市本町68）

考 平27･3･10 文堂古墳出土品 168点 香美町（香美町教育委員会） 香美町村岡区村岡2324-1 古

絵 昭62･3･9 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 相応峰寺 美方郡新温泉町清富589 鎌

絵 昭38･4･19 絹本著色南溟禅師像 1幅 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 室

絵 昭38･4･19 絹本著色夢窓国師像 1幅 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 南北

絵 昭38･4･19 絹本著色佛国国師像 1幅 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 室

絵 昭38･4･19 絹本著色山名時熈像 1幅 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 室

書 昭38･4･19 楞厳寺文書 4巻4幅 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 南北～室

書 昭38･4･19 夢窓国師書状 1幅1通 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 室

典 昭39･3･9 妙法蓮華経 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　8巻 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 江　初　期

　（伝順徳院皇女消息経） 　

書 昭39･3･9 服部庄重書案 1巻 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 室

書 昭53･3･17 仏説観無量寿経･仏説阿弥陀経　　　　　　　　　　　　　　2巻 楞厳寺 美方郡新温泉町田井411 南北

　（伝順徳院皇女消息経）

彫 昭38･4･19 木造阿弥陀如来坐像 1躯 善住寺 美方郡新温泉町熊谷1286 平

彫 昭41･3･22 木造不動明王立像 1躯 正福寺 美方郡新温泉町湯174 平

工 昭45･3･30 鰐口 1口 正楽寺 美方郡新温泉町前566-1 室　応永 35

彫 昭37･6･15 木造薬師如来坐像 1躯 浅間寺 養父市八鹿町浅間588 平

工 昭48･3･9 鰐口 1口 今滝寺 養父市八鹿町今滝寺155 室　応永 23

彫 昭58･3･29 木造金剛力士立像 2躯 今滝寺 養父市八鹿町今滝寺155 鎌　正嘉2

歴 昭58･3･29 青谿書院蔵書  131冊 養父市 養父市八鹿町宿南97-3 江

(青谿書院資料館)

歴 昭61･3･15 青谿書院蔵書 1153点 養父市 養父市八鹿町宿南97-3 江

(青谿書院資料館)

典 平3･3･30 日光院文書 6巻99通  日光院 養父市八鹿町石原450 室

絵 平19･3･9 孔雀明王像 1幅 今滝寺 養父市八鹿町今滝寺115 鎌　中　期

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 平19･3･9 弁才天像 1幅 今滝寺 養父市八鹿町今滝寺115 鎌　後　期

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 平19･3･9 両界曼荼羅図 2幅 今滝寺 養父市八鹿町今滝寺115 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 平19･3･9 十六羅漢像 9幅 今滝寺 養父市八鹿町今滝寺115 鎌　～　室　中　期

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

彫 昭60･3･26 木造阿弥陀如来立像 1躯 福王寺 養父市大屋町中635 鎌

彫 昭60･3･26 木造聖観世音菩薩立像 1躯 蓮華寺 養父市大屋町夏梅682 平
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県指定文化財（美術工芸品）

絵 昭61･3･25 山路寺障壁画 山路寺 養父市大屋町山路216 江

　襖 28面

　小襖　 2面

　二曲屏風 1隻

　掛軸 3幅

彫 平3･3･30 木造阿弥陀如来坐像 1躯 別宮区 養父市関宮別宮字横吹200 平　後　期

歴 令2･2･12 明神電車車両 8輌 養父市・朝来市 養父市明延 昭

朝来市佐嚢

工 昭58･3･29 銅鐘 1口 金蔵寺 朝来市生野町口銀谷932 鎌

彫 昭45･3･30 木造薬師如来坐像 1躯 法宝寺 朝来市和田山町岡田191-3 平

彫 平9･4･8 金銅菩薩立像 1躯 円龍寺 朝来市和田山町和田山308 奈　前　期

考 昭56･3･24 銅鋺 1個 朝来市 朝来市和田山町東谷213-1 古

(朝来市埋蔵文化財センター)

考 昭56･3･24 金銅装頭椎大刀 1口 朝来市 朝来市和田山町東谷213-1 古

(朝来市埋蔵文化財センター)

考 昭56･3･24 春日古墳出土遺物(96点) 一括 朝来市 朝来市和田山町東谷213-1 古

(朝来市埋蔵文化財センター)

絵 昭60･3･26 絹本著色涅槃図 1幅 楽音寺 朝来市山東町楽音寺579 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

絵 昭60･3･26 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 楽音寺 朝来市山東町楽音寺579 鎌

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

考 昭43･3･29 楽音寺経瓦(楽音寺所蔵分) 楽音寺 朝来市山東町楽音寺579 平～鎌

　完形1枚　　一部を欠くもの3枚

　　附　経瓦残片　　　　　64点

　　　　須恵器一個体残片　16点

絵 昭61･3･25 絹本墨画白衣観音像 1幅 大同寺 朝来市山東町早田417 室

工 昭45･3･30 鰐口 1口 朝来市教育委員会 朝来市山東町与布土165 南北　嘉慶2

絵 昭61･3･25 絹本著色仏画十二天像 12幅 鷲原寺 朝来市岩津1441 室

彫 昭61･3･25 石造阿弥陀如来坐像 1基 鷲原寺 朝来市岩津1441 鎌

彫 昭41･3･22 鷲原寺石仏群 16躯 鷲原寺 朝来市岩津1441 鎌

工 昭61･3･25 鰐口 1口 日輪寺 朝来市桑市365 室

工 平3･3･30 銅鐘 1口 八幡神社 丹波市柏原町柏原4001-1 南北

彫 昭50･3･18 木造仏像類 34躯 達身寺 丹波市氷上町清住259 平

彫 平4･3･24 木造阿弥陀如来坐像 1躯 高山寺 丹波市氷上町常楽50 鎌　初　期

考 昭63･3･22 野々間遺跡出土銅鐸 2口 丹波市 丹波市春日町黒井496-2 弥

絵 昭62･3･24 絹本著色仏光国師像 1幅 慧日寺 丹波市山南町太田127-1 室

絵 昭62･3･24 絹本著色仏国国師像 1幅 慧日寺 丹波市山南町太田127-1 室

絵 昭62･3･24 絹本著色夢想国師像 1幅 慧日寺 丹波市山南町太田127-1 南北

絵 昭62･3･24 絹本著色仏印心伝禅師像 1幅 慧日寺 丹波市山南町太田127-1 南北

彫 昭44･3･25 木造阿弥陀如来立像 1躯 親縁寺 丹波市山南町和田1258-3 南北　貞和4

工 昭37･6･15 鰐口 1口 石龕寺 丹波市山南町岩屋2 南北　建武4

工 昭44･3･25 石龕寺扁額 1面 石龕寺 丹波市山南町岩屋2 鎌

工 昭44･3･25 金剛鈴 3口 石龕寺 丹波市山南町岩屋2 鎌

工 昭50･3･18 両界曼茶羅版木 1枚 石龕寺 丹波市山南町岩屋2 室　応永 28

彫 昭45･3･30 木造阿弥陀如来立像 1躯 神池寺 丹波市市島町多利 平

工 昭44･3･25 五種鈴 5口 白毫寺 丹波市市島町白毫寺709 鎌

所在地
時　代
年　代

種別 指定年月日 名　　　　　　　　　称 所有者(管理者)

丹波地区
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県指定文化財（美術工芸品）

工 昭48･3･9 鰐口 1口 加茂神社 丹波市市島町上竹田字段2015 室　応永 20

文 平15･3･25 久下氏文書 78点 個人(丹波市) 丹波市市島町上竹田1980-3 鎌～室

彫 昭53･3･17 木造薬師如来坐像 1躯 蔵六寺 丹波篠山市貝田299 鎌　初　期

工 昭48･3･9 古丹波コレクション  312点 丹波古陶館 丹波篠山市河原町185 鎌～江

考 昭53･3･17 漢式鏡 1面 金照寺 丹波篠山市管15 古

鏡　板 1対

環　鈴 1個

　附　木片

　出土地　多紀郡篠山町菅ヨセワの坪

考 昭55･3･25 七鈴鏡 1面 篠山市 丹波篠山市北新町41 古

　附　　宝地山二号墳出土品　一括

彫 昭62･3･24 銅造蔵王権現立像 1躯 御刀代神社 丹波篠山市池上 鎌

彫 昭62･3･24 木造大日如来坐像 1躯 小原部落 丹波篠山市小原 平　後　期

絵 平6･3･25 絹本著色釈迦八相涅槃図 1幅 高蔵寺 丹波篠山市高倉5 鎌

書 平9･4･8 和田寺文書 62点 和田寺 丹波篠山市今田町下小野原 室～江

字和田谷ノ坪925

考 平9･4･8 地蔵菩薩板碑 1基 和田寺
丹波篠山市今田町下小野原字和田谷
1-3

南北

工 平29･3･14 鉦鼓 1口 一印谷自治会 丹波篠山市一印谷字池ノ下西坪194 鎌　正和3

工 昭42･3･31 古丹波壺 1口 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 桃　慶長2

　慶長二年ノ銘アリ (兵庫陶芸美術館） (丹波篠山市今田町上立杭4)

工 昭44･3･25 古丹波壺 1口 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 室

　釘彫桐花紋アリ (兵庫陶芸美術館） (丹波篠山市今田町上立杭4)

考 平30･3･20 丹波焼（兵庫陶芸美術館所蔵資料） 657点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 室～江

(兵庫陶芸美術館） (丹波篠山市今田町上立杭4)

工 昭46･4･1 八衢神社梵鐘 1口 上堺区 洲本市五色町上堺1995-1 南北　永和5

考 平5･3･26 鉄塔残欠 1基 千光寺 洲本市山手1-27 鎌

(市立淡路文化資料館)

彫 昭56･3･24 木造聖観音立像 2躯 円城寺 淡路市佐野1205 平　後　期

彫 昭61･3･25 木造五智如来坐像 5躯 浄滝寺 淡路市生穂590 平

考 平24･2･28 淡路市 淡路市生穂新島8番地 弥

(淡路市埋蔵文化財事務所)

彫 平25･3･22
木造女神坐像
　附　木造女神像

2躯
　7躯

伊弉諾神宮 淡路市多賀740 平　及び　鎌

彫 昭43･3･29 木造薬師如来立像 1躯 平等寺 南あわじ市倭文庄田355 平

絵 昭49･3･22 絹本著色成相寺伽藍絵図 1幅 成相寺 南あわじ市八木天野馬回394 室

彫 昭46･4･1 木造飛天坐像 1躯 国分寺 南あわじ市八木笑原国分331 平　後　期

考 平3･3･30 石盤 1個 個人 南あわじ市八木天野馬回 室　応永 23

考 平3･3･30 地蔵立像板碑 1基 覚住寺 南あわじ市神代社家343 南北　永徳4

考 昭41･3･22 大和社古印 1個 大和大国魂神社 南あわじ市榎列字上幡多857 平

彫 平6･3･25 木造薬師如来立像 1躯 賢光寺 南あわじ市榎列小榎列283 平　後　期

絵 昭52･3･29 尊勝法華曼荼羅 1幅 神宮寺 南あわじ市沼島南区2523 鎌　後　期

書 昭55･3･25 紺紙金銀字入大乗論 2巻 神宮寺 南あわじ市沼島南区2523 平　後　期

彫 昭37･6･15 木造薬師如来坐像 1躯 萬勝寺 南あわじ市阿万上町339 鎌　建長元

所在地
時　代
年　代

淡路地区

種別 指定年月日 名　　　　　　　　　称 所有者(管理者)

五斗長垣内遺跡出土品　 688点　サヌカイト砕片一括　

　土器(546)、土製品(3)、鉄器(68)、石製工具(62)

　打製石器(4)、剥片(5)、砕片(101g)
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県指定文化財（無形・民俗）

種別 指定年月日 所  有  者  ( 管 理 者 )

芸 昭51･9･3 保持者　小池美代子

工技 昭58･3･29 有馬筆(書画用)技術保存会

種 別 指定年月日 保　存　関　係　者

工技 昭58･3･29 名塩紙技術保存会

種 別 指定年月日 保　存　関　係　者

工技 昭58･3･29 杉原紙保存会

有民 昭55･3･25 沢の鶴株式会社大石蔵(前蔵･大蔵) 2棟 沢の鶴株式会社 神戸市灘区大石南町1-29-1 江

　　-沢の鶴資料館-

　附　灘の酒造用具一式　181種　2，884点

有民 昭45･3･30 農村歌舞伎舞台(長床) 1棟 北僧尾区 神戸市北区淡河町北僧尾字坊垣内 江　安永6

　桁行7.6m､梁間4.6m､入母屋造､茅葺 　 〔墨書〕

有民 昭46･4･1 上谷上農村歌舞伎舞台 1棟 上谷上農村歌舞伎舞台保存会 神戸市北区山田町上谷上字宮ノ開地 江

　桁行11.07m､梁間7.4m､入母屋造､茅葺 　

無民 昭45･3･30 長田神社古式追儺式 長田神社　旧氏子 神戸市長田区長田町3-10

　附　鬼面　　　　　7面 　

無民 昭46･4･1 淡河八幡神社御弓神事 お弓神事保存会 神戸市北区淡河町勝雄35

有民 昭57･3･26 灘の酒造用具一式 (公財)白鹿記念酒造博物館 西宮市建石町2番10号

  　214種　　　517点

  附　酒造用桶･樽づくり道具一式 167点

有民 昭52･3･29 酒樽･桶づくり用具一式  171点 伊丹市 伊丹市千僧1-1 江

昭56･3･24  (樽丸づくり用具18点を含む) (伊丹市立博物館)

(一部追加) 　　附　樽職鑑札､焼印､古文書　　106点

有民 昭53･3･17 旧東家住宅(宝塚市歴史民俗資料館) 1棟 宝塚市 宝塚市大原野字松尾1 江　後　期

　桁行6間､梁間4.5間､入母屋造､茅葺

有民 昭54･3･20 旧下堂家住宅(川西市歴史民俗資料館) 1棟 川西市 川西市美山台3-5-1 江　中　期

　桁行9.9m､梁間6.6m､入母屋造､茅葺

杉原紙技術

所在地

２ 無形文化財

名　　　　　　称 所在地

神戸地区

多可郡多可町加美区鳥羽733

須磨琴(一絃琴)

所在地

西宮市名塩２ｰ10ｰ８

名　　　　　　称

名塩紙技術

神戸市須磨区須磨寺町

神戸市北区有馬町1091-2

名　　　　　　称

阪神南地区

北播磨地区

有馬筆(書画用)技術

指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 )

３ 民俗文化財

神戸地区

所在地
時代
年代

種別

所在地
時代
年代

阪神南地区

種別 指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 )

所在地
時代
年代

阪神北地区

種別 指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 )
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県指定文化財（無形・民俗）

有民 昭55･3･25 旧福田家住宅(川西市歴史民俗資料館) 1棟 川西市 川西市美山台3-5-1 江　中　期

　桁行5.5間､梁間4間､入母屋造､茅葺

無民 昭52･3･29 摂州兵庫功徳盆踊 むぎわら音頭保存会 伊丹市南野宮前391

無民 昭48･3･9 三田本庄百石踊 駒宇佐八幡神社百石踊保存会 三田市上本庄駒宇佐八幡宮

無民 昭54･3･20 大蔵谷の獅子舞 大蔵谷獅子舞保存会 明石市大蔵本町6-10

無民 平21･3･24 曽根天満宮の一ツ物 曽根天満宮一ツ物神事保存会 高砂市曽根町2286番地の1

無民 昭52･3･29 吉川若宮神社のヤホ-神事 若宮神社宮座中 三木市吉川町稲田560

無民 平16･3･9 石上神社なまずおさえ神事 石上神社なまずおさえ神事保存会 西脇市板波町4-1

無民 昭52･3･29 住吉神社龍王舞 龍王舞保存会 加西市北条町北条1318

無民 昭57･3･26 朝光寺鬼追踊 朝光寺鬼追踊保存会 加東市社町畑

　附 翁面1

　　 鬼面4及び採りもの大刀1口

     斧･錫杖各1個

無民 昭47･3･24 秋津百石踊 西戸百石踊保存会 加東市秋津

有民 昭60･3･26 稲岡神社お蔭参り図絵馬 1面 稲岡神社 姫路市青山字稲岡山649 江　文政 13

　附　神馬図絵馬 (兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

有民 昭61･3･25 淡路人形かしら  187点 兵庫県 神戸市中央区下山手通5-10-1 江～

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

有民 平2･3･20 広峯神社宝珠図絵馬 1面 広峯神社 姫路市広峰山52 室

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

有民 昭62･3･24 薬王子神社ええじゃないか図絵馬 1面 薬王子神社 神崎郡神河町東柏尾字宮前

(兵庫県立歴史博物館) （姫路市本町68）

有民 昭47･3･24 柳田國男生家 1棟 福崎町 神崎郡福崎町西田原1038-12 江　中　期

　寄棟造､茅葺､四面瓦庇付 （神崎郡福崎町南田原3116-1）

無民 昭49･3･22 播磨総社「一ツ山」･「三ツ山」神事 播磨総社･氏子 姫路市本町69

(追加指定

 名称変更)

昭63･3･22

無民 平元･3･31 大塩天満宮獅子舞 大塩天満宮獅子舞保存会 姫路市大塩町441-1

無民 昭52･3･29 犬飼獅子舞 犬飼獅子舞保存会 姫路市香寺町犬飼66

無民 平13･3･30 真浦の獅子舞 真浦自治会 姫路市家島町真浦571

無民 平18･3･17 松原八幡神社秋季例祭風流 姫路「灘のけんか祭り」伝承会 姫路市白浜町甲396番地

無民 平19･3･9 魚吹八幡神社秋季例祭風流 魚吹八幡神社惣代会 姫路市網干区宮内193番地

無民
令3.2.17
（答申）

かくしほちょじ かくしほちょじ保存会 神崎郡福崎町鍛冶屋区

無民 昭44･3･25 甘地の獅子舞 甘地獅子舞保存会 神崎郡市川町甘地

東播磨地区

種別 指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 ) 所在地
時　代
年　代

所在地
時代
年代

北播磨地区

種別 指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 )

中播磨地区

種別 指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 ) 所在地
時代
年代
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県指定文化財（無形・民俗）

有民 昭57･3･26 ヒガシマル醤油㈱醤油蔵 2棟 （公財)東丸記念財団 たつの市龍野町大手54-1 江

　-うすくち龍野醤油資料館-

有民 昭60･3･26 坂越船祭り祭礼用和船 6隻 大避神社 赤穂市坂越3355 江～

　　附　船倉　　1棟

有民 昭44･3･25 河原田農村芝居堂 1棟 河原田自治会 宍粟市一宮町河原田828 明

　桁行9.7m､梁間9.5m､入母屋造､茅葺(鉄板葺)  八幡神社境内

有民 昭45･3･30 農村歌舞伎舞台 1棟 河呂部落 宍粟市千種町河呂 江

　桁行9.95m､梁間9.0m､入母屋造､鉄板葺 大森神社内

無民 昭44･3･25 梛八幡神社神事獅子舞 梛八幡神社神事獅子舞保存会 たつの市神岡町沢田

無民 昭48･3･9 室津小五月祭り(棹の歌) 小五月祭り保存会 たつの市御津町室津74

無民 昭47･3･24 恵比寿大黒舞 宝専寺恵比寿大黒舞保存会 赤穂市尾崎596

無民 平17･3･18 赤穂八幡宮獅子舞 尾崎獅子舞保存会 赤穂市尾崎203

有民 昭45･3･30 農村歌舞伎舞台 1棟 虫生区 豊岡市但東町虫生箱の宮 江

　桁行6.9m､梁間5.0m､切妻造､瓦葺

有民 昭49･3･22 葛畑の農村歌舞伎衣装 一式 28点 葛畑歌舞伎舞台保存会 養父市関宮葛畑 江

　附　参考資料 26点

有民 昭58･3･28 葛畑の木造青面金剛像及び童子･夜叉神像 7躯 葛畑区 養父市関宮字葛畑村中972-2 江

平4･3･24 　附　木造雌雄鶏彫刻付厨子

(追加)

有民 昭45･3･30 相撲桟敷 表米神社 朝来市和田山町竹田字城山の下857 江

有民 昭50･3･18 旧井上家住宅(朝来市立歴史民俗資料館) 1棟 朝来市 朝来市多々良木724 江

　桁行13.3m､梁間7.4m､木造茅葺入母屋造

無民 平12･5･2 轟の太鼓踊 蓮華寺古代太鼓踊保存会 豊岡市竹野町轟366

蓮華寺内

無民 平17･3･18 法花寺万歳 法花寺万歳保存会 豊岡市法花寺723

無民 平30･3･20 香美町三番叟 香美町三番叟保存会 美方郡香美町村岡区村岡390-1

無民 昭43･3･29 久谷ざんざか踊 久谷ざんざか踊保存会 美方郡新温泉町久谷

無民 昭47･3･24 はねそ踊 はねそ踊保存会 美方郡新温泉町丹土

無民 昭43･3･29 八鹿町九鹿ざんざか踊 九鹿ざんざか踊保存会 養父市八鹿町九鹿

無民 昭41･3･22 大杉ざんざこ踊 大杉ざんざこ踊保存会 養父市大屋町大杉

昭48･11･5

(選)

西播磨地区

指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 ) 所在地
時代
年代

種別 指定年月日 名　　　　　　称

     三､参考資料　　        76種　   122点

     二､文献資料　　       129種　   163点

所在地所  有  者  ( 管 理 者 )

 附  一､醤油づくり用具一式  77種   2,130点

時代
年代

種別

但馬地区
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県指定文化財（無形・民俗）

無民 昭48･3･9 大屋町若杉ざんざか踊 若杉ざんざか踊保存会 養父市大屋町若杉

無民 平16･3･9 養父のネッテイ相撲 水谷神社ねっていずもう保存会 養父市奥米地

平15･2･20

(選)

無民 昭45･3･30 寺内ざんざか踊 山王神社ざんざか踊保存会 朝来市和田山町寺内

無民 昭45･3･30 青垣町寺内三番叟 八幡神社祭礼保存会 丹波市青垣町沢野13-1

昭49･12･4

(選)

有民 昭38･4･19 波々伯部神社の祭礼操り人形 12体 波々伯部神社 丹波篠山市日置 江

有民 昭41･3･22 池尻神社操り人形の首 5個 池尻神社（池尻神社人形狂言保存会） 丹波篠山市町之田床谷坪9-1 江

有民 昭48･3･9 丹波立杭登窯 1基 丹波立杭陶磁器協同組合 丹波篠山市今田町上立杭赤坂口3 明　明治28

無民 平7･3･28 波々伯部神社のおやまの神事 胡瓜山保存会 丹波篠山市宮ノ前3-2

平17･2･21

(選)

無民 平15･3･25 小野原住吉神社の田楽 小野原住吉神社五ヶ宮総代 丹波篠山市今田町上小野原30-1

無民 平15･3･25 木津住吉神社の田楽 木津住吉神社田楽踊保存会 丹波篠山市今田町木津108

有民 昭52･3･29 旧原家住宅(北淡町歴史民俗資料館) 1棟 淡路市 淡路市浅野南240 江　中　期

　桁行12.87m､梁間9.96m､寄棟造､茅葺

有民 昭49･3･22 淡路人形浄瑠璃の人形･カシラ(首)･道具一式  198点 (公財)淡路人形協会 南あわじ市市三條880

　　　附　小道具帳　　　　1点
（南あわじ市福良甲1528番地1地
先）

有民 昭50･3･18 旧北本家住宅並びに付属家 2棟 南あわじ市 南あわじ市賀集八幡652 明　明治 39

　(南淡町立歴史民俗資料館)

　附　棟札　1枚 　　　〔棟札〕

　　　　桁行7.88m､梁間6.895m､ 　 　

        切妻造､本瓦葺

　　　付属家

        桁行5.9m､梁間3.94m､

　　　  切妻造､本瓦葺

無民 昭46･4･1 大久保踊 大久保踊保存会 南あわじ市八木天野大久保

無民 平27･3･10 府中八幡神社のささら踊り 府中八幡神社ささら踊り保存会 南あわじ市榎列小榎列160

　附　ささら踊りの記録　1巻

　　　　文政12年の記のあるもの

指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 ) 所在地

淡路地区

丹波地区

所在地
時代
年代

時代
年代

種別 指定年月日 名　　　　　　称 所  有  者  ( 管 理 者 )

種別
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県指定文化財（記念物）

天 昭46･4･1 渦ケ森スラスト(衝上断層)  約100㎡ 神戸市 神戸市東灘区渦森台1

天 昭49･3･22 神前の大クス 1本 春日神社奉賛会 神戸市灘区神前町3-398

史 昭46･4･1 一遍廟所 真光寺 神戸市兵庫区松原通1-1-62

天 昭48･3･9 転法輪寺の原生林 約1ha 転法輪寺 神戸市垂水区名谷町字垣の内1965及び2089

天 昭46･4･1 太山寺の原生林 10.95ha 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開

名 平元･3･31 太山寺成就院庭園 187㎡ 成就院 神戸市西区伊川谷町前開259

史 平16･3･9 白水瓢塚古墳 2,454.55㎡ 祉友会(神戸市) 神戸市西区伊川谷町潤和字シント山2-2の一部ほか

　

天 昭41･3･22 海清寺の大クス 1本 海清寺 西宮市六湛寺町7-25

天 昭36･5･12 西宮神社社叢 12,939.3㎡ 西宮神社 西宮市社家町1-17

天 昭40･3･16 満池谷層の植物遺体包含層 1,061.76㎡ 西宮市 西宮市神原町30

天 昭49･3･22 越木岩神社の社叢林 8,520㎡ 越木岩神社 西宮市甑岩町5-4､1

平13･3･30

(指定一部

 解除)

平14･4･9

(追加指定)

天 昭44･3･25 広田神社のコバノミツバツツジ群落 20,000㎡ 広田神社 西宮市大社町112

天 昭46･4･1 日野神社の社叢 13,500㎡ 日野神社 西宮市日野町2-51

天 昭48･3･9 山口の大カヤ 1本 個人 西宮市山口町中野578

史 昭41･3･22 御願塚古墳 1基 須佐男神社 伊丹市御願塚4-325

南 神社

天 昭40･3･16 法巌寺の大クス 1本 法巌寺 伊丹市中央2-431

天 平13･3･30 中野稲荷神社のイヌマキ 1本 伊丹市中野農事実行組合 伊丹市中野北2-27

史 昭35･3･31 中山寺古墳 1基 中山寺 宝塚市中山寺2-11-1

天 平27･3･10 丸山湿原群 669,186㎡ 兵庫県 宝塚市波豆字下山1-1外34筆

関西電力株式会社

天 昭41･3･22 小戸神社の大クス 1本 小戸神社 川西市小戸1-13

史 平26･3･14 勝福寺古墳 634㎡
勝福寺
（川西市教育委員会）

川西市火打2-393

史 昭48･3･9 貴志古墳群　二号墳 1基 個人 三田市貴志九三四北側字坂下

史 昭49･3･22 三田焼･三輪明神窯跡群 1,623.16㎡ 三田市 三田市三輪字宮ノ越864-2

平17･3･18 (三田市教育委員会)

(追加指定

･名称変更)

天 昭46･4･1 大舟寺のカヤ 1本 大舟寺 三田市波豆川605

天 平31･3･12 皿池湿原 17.1㏊ 三田市 三田市テクノパーク46番１他

４ 記念物

神戸地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

種別 指定年月日

阪神南地区

所在地

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

阪神北地区

名称 所有者(管理者)
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県指定文化財（記念物）

天 昭63･3･22 大師堂のネズ 1本 個人 川辺郡猪名川町清水

天 昭63･3･22 大師堂のモッコク 1本 個人 川辺郡猪名川町清水

史 昭50･3･18 高丘古窯跡群 4,455㎡ 明石市 明石市大久保町大窪字

高岡2603-57､94･95

史 昭53･3･17 太寺廃寺塔跡 約130㎡ 高家寺 明石市太寺2-2993

 附　寺地出土瓦

史 昭44･3･25 西条廃寺跡 13,000㎡ 加古川市 加古川市西条山手2及び山手2

史 昭57･3･26 愛宕塚古墳 1基 愛宕神社･野添区 加古郡播磨町野添北2-1･2

史 平31･3･12 高砂堀川湊及び工楽松右衛門旧宅 1,363.67㎡ 高砂市 高砂市高砂町今津町526番3､526番7～8､532番

名 平30･3･20 旧小河氏庭園 2,204.95㎡ 三木市 三木市本町３丁目1368番１

史 昭37･6･15 焼山群集墳(第22～25号墳) 4基 小野市 小野市垂井町向山･天神町向山

史 平4･3･24 王塚古墳 1基 熊野神社 小野市王子町806-4

史 昭55･3･25 道ノ上古墳 1基 西脇市羽安町区 西脇市羽安町道ノ上389-3他

斉藤尚作､笹倉 馨

杉本勝美､笹倉正美

史 昭59･3･28 緑風台窯跡（１号窯･２号窯） 2基 西脇市 西脇市野村町字緑風台1813-11

天 昭56･3･24 西林寺の唐子ツバキ 1本 西林寺 西脇市坂本454-1

史 昭62･3･24 岡ノ山古墳 1基 上比延町 西脇市上比延町岡之山

天 平16･3･9 荒神社のムクノキ 1本 鹿野町 西脇市鹿野町字森ノ元1359-1

史 昭47･3･24 後藤山古墳 1基 後藤正史 加西市倉谷町字芋畦122

 附　家型石棺蓋石1個

史 昭47･3･24 山の脇瓦窯跡 180㎡ 個人 加西市繁昌町大字

個人 川西山の脇･山の辻

天 昭47･3･24 殿原のイチョウ(御葉着イチョウ) 1本 殿原区 加西市殿原町溝口

史 平30･3･20 北条の五百羅漢 2,792㎡ 羅漢寺 加西市北条町北条1290及び1293

(五百羅漢保存委員会）

史 平3･3･30 小丸山一号墳 1基 エスティティ開発(株) 加東市吉馬字小丸山1852-41

天 令2･3･13 網引湿原 361,828㎡ 個人　他30人 加西市網引町1794-1ほか

天 昭50･3･18 善光寺のイブキ 1本 善光寺 多可郡多可町中区東安田713

天 昭43･3･29 青玉神社の大スギ 7本 青玉神社 多可郡多可町加美区鳥羽735

天 昭47･3･24 岩座神のスギ(千本杉) 1本 岩座神区 多可郡多可町加美区岩座神

史 平15･3･25 東山古墳群 9,466.23㎡ 高田郷生産森林組合 多可郡多可町中区東山字

12基 (多可町) 野バナ522-1の一部､522-3､522-5

史 昭36･5･12 御輿塚古墳 1基 北平野区 姫路市北平野町輿塚1109

 附　四耳壺四点ほか　103点

中播磨地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

所在地

東播磨地区

北播磨地区

所在地種別 指定年月日 名称 所有者(管理者)

名称 所有者(管理者)種別 指定年月日
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県指定文化財（記念物）

史 昭48･3･9 諏訪の岩穴 1基 西多田区 姫路市山田町多田字坊の前920

3,750㎡

史 昭48･3･9 横山古墳群一､二号墳 30,743.785㎡ 藪田区 姫路市豊富町御蔭字横山3353

2基

史 昭37･6･15 下太田廃寺塔跡 782.1㎡ 個人 姫路市勝原区下太田字堂ノ元93

史 昭48･3･9 宮山古墳 1基 春日神社 姫路市四郷町坂元城山の下406

史 平7･3･28 見野長塚古墳 1基 個人 姫路市四郷町見野字長塚281､282

　　　　　　　　　　　283-1

史 昭48･3･9 片山古墳 1基 土師区 姫路市香寺町土師字片山366

史 昭49･3･22 溝口廃寺跡 約9,000㎡ 円覚寺 姫路市香寺町溝口字聖徳山576

名 昭44･3･25 鹿ケ壺 42,800㎡ 姫路市 姫路市安富町関字坪ケ谷804-37及び804-14

天 昭52･3･29 水尾神社の大スギ 1本 水尾神社 姫路市安富町関554

天 昭49･3･22 植木野天神のムクノキ 1本 植木野天満神社 姫路市安富町植木野330

史 平7･3･28 塩野六角古墳 1基 個人 姫路市安富町塩野岡ノ上664-3

　　附　塩野古墳

史 平31･3･12 見野古墳群 842.61㎡ 個人 姫路市四郷町見野字池ノ元978番、字西ノ山587番

10の一部、字茶園616・628番

天 平18･3･17 大歳神社の大スギ 1本 大歳神社(大畑区) 神崎郡神河町大畑字森550

史 平22･3･19 福本遺跡 25,697㎡ 神河町・個人 神崎郡神河町福本字丸山1238番1･10･11･14、

同町福本字原谷川817番17･18･20･21･22･31･34･

36･37･38･40･44･60･61･62

名 平26･3･14 旧福本藩池田家陣屋庭園 7,673.68㎡ 大歳神社 神崎郡神河町福本528番1、528番６の各一部、528

　　附　絵図 4幅 附　徹心寺 番２の各一部

史 昭50･3･18 観音寺山古墳 　1基 観音寺 神崎郡市川町奥字観音寺山1124

1,150㎡

天 昭52･3･29 笠形寺のコウヤマキ 1本 笠形寺 神崎郡市川町上牛尾2042

天
令3･2･17
（答申）

笠形神社の大スギ 1本 笠形神社 神崎郡市川町上牛尾2038-1

名 昭44･3･25 七種山 39,500㎡ 金剛城寺 神崎郡福崎町高岡字七種702

名 平4･3･24 應聖寺庭園 905㎡ 應聖寺 神崎郡福崎町高岡1912

史 令2･3･13 妙徳山古墳 744㎡ 神積寺 神崎郡福崎町東田原字妙徳山1891-1の一部

史 昭55･3･25 那波野古墳 1基 石川島播磨重工業(株) 相生市那波野字下土穴386-1

史 昭60･3･26 若狭野古墳 187.1㎡　1基 個人 相生市若狭野町若狭野

字寺山1111-48

天 昭48･3･9 矢野の大ムクノキ 1本 森区 相生市矢野町森字前田28

天 昭58･3･29 磐座神社のコヤスノキ叢林 2,805㎡ 磐座神社 相生市矢野町森字神田352

史 昭44･3･25 嘴崎磨崖仏 400㎡　５体 たつの市 たつの市新宮町嘴崎字川東河原470

史 昭51･3･23 姥塚古墳 1基 個人 たつの市新宮町馬立上塚306-22

天 平5･3･26 松尾神社のシリブカガシ社叢林 15,282.5㎡ 松尾神社 たつの市新宮町善定1249-1ほか

史 平5･3･26 天神山一号墳 1基 天満神社 たつの市新宮町宮内338

史 昭59･3･28 養久山一号墳 420㎡　１基 民有地 たつの市揖保川町養久字高畑315-6ほか

史 昭40･3･16 輿塚古墳 1基 黒崎総有財産管理会 たつの市御津町黒崎字基山

天 昭39･3･9 賀茂神社のソテツ 大株20株 賀茂神社 たつの市御津町室津74

史 昭50･3･18 みかんのへた山古墳 約1,000㎡ 大避神社 赤穂市坂越小島大黒300-1

1基

名称 所有者(管理者) 所在地

西播磨地区

種別 指定年月日
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県指定文化財（記念物）

史 昭50･3･18 蟻無山古墳 約3,600㎡ 個人 赤穂市有年大字原字

中北原501-2､3､4､5､16､17､

1基 21及び22

史 昭61･3･25 野田二号墳 1基 須賀神社 赤穂市有年楢原1003-1

（有年楢原野田地区）

史 平2･3･20 木虎谷二号墳 222㎡ 個人 赤穂市有年原字

1基 奥山1036-12

史 平2･3･20 塚山六号墳 630㎡ 個人 赤穂市有年牟礼

1基 字隠レ谷1310-33

史 平2･3･20 有年原･田中遺跡 6,188㎡ 赤穂市 赤穂市有年原字東田中1090

史 平4･3･24 東有年･沖田遺跡 6,533㎡ 赤穂市 赤穂市東有年字城屋1936

          同字片田1959

史 平4･3･24 黒崎墓所 131.8㎡ 赤穂市 赤穂市坂越小字洞籠2909

史 昭46･4･1 鵤荘牓示石 5基 太子町他 揖保郡太子町鵤北山根1026-1

　　　　同　佐用岡･東南･東出

史 昭56･3･24 黒岡神社古墳 1基 黒岡神社 揖保郡太子町太田917

　附　家型石棺一個

史 昭48･3･9 丸尾古墳 1基 個人 赤穂郡上郡町上郡丸尾の上

　附　羨道部在置の陶棺

史 昭48･3･9 中山古墳群1､13､14号墳 3基 大和団地(株) 赤穂郡上郡町西野山字矢向山及び宮ノ尾

上郡町

史 平8･3･26 井の端7号墓･8号墓 2基 上郡町 赤穂郡上郡町山野里2748ほか､

天 昭52･3･29 法雲寺のビャクシン 1本 法雲寺 赤穂郡上郡町苔縄637

天 昭57･3･26 大避神社のコヤスノキ叢林 4,796.57㎡ 大避神社 赤穂郡上郡町岩木乙字カヤバタ610-5

史 平3･3･30 鳳張一号墳 1基 個人 赤穂郡上郡町方張東谷1052-28

史 平3･3･30 鳳張二号墳 1基 個人 赤穂郡上郡町方張東谷1052-47

史 昭44･3･25 長尾廃寺塔跡 60㎡ 佐用町 佐用郡佐用町長尾字塔の石875-2

天 昭48･3･9 佐用の大イチョウ 1本 龍山神社 佐用郡佐用町佐用3171

天 昭61･3･25 八幡神社のコヤスノキの叢林 806㎡ 八幡神社 佐用郡佐用町桑野

天 昭61･3･25 八幡神社のケヤキの大木 1本 八幡神社 佐用郡佐用町大船

天 昭61･3･25 佐用中山のスダシイの古木 1本 個人 佐用郡佐用町中山537-1

名 昭62･3･24 飛龍の滝及びその周辺 2,004㎡ 櫛田地区 佐用郡佐用町櫛田字滝谷

天 昭62･3･24 大避神社のコヤスノキ社叢林 23,384㎡ 大避神社 佐用郡佐用町久崎字飯之山

天 昭59･3･28 光福寺の大イトザクラ 1本 光福寺 佐用郡佐用町漆町282

天 昭61･3･25 三日月のムクノキの古木 1本 三日月部落 佐用郡佐用町三日月字笹尾1861-1

天 昭46･4･1 三日月の大ムク 1本 個人（佐用町） 佐用郡佐用町下本郷1475

史 昭52･3･29 青木銅鐸出土地 1,256㎡ 個人 宍粟市山崎町青木字中井小字1020-3

史 昭53･3･17 金谷山部古墳 414.5㎡　１基 宍粟市 宍粟市山崎町金谷886-1及び17

天 昭47･3･24 大歳神社のフジ 1本 大歳神社 宍粟市山崎町上寺122

天 昭52･3･29 山崎八幡神社のモッコク 1本 山崎八幡神社 宍粟市山崎町門前174

天 昭61･3･25 岩上神社の夫婦スギ 1本 岩上神社 宍粟市山崎町上ノ1495

史 昭46･4･1 一つ山古墳 1基 伊和神社 宍粟市一宮町須行名

天 昭60･3･26 庭田神社のケヤキの大木 1本 庭田神社 宍粟市一宮町能倉1286

天 昭60･3･26 安積のカヤの古木 1本 曲里部落 宍粟市一宮町安積444-1

天 昭61･3･25 池王神社のアカガシ林 2,425㎡ 池王神社 宍粟市一宮町深河谷字宮の段789

天 昭63･3･22 火魂神社の大ムクノキ 1本 日見谷地区 宍粟市波賀町日見谷283

天 平3･3･30 小野の大トチノキ 2本 小野部落 宍粟市波賀町小野21

史 昭45･3･30 高保木たたら(製鉄)遺跡 3カ所 宍粟市 宍粟市千種町西河内字高保木

　附　妙道寺過去帳一冊　黒崎墓所記
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県指定文化財（記念物）

天 昭40･3･16 中宮神社の大スギ 1本 中ノ宮神社 宍粟市千種町河内1494

史　 平14･4･9 天児屋鉄山跡 13,771.07㎡ 宍粟市(宍粟市教育委員会) 宍粟市千種町西河内字新口1047-16ほか

史 昭63･3･22 中谷貝塚 173㎡ 個人 豊岡市中谷殿替827他

天 昭40･3･16 白藤神社の大モミ 1本 白藤神社 豊岡市大谷687-1

天 昭40･3･16 絹巻神社の暖地性原生林 12,068㎡ 絹巻神社 豊岡市気比字絹巻2585

天 昭43･3･29 小江神社の大ケヤキ 1本 小江神社 豊岡市江野字大べライ1523

天 平2･3･20 鎌田のイヌマキ 1本 個人 豊岡市鎌田97

史 平14･4･9 三宅瓦窯跡 45.77㎡　１基 慈等寺 豊岡市三宅字家ノ上356-1

名 平27･3･10 観正寺庭園 260.96㎡ 観正寺 豊岡市気比字太平寺2141番外1筆

史 昭50･3･18 二見谷古墳群 約560㎡　１基 個人 豊岡市城崎町上山1707ほか

史 平3･3･30 ケゴヤ古墳 1基 個人 豊岡市城崎町上山523-1ほか

名 昭43･3･29 切浜の「はさかり岩」 切浜区 豊岡市竹野町切浜海岸

天 昭47･3･24 波食甌穴群 152.53㎡ 竹野区 豊岡市竹野町賀嶋3

天 昭47･3･24 宇日流紋岩の流理(流紋) 約9,000㎡ 田久日区 豊岡市竹野町田久日字向山

史 平3･3･30 鬼神谷窯跡 3基 鬼神谷区ほか 豊岡市竹野町鬼神字宮ノ下13ほか

天 平17･3･18 桑野本の大イチョウ 1本 桑野本区 豊岡市竹野町桑野本850

史 昭52･3･29 楯縫古墳 1基 個人 豊岡市日高町鶴岡字森垣67-3

天 昭42･3･31 栃本の溶岩瘤 兵庫県 豊岡市日高町栃本字西畑(稲葉川南岸沿)

天 昭43･3･29 栃が谷平のアスナロ群生 170,000㎡ 万却区 豊岡市日高町万却

天 平17･3･18 天神社のトチノキ 1本 万場区 豊岡市日高町万場480

名 昭47･3･24 宗鏡寺本堂庭園 344㎡ 宗鏡寺 豊岡市出石町東条33

天 昭61･3･25 一宮神社のケヤキの森 9本 一宮神社 豊岡市但東町久畑字宮ノ市875

天 昭43･3･29 下浜の流痕 537.66㎡ 香美町 美方郡香美町香住区下浜字大イソ1282-1,1282-2

平27・3・10 下浜一般財団法人

（追加指定

・名称変更）

史 昭49･3･22 三の谷壁画古墳 1基 個人 美方郡香美町村岡区高井字3の谷201

史 昭50･3･18 文堂古墳 約150㎡ 個人 美方郡香美町村岡区寺河内字文堂147-1

史 昭50･3･18 八幡山古墳群 約500㎡ 八幡神社 美方郡香美町村岡区福岡字川向216-1

　附　八幡山六号墳出土品一括　16点 4基 香美町(出土品所有者)

名 昭43･3･29 猿尾滝 20,000㎡ 日影区 美方郡香美町村岡区日影字猿尾289

天 昭42･3･31 和池の大カツラ 1本 和池区 美方郡香美町村岡区和池字大沢709

天 昭42･3･31 兎和野の大カツラ 1本 黒田区 美方郡香美町村岡区黒田

天 昭43･3･29 小城のブナ原生林 40,000㎡ 小城区 美方郡香美町村岡区山田･小城1078

天 昭46･4･1 大笹のザゼンソウ群落 1,366㎡ 大笹区ほか 美方郡香美町村岡区大笹字西野804-2ほか

天 昭46･4･1 海底面の流痕 個人 美方郡香美町村岡区村岡字由里3585-3

天 平6･3･25 銚子ケ谷カキツバタ群落 15.36 ha 香美町 美方郡香美町村岡区村岡字銚子ケ谷3531-2

天 昭46･4･1 小長辿の大トチ 1本 小長辿区 美方郡香美町小代区大谷字長辿峠1049

天 昭47･3･24 吉滝 約10,000㎡ 鍛冶屋区 美方郡香美町小代区鍛冶屋字タキノ前

天 昭41･3･22 正法庵の大シイ 1本 個人 美方郡新温泉町正法庵字沖中405

天 昭40･3･16 大杉神社の大ヒノキ 1本 大杉神社 美方郡新温泉町久斗山字宮前1279

天 昭41･3･22 鐘乳　日本洞門 居組区有財産管理協議会 美方郡新温泉町居組字亀山

鐘乳　亀山洞門

天 昭42･3･31 居組不動山の暖地性植物群落 3,500㎡ 大歳神社 美方郡新温泉町居組不動山

種別

但馬地区

指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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県指定文化財（記念物）

天 昭43･3･29 宇都野神社社叢の暖帯性植物原生林 10,000㎡ 宇都野神社 美方郡新温泉町浜坂字宇都野森2456

天 昭46･4･1 芦屋部落ほか 美方郡新温泉町芦屋

天 平2･3･20 池の島の大甌穴 1基 国(新温泉町) 美方郡新温泉町諸寄字北川辺4093番地先

天 平2･3･20 諸寄東ノ洞門 1基 国　（新温泉町） 美方郡新温泉町芦屋字イモチウラ105番地先

芦屋区

名 昭44･3･25 霧が滝渓谷 30,000㎡ 新温泉町 美方郡新温泉町岸田字上の山3840

名 昭48･3･9 小又川渓谷 345,000㎡ 海上区 美方郡新温泉町海上字口西山1478

昭51･3･23 王子製紙㈱ 同字東尾1468

(一部変更)

天 昭41･3･22 泰雲寺のシダレザクラ 1本 泰雲寺 美方郡新温泉町竹田1388

天 平18･3･17 福富のアカメヤナギ 1本 三柱神社 美方郡新温泉町福富541

(福富三柱神社氏子総代､

　福富区)

史 昭45･3･30 青谿書院 1,100㎡ 養父市 養父市八鹿町宿南101番地の3

史　 昭49･3･22 国木とが山古墳群 19基 養父市 養父市八鹿町国木字上山641-2ほか

平24･2･28 兵庫県

(一部変更)

史 平22･3･19 堀畑１号墳 1基 養父市 養父市堀畑字尻木谷43番1

史 昭54･3･20 観音塚古墳 1基 東上野区 養父市上野字平野850

史 昭61･3･25 禁裡塚古墳(大藪三号墳) 1基 個人 養父市大藪字中西817

史 昭63･3･22 西ノ岡古墳 1基 個人 養父市大藪字西ノ岡6-1

史 昭63･3･22 塚山古墳 1基 個人 養父市大藪字塚山1-1

史 昭63･3･22 こうもり塚古墳 1基 個人 養父市大藪字大門539-1他

天 昭55･3･25 玉水神社のムクノキ林 1,468.85㎡ 玉水神社 養父市玉見字宮ノ上38

天 昭55･3･25 養父町堀畑のハコネウツギ 1本 個人 養父市堀畑堀ノ内

天 昭51･3･23 加保坂のミズバショウ自生地 3,967㎡ 加保区 養父市大屋町加保字加保坂58

天 昭50･3･18 古千本･千本杉の奥山湿生植物群落 42,130㎡ 林野庁 養父市大屋町奥山国有林

天 昭58･3･29 加保坂の硬玉（ヒスイ）原石露頭 12.2㎡ 養父市 養父市大屋町加保字加保坂58

天 昭59･3･28 一宮神社社叢 10,466㎡ 一宮神社 養父市大屋町中字袋ノ尻115

天 昭61･3･25 栲幡原神社のカシ林 2545㎡ 栲幡原神社 養父市大屋町和田字宮ノ側8

天 昭61･3･25 男坂神社のシラカシ林 6,625㎡ 男坂神社 養父市大屋町宮垣字天満山196

天 昭40･3･16 古生沼の高地湿原植物群落 1,000㎡ 林野庁 養父市大屋町(氷ノ山)

養父市

史 昭47･3･24 別宮家野遺跡 1,101.32㎡ 養父市 養父市別宮字家野1173-5

天 昭40･3･16 鉢伏高原のヤマドリゼンマイ群落 5ケ所　2,000㎡ 大久保部落 養父市大久保

天 昭40･3･16 別宮の大カツラ 1本 別宮部落 養父市葛畑字別宮

天 平3･3･30 大久保の大杉(ホードー杉) 1本 大久保地区 養父市大久保ムネ畑1505-3

天 昭47･3･24 古千本･千本杉の湿生植物群落 15,034㎡ 養父市 養父市奈良尾字四ケ国仙出合丁字氷ノ山

天 昭57･3･26 鉢伏高原のミツガシワ自生地 2,639㎡ 丹戸区 養父市丹戸字西横角909

天 平17･3･18 別宮のオキナグサ自生地 1,950㎡ 別宮区 養父市別宮字大平1604

天 平2･3･20 延応寺の大ケヤキ 1本 延応寺 朝来市生野町口銀谷83-1

史 昭49･3･22 小丸山古墳 1基 朝来市岡田区 朝来市和田山町岡田字小丸山90

名 平21･3･24 円明寺庭園 4,773㎡ 円明寺 朝来市和田山町宮250

名 平24･2･28 護念寺庭園 212㎡ 護念寺 朝来市和田山町玉置5

史 平25･3･22 池田古墳 11,206.73㎡ 朝来市　他 朝来市和田山町平野字花段70-1他

天 昭59･3･28 ウツギノヒメハナバチ群生地 600㎡ 楽音寺 朝来市山東町楽音寺579

史 昭36･5･12 船之宮古墳 3,642.98㎡ １基 桑市区 朝来市桑市

浜坂のタンゴイワガサとワカサハマギク群落
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県指定文化財（記念物）

天 昭45･3･30 柏原の大ケヤキ(木の根橋) 1本 丹波市 丹波市柏原町柏原1

史 昭58･3･29 二間塚古墳 1基 多利区 丹波市春日町多利2872

史 平2･3･20 野々間遺跡 300㎡ 丹波市 丹波市春日町野上野字野々間233

史 昭40･3･16 石龕寺町石 30基 石龕寺 丹波市山南町岩屋2

天 平5･3･26 高座神社のフジキ 1本 高座神社 丹波市山南町谷川字式垣内3558

史 平13･6･12 岩尾城跡 510,323㎡ 和田財産区 丹波市山南町和田城ノ谷2052ほか

天 平14･4･9 常瀧寺の大イチョウ 1本 常瀧寺 丹波市青垣町大名草字ウトンド2034

史 昭45･3･30 北条古墳 900㎡  1基 個人 丹波篠山市細工所字北条26

史 昭54･3･20 土居の内(土塁及び濠) 1,025㎡ 個人 丹波篠山市大淵字屋中の坪46-1他

天 昭45･3･30 安田の大スギ 1本 住吉神社 丹波篠山市安田440-1

天 平2･3･20 藤坂のカツラ 1本 藤坂区 丹波篠山市藤坂峠151-1

天 昭52･3･29 医王寺のラッパイチョウ 1本 医王寺(篠山市教育委員会) 丹波篠山市北165

史 昭46･4･1 丹波焼古窯跡 1基 個人 丹波篠山市今田町下立杭武士ケタ

天 平7･3･28 上立杭の大アベマキ 1本 国(上立杭区) 丹波篠山市今田町上立杭字釜ノ坪502

名 令2･3･13 住吉神社庭園「住之江の庭」 482.65㎡ 住吉神社 丹波篠山市河原270

天 昭45･3･30 洲本奥畑のメグロチク 200㎡ 個人 洲本市奥畑144-2

天 平2･3･20 河上神社のイブキ 1本 河上神社 洲本市五色町鮎原南谷562-1

史 令2･3･13 白巣城跡 119,621㎡ 個人 洲本市五色町鮎原塔下字琵琶奥1263－1ほか

史 令2･3･13 炬口城跡 24,220㎡ 個人 洲本市炬口字宮ノ上続97－1ほか

名 昭47･3･24 恵日寺庭園 180㎡ 恵日寺 淡路市大町木曽下645

天 昭48･3･9 大和島のイブキ群落 約5,000㎡ 淡路市 淡路市大和島

天 昭40･3･16 野島鍾乳洞 長さ120ｍ 個人(淡路市) 淡路市野島字常磐

天 昭49･3･22 常隆寺のスダジイ･アカガシ群落 10,200㎡ 常隆寺 淡路市久野々736他

史 昭52･3･29 郡家古墳 1基 淡路市 淡路市郡家597荒神山

名 昭60･3･26 長泉寺庭園 227㎡ 長泉寺 淡路市尾崎963　長泉寺境内

天 昭48･3･9 明神岬のイブキ群落 明神区 淡路市草香明神､明神岬

天 昭48･3･9 伊弉諾神宮の夫婦クス 1本 伊弉諾神宮 淡路市多賀

名 昭55･3･25 妙勝寺庭園 374㎡ 妙勝寺 淡路市釜口1163

天 昭55･3･25 妙勝寺の大クスノキ 1本 妙勝寺 淡路市釜口1163

史 昭46･4･1 古津路銅剣出土地 個人 南あわじ市松帆古津路878

史 昭46･4･1 銅鐸出土地「中の御堂」 日光寺 南あわじ市松帆慶野552-2

名 平22･3･19 神宮寺庭園 308.49㎡ 神宮寺 南あわじ市沼島2523番

史 昭46･4･1 養宜館跡 養宜館跡保存会 南あわじ市八木養宜中191他

天 昭46･4･1 沼島のウミウ渡来地 沼島財産区管理会 南あわじ市沼島南区

天 昭49･3･22 諭鶴羽山のアカガシ群落 12,604㎡ 諭鶴羽神社 南あわじ市灘黒岩472及び473

天 平29･3･14 さや状褶曲 16㎡ 国（南あわじ市） 南あわじ市沼島

名 令2･3･13 護國寺庭園 848.04㎡ 護國寺 南あわじ市賀集八幡732

所在地

淡路地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者)

丹波地区

種別 指定年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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