
国登録文化財（建造物）

神戸地区
時代

年代

建 平8･12･20 木水家住宅主屋 1棟 個人 神戸市東灘区御影町御影城の前1472-1 大正15年

建 平28･2･25 旧鍵野家住宅 1棟 個人 神戸市東灘区御影2-325-7 大正13年

建 平30･5･10 武藤家住宅主屋 1棟 個人 神戸市東灘区御影2-323-4 大正15年／昭和14年頃改修

建 平30･5･10 武藤家住宅蔵 1棟 個人 神戸市東灘区御影2-323-4 大正15年頃

建 平30･5･10 武藤家住宅女中部屋 1棟 個人 神戸市東灘区御影2-323-4 大正15年頃

建 平30･5･10 武藤家住宅門 1棟 個人 神戸市東灘区御影2-323-4 大正15年頃

建 平22･4･28 甲南漬資料館（旧高嶋家住宅主屋） 1棟 高嶋酒類食品(株) 神戸市東灘区御影塚町4-100-1 昭和5年

建 平30･5･10 御影公会堂 1棟 神戸市 神戸市東灘区御影石町4丁目73-１
昭和8年／昭和26年・同47
年・平成16年・同29年改修

建 平11･11･18 白鶴美術館本館 1棟 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 昭和9年

建 平11･11･18 白鶴美術館事務棟 1棟 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 昭和9年

建 平11･11･18 白鶴美術館土蔵 1棟 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 昭和9年

建 平11･11･18 白鶴美術館茶室（崧庵） 1棟 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 昭和4年

建 平10･12･11 冨永家住宅　主屋 1棟 個人 神戸市東灘区深江南町1-3-9 大正末期

建 平10･12･11 冨永家住宅　附属屋 1棟 個人 神戸市東灘区深江南町1-3-9 大正末期

建 平10･12･11 古澤家住宅　主屋 1棟 個人 神戸市東灘区深江南町1-3-29 大正14年

建 平10･12･11 古澤家住宅　附属屋 1棟 個人 神戸市東灘区深江南町1-3-29 大正14年

建 平13･10･12 私立灘中学校・灘高等学校本館 1棟 灘育英会 神戸市東灘区魚崎北町8-5-1 昭和4年

建 平26･10･7 五助堰堤 1基 国（国土交通省） 神戸市東灘区本山町岡本字六甲山 本堰堤　昭和32年

1314-31他 副堰堤　昭和33年

建 平31･3･29 甲南女子大学管理棟 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町6丁目2－3 昭和39年

建 平31･3･29 甲南女子大学３号館 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町6丁目2－3 昭和39年

建 平31･3･29 甲南女子大学渡廊下 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町6丁目2－3 昭和39年

建 令2･4･3 甲南女子中学校・高等学校管理棟 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町5丁目4他 昭和43年

建 令2･4･3 甲南女子中学校・高等学校特別棟 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町5丁目4他 昭和43年／平成24年改修

建 令2･4･3 甲南女子中学校・高等学校体育館 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町5丁目4他 昭和43年

建 令2･4･3 甲南女子中学校・高等学校体育研究室 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町5丁目4他 昭和43年

建 令2･4･3 甲南女子中学校・高等学校講堂 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町5丁目4他 昭和43年

建 令2･4･3 甲南女子中学校・高等学校守衛室 1棟 学校法人甲南女子学園 神戸市東灘区森北町5丁目4他 昭和43年

建 平15･3･18 神戸大学本館 1棟 国（文部科学省） 神戸市灘区六甲台町2-1 昭和7年

建 平15･3･18 神戸大学講堂 1棟 国（文部科学省） 神戸市灘区六甲台町2-1 昭和10年

建 平15･3･18 神戸大学兼松記念館 1棟 国（文部科学省） 神戸市灘区六甲台町2-1 昭和9年

建 平15･3･18 神戸大学人文社会系図書館 1棟 国（文部科学省） 神戸市灘区六甲台町2-1 昭和8年

建 平24･8･13 神戸大学武道場（旧神戸商業大学道場） 1棟 国立大学法人神戸大学 神戸市灘区六甲台町2-1 昭和10年

建 平20･3･7 神戸文学館 1棟 神戸市 神戸市灘区王子町3-1-2 明治37年/

昭和24・平成4年改修

建 平20･10･23 六甲山荘（旧小寺家山荘） 1棟 特定非営利活動法人 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-58 昭和9年

アメニティ2000協会

建 平26･10･7 神戸ゴルフ倶楽部クラブハウス 1棟 （一社）神戸ゴルフ倶楽部 神戸市灘区六甲山町一ケ谷1-3 昭和7年／

昭和29年・59年改修

建 平26･10･7 神戸ゴルフ倶楽部チェンバー 1棟 （一社）神戸ゴルフ倶楽部 神戸市灘区六甲山町北六甲4561-1他 大正13年／

昭和28年・49年改修

建 平23･10･28 ロイ・スミス館本館 1棟 (財)神戸大学六甲台後援会 神戸市灘区篠原北町4－4－13他 昭和10年/昭和中期・

（旧大谷家住宅主屋） 平成19年改修

建 平23･10･28 ロイ・スミス館車庫 1棟 (財)神戸大学六甲台後援会 神戸市灘区篠原北町4－4－13他 昭和10年頃／昭和中期改修

(旧大谷家住宅車庫）

建 平23･10･28 ロイ・スミス館門柱及び石垣 1基 (財)神戸大学六甲台後援会 神戸市灘区篠原北町4－4－13他 昭和10年頃

(旧大谷家住宅門柱及び石垣）

建 平26･10･7 杣谷堰堤 1基 国（国土交通省） 神戸市灘区大石字長峰山4-67他 昭和31年

（旧関西学院ブランチ・メモリアル・チャペル）

１ 有形文化財

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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建 平26･12･19 鈴木薄荷株式会社社屋 1棟 鈴木薄荷㈱ 神戸市灘区下河原通1-13 昭和前期／平成9年改修

建 平28･8･1 大土神社本殿 1棟 大土神社 神戸市灘区鶴甲3丁目159他 江戸末期

建 平28･8･1 大土神社拝殿及び幣殿 1棟 大土神社 神戸市灘区鶴甲3丁目159他 昭和4年頃／同60年頃改修

建 平28･8･1 大土神社摂社住吉社本殿 1棟 大土神社 神戸市灘区鶴甲3丁目159他 明治前期

建 平28･8･1 大土神社摂社天満社本殿 1棟 大土神社 神戸市灘区鶴甲3丁目159他 明治前期

建 平28･8･1 大土神社蔵 1棟 大土神社 神戸市灘区鶴甲3丁目159他 昭和4年

建 平28･8･1 大土神社鳥居 1棟 大土神社 神戸市灘区鶴甲3丁目159他 江戸後期

建 平10･9･2 神戸市立博物館 1棟 神戸市 神戸市中央区京町24 昭和10年

建 平11･8･23 浅木家住宅主屋 1棟 個人 神戸市中央区北野町1-5-7 大正7年

建 平10･12･11 うろこの家 1棟 神戸海事検定(株) 神戸市中央区北野町2-20-4 明治末期

建 平15･1･31 北野物語館 1棟 (株)ハウジングタイホー 神戸市中央区北野町3-1-31 明治40年／平成13年移築

建 平15･7･1 アメリカンハウス 1棟 ピーエス尼崎 神戸市中央区北野町3-57 昭和初期

建 平24･2･23 増田家住宅（旧モロゾフ家住宅）主屋 1棟 個人 神戸市中央区北野町4-85-1他 昭和26年

建 平24･2･23 増田家住宅（旧モロゾフ家住宅）石垣及び塀 1棟 個人 神戸市中央区北野町4-85-1他 昭和26年

建 平25.12.24 坂井家住宅主屋 1棟 個人 神戸市中央区山本通3-1-7他 昭和前期

建 平25.12.24 坂井家住宅北面東棟門及び塀 1棟 個人 神戸市中央区山本通3-1-7他 昭和前期

建 平25.12.24 坂井家住宅南面塀 1棟 個人 神戸市中央区山本通3-1-7他 昭和前期

建 平11･11･18 フロインドリーブ本店（旧ユニオン教会） 1棟 ジャーマンホームベーカリー 神戸市中央区生田町4-6-15 昭和4年

建 平15･1･31 兵庫県公館（旧兵庫県庁舎） 1棟 兵庫県 神戸市中央区下山手通4-4-1 明治35年（昭和60年改造）

建 平10･12･11 海岸ビル 1棟 春日興産合同会社 神戸市中央区海岸通3 大正7年

建 平15･7･1 海岸ビルヂング 1棟 海岸ビルヂング 神戸市中央区海岸通3-1-5 明治44年

建 平16･7･23 旧神戸居留地煉瓦造下水道 1件 神戸市 神戸市中央区浪花町・明石町 明治2～4年

建 平16･7･23 フットテクノビル 1棟 (株)神明 神戸市中央区元町通5-2-8 大正10年／昭和24年改修

建 平26･12･19 松尾ビル（旧小橋屋呉服店神戸支店） 1棟 松尾土地建物合資会社 神戸市中央区元町通6-5-6他 大正14年

建 平17･7･12 日本真珠会館 1棟 日本真珠輸出組合 神戸市中央区東町122番地 昭和27年

建 平18･11･29 李及び山下家住宅主屋 1棟 個人 神戸市中央区諏訪山町1-145 昭和7～8年頃

建 平18･11･29 李及び山下家住宅塀 1棟 個人 神戸市中央区諏訪山町1-145 昭和7～8年頃

建 令2･8･17 旧坂家住宅主屋 1棟 個人 神戸市中央区再度筋町１-６ 大正11年／平成23年改修

建 平23･10･28 新港貿易会館（旧新港相互館） 1棟 (株)後藤回漕店 神戸市中央区新港町8-2 昭和5年

建 平26･12･19 神戸ポートタワー 1基 （一社）神戸港振興協会 神戸市中央区波止場町7他 昭和38年

建 平10･9･2 神戸市水の科学博物館（旧奥平野浄水場） 1棟 神戸市 神戸市兵庫区楠谷町 大正6年

建 平10･12･11 神戸市水道局　烏原立ケ畑堰堤（烏原ダム） 1基 神戸市 神戸市兵庫区烏原町山郡 明治38年

建 平29･6･28 長田家住宅（旧石阪家住宅）主屋 1棟 個人 神戸市兵庫区会下山町1-4-1 昭和前期

建 平31･3･29 湊川隧道 1基 兵庫県
神戸市兵庫区会下山町3丁目
～湊川町8丁目

明治34年、昭和3年増築
・平成12年改修

建 平30･11･2 旧岡方倶楽部（小物屋会館） 1棟 神戸市 神戸市兵庫区本町2丁目3－46 昭和2年

建 平14･2･14 長田神社本殿 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社幣殿 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社拝殿 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社東楽所 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社西楽所 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社透塀及び門 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社天照社 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社八幡社 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社月読社 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 江戸後期／昭和3年移築

建 平14･2･14 長田神社出雲大社 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 江戸後期／昭和3年移築

建 平14･2･14 長田神社蛭子社 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 江戸後期／昭和3年移築

建 平14･2･14 長田神社松尾社 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 江戸後期／昭和3年移築

建 平14･2･14 長田神社神門 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社神符授与所及び附属屋 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

（旧横浜正金銀行神戸支店）

（旧ハリヤー邸）　主屋

（旧M.J.シェー邸）

　(旧ハムウェイ邸)
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建 平14･2･14 長田神社廻廊及び脇門 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平14･2･14 長田神社神楽殿 1棟 長田神社 神戸市長田区長田町3-1-1 昭和3年

建 平15･1･31 槌橋家住宅主屋 1棟 個人 神戸市長田区池田寺町19 大正12年

建 平22･9･10
兵庫県立長田高等学校神撫会館（旧兵庫県
立第三神戸中学校図書館）

1棟 兵庫県 神戸市長田区池田谷町2-5-1
大正12年／昭和29年・昭和
38年・昭和55年・平成17年
改修

建 令2･4･3 旧駒ヶ林公会堂 1棟 神戸市 神戸市長田区駒ヶ林町5丁目51-２
大正13年頃／昭和44年・平
成19年改修

建 平10･9･2 旧和田岬灯台 1基 神戸市 神戸市須磨区須磨浦通 1-1 明治17年

建 平14･6･25 荒井家住宅主屋 1棟 個人 神戸市須磨区月見山本町1-3-8 大正14年

建 平14･6･25 荒井家住宅蔵及び納屋 1棟 個人 神戸市須磨区月見山本町1-3-8 大正14年

建 平13･11･20 舞子公園旧木下家住宅主屋 1棟 兵庫県 神戸市垂水区東舞子町 昭和14年頃

建 平13･11･20 舞子公園旧木下家住宅土蔵　 1棟 兵庫県 神戸市垂水区東舞子町 昭和14年頃

建 平13･11･20 舞子公園旧木下家住宅納屋　 1棟 兵庫県 神戸市垂水区東舞子町 昭和14年頃

建 平23･7･25 旧武藤家別邸洋館 1棟 兵庫県 神戸市垂水区東舞子町2051
明治39年／平成8年・平成
22年移築

建 平25･3･29 岸本家別邸主屋 1棟 泉吉(株) 神戸市垂水区海岸通2160-5 明治42年

建 平25･3･29 岸本家別邸離れ 1棟 泉吉(株) 神戸市垂水区海岸通2160-5 明治後期

建 平10･12･11 神戸市水道局　千苅堰堤（千苅ダム） 1基 神戸市 神戸市北区道場町生野 大正8年

阪神南地区
時代

年代

建 平15･12･1 東洋精機株式会社本館事務所 1棟 東洋精機(株) 尼崎市長洲本通1-14-37 昭和16年

建 平15･12･1 尼崎市立大庄公民館（旧大庄村役場） 1棟 尼崎市 尼崎市大庄西町3-6-14 昭和12年

建 平19･7･30 尼崎市役所開明庁舎（旧開明尋常小学校校舎）1棟 尼崎市 尼崎市開明町2-1-1 昭和12年/平成17年改修

建 平21･4･8 田近家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市西昆陽3-350 明治20年頃／大正4年増築

建 平21･4･8 田近家住宅衣装蔵 1棟 個人 尼崎市西昆陽3-350 明治中期

建 平21･4･8 田近家住宅道具蔵及び油蔵 1棟 個人 尼崎市西昆陽3-350 江戸後期

建 平21･4･8 田近家住宅米蔵 1棟 個人 尼崎市西昆陽3-350 明治中期

建 平21･4･8 田近家住宅長屋門 1棟 個人 尼崎市西昆陽3-350 明治20年頃

建 平21･8･7 森松家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 江戸末期

建 平21･8･7 森松家住宅離れ 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 昭和前期

建 平21･8･7 森松家住宅衣装蔵 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 江戸後期

建 平21･8･7 森松家住宅道具蔵 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 明治前期

建 平21･8･7 森松家住宅米蔵 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 明治38年頃

建 平21･8･7 森松家住宅東納屋 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 大正後期

建 平21･8･7 森松家住宅南納屋 1棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 江戸後期

建 平21･8･7 森松家住宅井戸 1基 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 江戸末期

建 平21･8･7 森松家住宅長屋門 １棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 江戸後期

建 平21･8･7 森松家住宅東門 １棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 大正11年

建 平21･8･7 森松家住宅中門 １棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 昭和前期

建 平21･8･7 森松家住宅外塀 １棟 個人 尼崎市武庫之荘東１-105他 江戸後期・明治後期

建 平21･11･2 芦田家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市食満3-492 昭和6年／昭和後期改修

建 平21･11･2 芦田家住宅土蔵 1棟 個人 尼崎市食満3-492 江戸後期／昭和後期移築

建 平21･11･2 芦田家住宅納屋 1棟 個人 尼崎市食満3-492 江戸後期

建 平22･1･15 本田家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市西本町2-91 江戸末期／昭和前期増築

建 平22･1･15 本田家住宅乾蔵 1棟 個人 尼崎市西本町2-91 明治20年頃

建 平22･1･15 本田家住宅巽蔵 1棟 個人 尼崎市西本町2-91 江戸末期

建 平22･9･10 田中家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市戸ノ内町3-637
明治20年頃／明治29年頃・
昭和55年・平成5年改修

建 平22･9･10 田中家住宅土蔵 1棟 個人 尼崎市戸ノ内町3-637 明治20年頃／平成7年改修

建 平22･9･10 田中家住宅東門 1棟 個人 尼崎市戸ノ内町3-637 明治20年頃／昭和55年改修

建 平22･9･10 田中家住宅外塀 1基 個人 尼崎市戸ノ内町3-637
明治20年頃／昭和32年・平
成20年改修

建 平23･1･26 上原家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市長洲本通3-60 江戸末期
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建 平23･1･26 上原家住宅離れ 1棟 個人 尼崎市長洲本通3-60 明治前期

建 平23･1･26 上原家住宅納屋 1棟 個人 尼崎市長洲本通3-60 明治前期／明治後期増築

建 平23･1･26 上原家住宅米蔵 1棟 個人 尼崎市長洲本通3-60 江戸後期

建 平23･1･26 上原家住宅南蔵 1棟 個人 尼崎市長洲本通3-60 明治前期／昭和61年改修

建 平23･1･26 上原家住宅門 1棟 個人 尼崎市長洲本通3-60 明治前期

建 平23･7･25 小西家住宅主屋 1棟 個人 尼崎市七松町2-249他 明治44年

建 平23･7･25 小西家住宅砂蔵 1棟 個人 尼崎市七松町2-249他 明治37年頃

建 平23･7･25 小西家住宅納屋 1棟 個人 尼崎市七松町2-249他 明治後期／昭和中期改修

建 平23･7･25 小西家住宅門 1棟 個人 尼崎市七松町2-249他 明治後期

建 平23･7･25 小西家住宅北築地塀 1棟 個人 尼崎市七松町2-249他 明治後期

建 平23･7･25 小西家住宅西石垣 1基 個人 尼崎市七松町2-249他 明治後期

建 平18･3･2 松山大学温山記念会館本館 1棟 学校法人松山大学 西宮市甲子園口1丁目12番31号 昭和3年

建 平18･3･2 松山大学温山記念会館第二研修所 1棟 学校法人松山大学 西宮市甲子園口1丁目12番31号 昭和3年

建 平18･3･2 松山大学温山記念会館倉庫 1棟 学校法人松山大学 西宮市甲子園口1丁目12番31号 昭和3年

建 平18･3･2 松山大学温山記念会館防空壕 1棟 学校法人松山大学 西宮市甲子園口1丁目12番31号 昭和初期

建 平18･3･2 松山大学温山記念会館表門 1所 学校法人松山大学 西宮市甲子園口1丁目12番31号 昭和3年

建 平18･3･2 松山大学温山記念会館外塀 1棟 学校法人松山大学 西宮市甲子園口1丁目12番31号 昭和初期

建 平19･7･30 浦家住宅主屋 1棟 個人 西宮市南郷町8-14 昭和31年

建 平19･12･5
旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
主屋

1棟 (財)山本清記念財団 西宮市結善町3 昭和12年

建 平19･12･5
旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
蔵

1棟 (財)山本清記念財団 西宮市結善町3 昭和12年頃

建 平19･12･5
旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
茶室

1棟 (財)山本清記念財団 西宮市結善町3 昭和12年頃

建 平19･12･5
旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
門衛所

1棟 (財)山本清記念財団 西宮市結善町3 昭和12年頃

建 平19･12･5
旧山本家住宅（山本清記念財団会館）
表門及び塀

1棟 (財)山本清記念財団 西宮市結善町3 昭和12年頃

建 平21･1･22
武庫川女子大学甲子園会館（旧甲子園ホテ
ル）

1棟 学校法人武庫川学院 西宮市戸崎町6他 昭和5年

建 平21･8･7 関西学院大学時計台（旧図書館） １棟 学校法人関西学院 西宮市上ヶ原一番町2-10
昭和4年／昭和30年増築・
昭和48年・平成7年改修

建 平25･3･29 西宮神社瑞寶橋 1基 西宮神社 西宮市社家町1-17 明治40年／大正11年改修

建 平25･3･29 西宮神社嘉永橋 1基 西宮神社 西宮市社家町1-17 嘉永元年

建 平19･5･15 中山家住宅主屋 1棟 個人 芦屋市三条町24-16 昭和5年

建 平19･5･16 中山家住宅表門及び塀 1棟 個人 芦屋市三条町24-16 昭和5年

建 平21･1･22
旧松山家住宅松濤館（芦屋市立図書館打出
分室）

1棟 芦屋市 芦屋市打出小槌町2 昭和5年／平成2年改修

建 平21･1･22 旧松山家住宅塀 1基 芦屋市 芦屋市打出小槌町2 昭和5年

建 令2･8･17 旧芦屋市営宮塚町住宅 1棟 芦屋市 芦屋市宮塚町89-１ 昭和28年／平成30年改修

建 平29･6･28 旧芦屋郵便局電話事務室 1棟 西日本電信電話(株) 芦屋市大桝町8-1 昭和4年

建 平30･3･27 芦屋仏教会館 1棟 公益財団法人　芦屋仏教会館 芦屋市前田町100番地１ 昭和2年／平成15年曳家

阪神北地区
時代

年代

建 令2･8･17
旧東洋リノリユーム本館事務所棟（東リ
インテリア歴史館）

1棟 東リ株式会社 伊丹市東有岡五丁目125
大正９年／昭和56年移築、
平成31年改修

建 平11･6･7 山田家住宅　主屋 1棟 宝塚市 宝塚市南口2-12-37 大正10年

建 平11･6･7 小林聖心女子学院　本館 1棟 学校法人聖心女学院 宝塚市塔の町125 昭和2年

建 平17･11･10
宝塚市立中央図書館桜ガ丘資料室（旧松本
安弘邸）主屋

1棟 宝塚市 宝塚市桜ガ丘3－45 昭和12年

建 平31･3･29 栗原家住宅主屋 1棟 個人 宝塚市雲雀丘1丁目67番地 昭和前期

建 令1･12･5 旧高碕家住宅主屋（高碕記念館） 1棟 (公財)東洋食品研究所 宝塚市雲雀丘1-56 大庄12年

建 平17･11･10 正司家住宅洋館 1棟 個人 宝塚市雲雀丘2－5－22 大正7～8年

建 平17･11･10 正司家住宅和館 1棟 個人 宝塚市雲雀丘2－5－22 大正7～8年

建 令1･9･10 石田家住宅主屋 1棟 個人 宝塚市雲雀丘2-235 大正後期

建 令1･9･10 石田家住宅屋敷門 1棟 個人 宝塚市雲雀丘2-235 大正後期

建 平28･11･29 髙添家住宅洋館 1棟 個人 宝塚市雲雀丘山手1－148 昭和3年

建 平28･11･29 髙添家住宅和館 1棟 個人 宝塚市雲雀丘山手1－148 昭和29年

建 平28･11･29 髙添家住宅木戸門 1棟 個人 宝塚市雲雀丘山手1－148 昭和前期
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建 平28･11･29 髙添家住宅土蔵 1棟 個人 宝塚市雲雀丘山手1－148 昭和前期

建 平31･3･29 日下家住宅主屋 1棟 個人 宝塚市切畑字長尾山2番地136
昭和2年頃／昭和20年代
・同60年・平成11年改修

建 平31･3･29 日下家住宅表門 1棟 個人 宝塚市切畑字長尾山2番地136 昭和前期

建 平31･3･29 日下家住宅中門 1棟 個人 宝塚市切畑字長尾山2番地136 昭和前期

建 平31･3･29 日下家住宅東門 1棟 個人 宝塚市切畑字長尾山2番地136 昭和20年代

建 平8･12･20 川西市郷土館（旧平安家住宅主屋） 1棟 川西市 川西市下財字上の町 8 大正7～8年

建 平8･12･20 旧平賀家住宅主屋 1棟 川西市 川西市下財字上の町 8 大正7年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅玄関） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅離れ） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅浴室） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅玄関門） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅巽蔵） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅南納屋） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅大納屋） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅長屋門） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅北納屋） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅北蔵） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅乾蔵） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅西納屋） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅西蔵） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 川西市郷土館（旧平安家住宅屋根塀） 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7～8年

建 平9･5･7 旧平賀家住宅実験研究棟 1棟 川西市 川西市下財町 4-1 大正7年

建 平31･3･29 旧平賀家住宅東屋 1棟 川西市 川西市下財町42番1号 大正8年頃／平成元年移築

建 平17･11･10 水口家住宅主屋 1棟 個人 川西市黒川字水口28 明治5年

建 平17･11･10 水口家住宅蔵 1棟 個人 川西市黒川字水口28 19世紀頃

建 平17･11･10 水口家住宅井戸屋 1棟 個人 川西市黒川字水口28 明治5年頃

建 平31･3･29 多田神社宝物殿 1棟 多田神社 川西市多田院多田所町１番 昭和4年

建 平31･3･29 東多田夢勝庵主屋 1棟 (株)プランテック 川西市東多田２丁目647-１
江戸後期／昭和10年頃・同
44年頃改修

建 平31･3･29 東多田夢勝庵土蔵 1棟 (株)プランテック 川西市東多田２丁目647-１ 明治前期

建 平31･3･29 東多田夢勝庵露地門及び庭塀 1棟 (株)プランテック 川西市東多田２丁目647-１ 江戸後期／明治前期改修

建 平31･3･29 東多田夢勝庵長屋門 1棟 (株)プランテック 川西市東多田２丁目647-１
文久3年（1863）／昭和10
年・同55年頃改修

建 平31･3･29 東多田夢勝庵裏門及び北塀 1棟 (株)プランテック 川西市東多田２丁目647-１ 江戸後期

建 平31･3･29 東多田夢勝庵西塀 1棟 (株)プランテック 川西市東多田２丁目647-１ 江戸後期

建 平10･9･2 三田学園中学本館 1棟 学校法人三田学園 三田市南ケ丘 2-13-65 明治45年

建 平10･9･2 三田学園創立二十五周年記念図書館 1棟 学校法人三田学園 三田市南ケ丘 2-13-65 昭和12年

建 平12･12･4 前田家住宅主屋 1棟 個人 三田市屋敷町12-3 大正15年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）主屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）茶室 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）表門 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）書斎蔵 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）乾蔵 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）中蔵 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）衣装蔵 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）柴部屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）道具部屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）炭部屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）味噌部屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）給水塔 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）供待ち 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）庭塀 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）勝手門 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年
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建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）土塀 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）井戸小屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平16･6･9 静思館（旧冨田家住宅）番小屋 1棟 猪名川町 川辺郡猪名川町上野字町廻り22 昭和9年

建 平20･4･18 仁部家住宅主屋 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346
元文3年(1738)／江戸末期
増築改修

建 平20･4･18 仁部家住宅納屋 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 江戸末期

建 平20･4･18 仁部家住宅土蔵 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 江戸末期

建 平20･4･18 仁部家住宅味噌蔵 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 明治期

建 平20･4･18 仁部家住宅長屋門 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 明治期／昭和25年改修

建 平20･4･18 仁部家住宅裏門及び石垣 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 明治期

建 平20･4･18 仁部家住宅庭門 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 明治期

建 平20･4･18 仁部家住宅庭塀 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 江戸末期

建 平20･4･18 仁部家住宅板塀 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 昭和25年

建 平20･4･18 仁部家住宅石垣 1棟 個人 川辺郡猪名川町上阿古谷字仁部346 江戸末期

東播磨地区
時代

年代

建 平19･7･30 岩佐家住宅主屋 1棟 個人 明石市鳥羽538 明治37年

建 平19･7･30 岩佐家住宅土蔵 1棟 個人 明石市鳥羽539 明治37年

建 平22･9･10 明石市立天文科学館 1棟 明石市 明石市人丸町2-6
昭和35年／昭和59年・平成
10年改修

建 平25･3･29 中崎遊園地ラヂオ塔 1棟 明石市 明石市相生町1-119-5 昭和12年

建 平24･2･23 明石市立中崎公会堂 1棟 明石市 明石市相生町1-119-19 明治44年／昭和58年改修

建 平25･3･29 旧小久保跨線橋 1棟 明石市 明石市小久保1-10
明治23年／昭和2年・平成7
年移築

建 平26･4･25 旧波門崎燈籠堂 1基 明石市 明石市港町1－9地先 江戸前期／昭和28年改修

建 平11･11･18 大歳家住宅主屋 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 天保6年

建 平11･11･18 大歳家住宅離屋 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 明治期

建 平11･11･18 大歳家住宅隠居部屋 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平11･11･18 大歳家住宅長屋・長屋門 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平11･11･18 大歳家住宅茶室 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平11･11･18 大歳家住宅西什器蔵 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平11･11･18 大歳家住宅東什器蔵 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平11･11･18 大歳家住宅穀物蔵 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平11･11･18 大歳家住宅米蔵 1棟 個人 加古川市別府町新野辺881 江戸期

建 平14･8･21 志方八幡神社社務所主屋 1棟 志方八幡神社 加古川市志方町志方町301-2 江戸後期

建 平14･8･21 志方八幡神社社務所蔵 1棟 志方八幡神社 加古川市志方町志方町301-2 江戸後期

建 平14･8･21 志方八幡神社社務所門 1棟 志方八幡神社 加古川市志方町志方町301-2 明治期

建 平14･8･21 多木浜洋館主屋 1棟 学校法人多木学園 加古川市別府町東町174 大正期

建 平14･8･21 多木浜洋館石造門 1棟 学校法人多木学園 加古川市別府町東町174 大正期

建 平14･8･21 多木浜洋館煉瓦塀 1基 学校法人多木学園 加古川市別府町東町174 大正期

建 平14･8･21 多木浜洋館記念碑 1所 学校法人多木学園 加古川市別府町東町174 昭和11年

建 平17･2･9 神田家住宅洋館 1棟 個人 加古川市加古川町本町字北側444-3 大正初期

建 平19･5･15 尾上神社本殿 1棟 尾上神社 加古川市尾上町長田518番地 江戸後期

建 平19･5･15 尾上神社幣殿 1棟 尾上神社 加古川市尾上町長田518番地 大正期

建 平19･5･15 尾上神社拝殿 1棟 尾上神社 加古川市尾上町長田518番地 明治初期

建 平19･5･15 尾上神社随神門 1棟 尾上神社 加古川市尾上町長田518番地 江戸後期

建 平19･7･30 常楽寺本堂 1棟 常楽寺 加古川市東神吉町神吉1413 元禄5年/享保7年増築

建 平19･7･30 常楽寺薬師堂 1棟 常楽寺 加古川市東神吉町神吉1413 文久2年

建 平19･7･30 常楽寺山門 1棟 常楽寺 加古川市東神吉町神吉1413 明和7年

建 平19･7･30 常楽寺鐘楼 1棟 常楽寺 加古川市東神吉町神吉1413 宝暦4年

建 平20･4･18 泊神社本殿 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 承応2年（1653）

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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建 平20･4･18 泊神社神楽殿 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658
承応2年（1653）／
昭和63年改修

建 平20･4･18 泊神社幣殿 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 江戸末期

建 平20･4･18 泊神社末社熊野神社本殿 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 江戸末期

建 平20･4･18 泊神社末社住吉神社本殿 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 明治期

建 平20･4･18 泊神社末社種子神社本殿 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 明治期

建 平20･4･18 泊神社能舞台 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 江戸後期／平成19年改修

建 平20･4･18 泊神社太鼓倉 1棟 尾上神社 加古川市加古川町木村658 昭和11年

建 平21･4･8 旧大西家住宅（みとろ苑）大広間棟 1棟 (財)農村文化協会 加古川市上荘町見土呂字尾375ｰ１ 大正7年頃

建 平21･4･8 旧大西家住宅（みとろ苑）渡廊下及び浴室 1棟 (財)農村文化協会 加古川市上荘町見土呂字尾375ｰ１ 大正期

建 平21･4･8 旧大西家住宅（みとろ苑）表門 1棟 (財)農村文化協会 加古川市上荘町見土呂字尾375ｰ１ 大正後期／昭和中期改修

建 令2･4･3 梅谷家住宅主屋 1棟 個人 加古郡播磨町宮北1丁目408-5 昭和13年頃

建 令2･4･3 梅谷家住宅離れ 1棟 個人 加古郡播磨町宮北1丁目408-5
昭和14年頃／昭和40年代改
修

建 令2･4･3 梅谷家住宅北塀及び西塀 1棟 個人 加古郡播磨町宮北1丁目408-5 昭和前期

建 平15･3･18 旧朝日町浄水場配水塔 1棟 高砂市 高砂市高砂町朝日町1-2-1 大正12年

建 平25.12.24 花井家住宅主屋 1棟 個人 高砂市高砂町字高瀬町1511 明治後期／平成23年改修

建 平25.12.24 松宗蔵 1棟 個人 高砂市高砂町字東浜町1252他 文政6年／平成19年改修

建 平25.12.24 大崎家住宅主屋 1棟 個人 高砂市高砂町字藍屋町1667 明治後期

建 平29･6･28 旧高砂銀行本店（高砂商工会議所会館） 1棟 高砂商工会議所 高砂市高砂町北本町1104 昭和7年

建 平29･6･28 旧高砂通運本社屋 1棟 高砂通運(株) 高砂市高砂町字鍛治屋町1396 昭和14年

建 平29･6･28 旧高砂消防会館・南本町巡査派出所 1棟 高砂市 高砂市高砂町南本町914 昭和10年

建 平17･2･9 土田家住宅旧魚橋郵便局舎 1棟 個人 高砂市阿弥陀町魚橋1667 明治37年

建 平17･2･9 土田家住宅離れ 1棟 個人 高砂市阿弥陀町魚橋1667 明治37年

建 平17･2･9 土田家住宅門及び塀 1棟 個人 高砂市阿弥陀町魚橋1667 明治37年

北播磨地区
時代

年代

建 平14･2･14 旧玉置家住宅主屋 1棟 三木市 三木市本町2-454 江戸末期／明治後期増築

建 平14･2･14 旧玉置家住宅北土蔵 1棟 三木市 三木市本町2-454 明治後期

建 平14･2･14 旧玉置家住宅東土蔵 1棟 三木市 三木市本町2-454 明治後期

建 平14･2･14 旧玉置家住宅西土蔵 1棟 三木市 三木市本町2-454 明治後期

建 平14･2･14 旧玉置家住宅離れ 1棟 三木市 三木市本町2-454 明治後期

建 平14･2･14 旧玉置家住宅廊下 1棟 三木市 三木市本町2-454 明治後期

建 平26･4･25 三寿ゞ刃物製作所店舗兼主屋 1棟 個人 三木市本町2-1217 明治18 年頃

建 平26･4･25 三寿ゞ刃物製作所離れ 1棟 個人 三木市本町2-1217 明治18 年頃

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店店舗兼主屋 1棟 個人 三木市本町2-980他 江戸末期／昭和前期改修

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店座敷棟 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治後期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店味噌蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治中期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店東蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治前期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店東南隅蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治前期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店南蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治前期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店西南隅蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治前期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店西蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 明治前期

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店離れ 1棟 個人 三木市本町2-980他 大正後期／昭和２年頃増築

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店内蔵 1棟 個人 三木市本町2-980他 昭和２年頃

建 令1･12･5 黒田清右衛門商店外塀 1棟 個人 三木市本町2-980他 昭和２年頃

建 平18･11･29 小河家住宅主屋 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅離れ 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅土蔵 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅番人小屋 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅納戸 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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建 平18･11･29 小河家住宅女中部屋 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅表門 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅外塀 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅裏門 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅庭門 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平18･11･29 小河家住宅庭塀 1棟 三木市 三木市本町3-6-24 明治後期

建 平30･5･10 旅亭文市楼旧館 1棟 個人 三木市本町3丁目1385-１他 大正13年／昭和前期増築

建 平30･5･10 旅亭文市楼新館 1棟 個人 三木市本町3丁目1385-１他 昭和前期

建 平14･2･14 旧来住家住宅主屋 1棟 西脇市 西脇市西脇394-1 大正7年

建 平14･2･14 旧来住家住宅離れ 1棟 西脇市 西脇市西脇394-1 大正初期

建 平14･2･14 旧来住家住宅客湯殿 1棟 西脇市 西脇市西脇394-1 大正7年

建 平25.12.24
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
主屋

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 明治23年

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
洋館

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 大正後期

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
浴室及び便所棟

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 大正後期

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
離れ

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 大正11年

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
米蔵

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 明治後期

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
衣装蔵

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 明治後期

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
表門及び塀

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 明治後期

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
庭門及び塀

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 明治後期

建 平27･11･17
コヤノ美術館西脇館（旧藤井家住宅）
主屋南脇門及び塀

1棟 (株)コヤノ 西脇市市原町字広畑ケ139 明治後期

建 平17･7･12 稲岡家住宅主屋 1棟 個人 加西市三口町813-2 明治末～大正

建 平17･7･12 稲岡家住宅離れ 1棟 個人 加西市三口町813-2 昭和戦前期

建 平18･3･2 高井家住宅主屋 1棟 個人 加西市北条町横尾127 嘉永4年（1851）

建 平18･3･2 高井家住宅土蔵一 1棟 個人 加西市北条町横尾127 明治初年

建 平18･3･2 高井家住宅土蔵二 1棟 個人 加西市北条町横尾127 明治初年

建 平22･4･28 水田家住宅主屋 1棟 個人 加西市北条町横尾字西門121他 大正11年

建 平22･4･28 水田家住宅書院 1棟 個人 加西市北条町横尾字西門121他 大正11年頃

建 平22･4･28 水田家住宅内蔵 1棟 個人 加西市北条町横尾字西門121他 大正11年頃

建 平22･4･28 水田家住宅北蔵 1棟 個人 加西市北条町横尾字西門121他 大正11年頃

建 平22･4･28 大信寺本堂 1棟 大信寺 加西市北条町北条字江ノ木1256 弘化2年／平成4年改修

建 平26･4･25 北条鉄道法華口駅舎及びプラットホーム 1棟 北条鉄道(株) 加西市東笠原町245－2 大正4年／平成24年改修

建 平26･4･25 北条鉄道法華口駅便所 1棟 北条鉄道(株) 加西市東笠原町245－2 大正4年

建 平26･4･25 北条鉄道播磨下里駅舎及びプラットホーム 1棟 北条鉄道(株) 加西市王子町152－1 大正7年

建 平26･4･25 北条鉄道長駅舎及びプラットホーム 1棟 北条鉄道(株) 加西市西長町321－2 大正4年

建 平11･6･7 清水寺根本中堂 1棟 清水寺 加東市平木1194 大正6年

建 平11･6･7 清水寺大講堂 1棟 清水寺 加東市平木1194 大正6年

建 平11･6･7 清水寺鐘楼 1棟 清水寺 加東市平木1194 大正9年

建 平11･6･7 清水寺本坊 1棟 清水寺 加東市平木1194 大正6年

建 平11･6･7 清水寺客殿 1棟 清水寺 加東市平木1194 大正6年

建 平11･6･7 慈眼寺持宝院大師堂 1棟 慈眼寺持宝院 加東市社1369 大正15年

建 平11･6･7 光明寺本堂 1棟 光明寺 加東市光明寺433 大正14年

建 平29･6･28 阿江家住宅主屋南・東棟 1棟 個人 加東市下滝野590 昭和23年頃

建 平29･6･28 阿江家住宅主屋北西棟 1棟 個人 加東市下滝野590 昭和23年頃

建 平29･6･28 阿江家住宅主屋内蔵棟 1棟 個人 加東市下滝野590 昭和23年頃

建 平29･6･28 阿江ハンカチーフ株式会社旧工場 1棟 阿江ハンカチーフ(株) 加東市下滝野字安井593-3他 明治44年頃

建 平29･6･28 阿江ハンカチーフ株式会社検反場一 1棟 阿江ハンカチーフ(株) 加東市下滝野字安井593-3他 明治44年頃

建 平29･6･28 阿江ハンカチーフ株式会社検反場二 1棟 阿江ハンカチーフ(株) 加東市下滝野字安井593-3他 昭和30年頃

建 平29･6･28 阿江ハンカチーフ株式会社旧寄宿舎 1棟 阿江ハンカチーフ(株) 加東市下滝野字安井593-3他 昭和30年頃

建 平29･6･28 阿江ハンカチーフ株式会社旧食堂 1棟 阿江ハンカチーフ(株) 加東市下滝野字安井593-3他 昭和30年頃

建 平29･6･28 阿江ハンカチーフ株式会社旧製品倉庫 1棟 阿江ハンカチーフ(株) 加東市下滝野字安井593-3他 昭和23年頃

建 平25･3･29 楊柳寺本堂 1棟 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和字東谷774 寛延4年／昭和22年改修
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建 平25･3･29 楊柳寺仁王門 1棟 楊柳寺 多可郡多可町八千代区大和字前田776-1 江戸中期

建 平25･3･29 極樂寺仁王門 1棟 極楽寺 多可郡多可町八千代区中野間字門上213-3 享保13年

中播磨地区
時代

年代

建 平11･10･14
姫路工業大学ゆりの木会館（旧姫路高等学
校本館)

1棟 公立大学法人兵庫県立大学 姫路市新在家本町1-1-12 大正15年

建 平11･10･14 姫路工業大学講堂（旧姫路高等学校講堂） 1棟 公立大学法人兵庫県立大学 姫路市新在家本町1-1-12 大正15年

建 平15･1･31 姫路市立美術館（旧第十師団兵器庫） 1棟 姫路市 姫路市本町68-25 明治38年頃／大正2年増築

建 平15･1･31 本徳寺中宗堂 1棟 本徳寺 姫路市亀山324 明治31年

建 平21･8･7 姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）和室 1棟 姫路市 姫路市山野井町字宮根86他 大正前期

建 平21･8･7 姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）茶室 1棟 姫路市 姫路市山野井町字宮根86他 大正前期

建 平21･8･7 姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）廊下 1棟 姫路市 姫路市山野井町字宮根86他 大正前期

建 平21･8･7 姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）棟門 1棟 姫路市 姫路市山野井町字宮根86他 昭和前期／平成3年移築

建 平21･8･7 姫路文学館望景亭（旧濱本家住宅）石垣 1基 姫路市 姫路市山野井町字宮根86他 昭和前期

建 平23･7･25 上月家住宅主屋 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年

建 平23･7･25 上月家住宅北離座敷 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年

建 平23･7･25 上月家住宅西離座敷 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年

建 平23･7･25 上月家住宅茶室 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年

建 平23･7･25 上月家住宅待合 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年頃

建 平23･7･25 上月家住宅土蔵 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年

建 平23･7･25 上月家住宅表門 1棟 個人 姫路市坊主町37-7 昭和5年頃

建 平21･1･22 加藤家住宅主屋 1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1
文久2年（1862）／明治前
期・明治後期改修

建 平21･1･22 加藤家住宅離れ座敷 1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1
明治25年／明治32年・平成
16年改修

建 平21･1･22 加藤家住宅内蔵 1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1 明治32年

建 平21･1･22 加藤家住宅濱座敷 1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1
嘉永4年（1851）／明治7年
増築・昭和33年移築改修

建 平21･1･22 加藤家住宅鎮守社     1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1 明治期

建 平21･1･22 加藤家住宅長屋門 1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1
元治元年（1864）／昭和前
期改修

建 平21･1･22 加藤家住宅湯殿及び雪隠     1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1 江戸末期

建 平21･1･22 加藤家住宅西塀 1棟 個人 姫路市網干区余子浜字船渡53-1 江戸末期／昭和55年改修

建 平30･5･10 土井家住宅主屋 1棟 個人 姫路市大津区平松字屋敷503
明治45年頃／昭和50年代改
修

建 平30･5･10 土井家住宅東土蔵 1棟 個人 姫路市大津区平松字屋敷503
明治45年頃／昭和50年代改
修

建 平30･5･10 土井家住宅西土蔵 1棟 個人 姫路市大津区平松字屋敷503
明治45年頃／昭和50年代改
修

建 平21･8･7 梶原家住宅主屋 1棟 個人 姫路市大塩町117-2 大正11年

建 平21･8･7 梶原家住宅土蔵 1棟 個人 姫路市大塩町117-2
天保13年（1842）／大正後
期移築

建 平21･11･2 梶原家住宅主屋 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 嘉永6年／明治39年増築

建 平21･11･2 梶原家住宅北離座敷 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅茶室 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 明治39年

建 平21･11･2 梶原家住宅下腹雪隠 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅祠 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅南離座敷 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅茶室しづの舎 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅内腰掛待合 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅中門 1基 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅内大蔵 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457
江戸末期／大正期増築・昭
和22年頃改修

建 平21･11･2 梶原家住宅現像室 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 明治30年頃

建 平21･11･2 梶原家住宅内蔵 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 江戸末期／昭和22年頃改修

建 平21･11･2 梶原家住宅古書倉 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 昭和22年頃

建 平21･11･2 梶原家住宅米蔵 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 明治後期／昭和25年改修

建 平21･11･2 梶原家住宅隅蔵 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 江戸後期

建 平21･11･2 梶原家住宅大工倉 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 明治中期／昭和31年頃改修

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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建 平21･11･2 梶原家住宅納屋 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 明治中期／昭和31年頃移築

建 平21･11･2 梶原家住宅外便所 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平21･11･2 梶原家住宅管理人部屋 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 明治30年頃

建 平21･11･2 梶原家住宅表門 1棟 梶原合資会社 姫路市大塩町字宮之本457 大正期

建 平26･４･25 魚橋家住宅主屋 1棟 個人 姫路市威徳寺町24番地、23番地2 明治33年

建 平26･４･25 魚橋家住宅離れ座敷 1棟 個人 姫路市威徳寺町24番地、23番地2 大正5年

建 平26･４･25 魚橋家住宅内蔵 1棟 個人 姫路市威徳寺町88番地 大正5年

建 平26･４･25 魚橋家住宅外蔵 1棟 個人 姫路市威徳寺町81番地2 明治40年

建 平26･４･25 魚橋呉服店店舗兼主屋 1棟 個人 姫路市威徳寺町51番地1 大正14年

建 平26･４･25 魚橋呉服店南主屋 1棟 個人 姫路市威徳寺町50番地 明治32年

建 平26･４･25 魚橋呉服店北土蔵 1棟 個人 姫路市威徳寺町51番地1 大正14年

建 平26･４･25 魚橋呉服店南土蔵 1棟 個人 姫路市威徳寺町50番地 明治32年

建 平26･４･25 芥田家住宅主屋 1棟 個人 姫路市野里寺町24番地 大正9年

建 平26･４･25 芥田家住宅土蔵 1棟 個人 姫路市野里寺町24番地 嘉永3年

建 平26･４･25 芥田家住宅離れ座敷兼土蔵 1棟 個人 姫路市野里寺町24番地 大正9年

建 平30･11･2 真宗大谷派姫路船場別院本徳寺行在所 1棟 本徳寺 姫路市地内町1-1
江戸末期／明治18年・昭和
8年改修・平成23年移築

建 平30･5･10 旧難波酒造店舗兼主屋 1棟 個人 神崎郡神河町中村砂山161 江戸末期

建 平30･5･10 旧難波酒造土蔵 1棟 個人 神崎郡神河町中村砂山161 明治初期

建 平30･5･10 旧難波酒造茶室 1棟 個人 神崎郡神河町中村砂山161 明治前期/大正期改修

建 平30･5･10 旧難波酒造醸造蔵 1棟 個人 神崎郡神河町中村砂山161 江戸末期

建 平19･12･5 旧小國家住宅主屋 1棟 個人 神崎郡福崎町山崎字大将軍814 江戸末期／明治中期増改築

建 平19･12･5 旧小國家住宅診療所 1棟 個人 神崎郡福崎町山崎字大将軍814 昭和25年

建 平19･12･5 旧小國家住宅長屋門 1棟 個人 神崎郡福崎町山崎字大将軍814 江戸末期／明治中期改修

建 平19･12･5 旧小國家住宅塀 1棟 個人 神崎郡福崎町山崎字大将軍814 江戸末期

建 平20･7･8 旧辻川郵便局 1棟 福崎町 神崎郡福崎町西田原字道北1107-1 大正12年

西播磨地区
時代

年代

建 平16･2･17 千本内海家住宅主屋 1棟 個人 たつの市新宮町千本1824 江戸後期

建 平16･2･17 千本内海家住宅長屋門 1棟 個人 たつの市新宮町千本1824 江戸後期

建 平16･2･17 千本内海家住宅土蔵 1棟 個人 たつの市新宮町千本1824 江戸後期

建 平20･4･18 うすくち龍野醤油資料館 1棟 (公財)東丸記念財団 たつの市龍野町大手54番地２ほか 昭和7年／昭和54年改修

建 平25.12.24
ヒガシマル醤油元本社工場事務所及び圧搾
所

1棟 ヒガシマル醤油(株) たつの市龍野町大手61他
事務所 江戸後期

圧搾所 明治中期

建 平25.12.24
ヒガシマル醤油元本社工場原料庫及び仕込
蔵

1棟 ヒガシマル醤油(株) たつの市龍野町大手54-1他 明治中期

建 平25.12.24 ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵１ 1棟 ヒガシマル醤油(株) たつの市龍野町大手54-1他 明治中期

建 平25.12.24 ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵２ 1棟 ヒガシマル醤油(株) たつの市龍野町大手54-1他 大正期

建 平25.12.24 ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵３ 1棟 ヒガシマル醤油(株) たつの市龍野町大手61他 明治中期

建 平25.12.24
ヒガシマル醤油元本社工場仕込蔵及び雑品
庫

1棟 ヒガシマル醤油(株) たつの市龍野町大手61他 明治中期

建 平28.8.1 旧龍野醤油同業組合事務所 1棟 たつの市 たつの市龍野町上霞城126 大正13年

建 平28.8.1 旧龍野醤油同業組合醸造工場 1棟 たつの市 たつの市龍野町上霞城126 大正13年

建 平19･7･30 斑鳩寺聖徳殿中殿 1棟 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 大正5年

建 平19･7･30 斑鳩寺聖徳殿後殿 1棟 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 大正5年

建 平24･2･23 石堂家住宅主屋 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地
江戸後期／昭和前期・昭37
年頃改修

建 平24･2･23 石堂家住宅向座敷 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 明治中期

建 平24･2･23 石堂家住宅米蔵及び内蔵 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 江戸末期

建 平24･2･23 石堂家住宅角屋及び西門 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 明治後期／昭和56年頃改修

建 平24･2･23 石堂家住宅井戸屋 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 明治後期

建 平24･2･23 石堂家住宅表門 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 江戸末期／昭和62年頃改修

建 平24･2･23 石堂家住宅中門 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 明治前期

建 平24･2･23 石堂家住宅南塀 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 江戸末期

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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国登録文化財（建造物）

建 平24･2･23 石堂家住宅東北塀 1棟 個人 佐用郡佐用町大垣内823番地 江戸末期

但馬地区
時代

年代

建 平18･3･2 赤木家住宅主屋 1棟 個人 豊岡市引野972 明治3年

建 平18･3･2 赤木家住宅離れ（北涼館） 1棟 個人 豊岡市引野972 明治中期

建 平18･3･2 赤木家住宅西土蔵 1棟 個人 豊岡市引野972 明治3年～明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅西味噌蔵 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅西米蔵 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅西倉庫 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅西物置 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅東籾蔵 1棟 個人 豊岡市引野972 明治中期

建 平18･3･2 赤木家住宅東作業場 1棟 個人 豊岡市引野972 明治中期

建 平18･3･2 赤木家住宅番人小屋 1棟 個人 豊岡市引野972 明治中期

建 平18･3･2 赤木家住宅表門 1棟 個人 豊岡市引野972 明治中期

建 平18･3･2 赤木家住宅西門 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅中門及び塀 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅塀一 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅塀二 1棟 個人 豊岡市引野972 明治末期

建 平18･3･2 赤木家住宅石垣 1所 個人 豊岡市引野972 明治末期

豊岡市役所南庁舎別館
（旧兵庫縣農工銀行豊岡支店）

建 平28･8･1 旧豊岡町役場庁舎 1棟 豊岡市 豊岡市中央町128－1
昭和3年／同27年増築、平
成22年移築

建 平28･8･1 佐藤家及び西村家住宅 1棟 個人 豊岡市中央町49－4他
昭和2年頃／同58年・同59
年・平成5年改修

建 平20･3･7 平尾家住宅主屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治29年

建 平20･3･7 平尾家住宅宝蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和6年

建 平20･3･7 平尾家住宅離れ 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 文政9年/明治期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅隠居屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治後期/平成16年改修

建 平20･3･7 平尾家住宅新蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 寛政2年

建 平20･3･7 平尾家住宅塩噌蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958
江戸後期/明治中期移築/昭
和後期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅陶器蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治20年/昭和前期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅陶器蔵蔵前及び裏門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅西蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 天保4年/昭和前期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅水溜及び雨水溝 1所 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅供待 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 江戸後期/平成15年改修

建 平20･3･7 平尾家住宅畜舎 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅戌亥蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅たつ小屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期/昭和前期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅堆肥舎 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅薪小屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和7年

建 平20･3･7 平尾家住宅灰小屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治後期/昭和後期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅ポンプ小屋及び板塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治後期

建 平20･3･7 平尾家住宅祠 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅石垣 1所 個人 豊岡市森尾字安藤958
江戸後期/明治中期・昭和
前期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅石橋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 江戸後期/明治中期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅下の石橋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 江戸後期

建 平20･3･7 平尾家住宅川井戸屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 江戸末期

建 平20･3･7 平尾家住宅長屋門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 江戸後期/昭和前期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅道具蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 文化2年/昭和前期移築

建 平20･3･7 平尾家住宅下の蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治26年/昭和前期移築

建 平20･3･7 平尾家住宅米蔵 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平18･11･29 1棟 豊岡市 豊岡市中央町11-22 昭和9年

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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国登録文化財（建造物）

建 平20･3･7 平尾家住宅大工小屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 江戸後期/昭和後期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅井戸屋 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期/昭和後期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅給水塔 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅東の門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期/昭和前期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅西の門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期/昭和後期改修

建 平20･3･7 平尾家住宅外塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅中門及び板塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅庭南塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅御成門及び塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅離れ西仕切塀及び門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅離れ東仕切塀及び潜門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅離れ東塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅離れ北塀及び門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 平20･3･7 平尾家住宅隠居屋東塀及び門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅宝蔵北仕切塀及び潜り門 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 明治中期

建 平20･3･7 平尾家住宅主屋西仕切塀 1棟 個人 豊岡市森尾字安藤958 昭和前期

建 令1･12･5
コウノトリ保護増殖センター第一フライン
グゲージ

1棟 兵庫県 豊岡市野上1314-1 昭和40年

建 平23･1･26 大石家住宅主屋 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか
明治8年頃／明治中期増
築・昭和60年・平成21年改
修

建 平23･1･26 大石家住宅東部屋 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 大正8年／平成21年改修

建 平23･1･26 大石家住宅裏ノ部屋 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期／平成18年改修

建 平23･1･26 大石家住宅木小屋及び奥内庭 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期

建 平23･1･26 大石家住宅東蔵 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか
明治12年／明治中期増築・
明治44年改修

建 平23･1･26 大石家住宅内蔵 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期／平成18年改修

建 平23･1･26 大石家住宅北蔵 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 明治25年／昭和前期改修

建 平23･1･26 大石家住宅米蔵 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期

建 平23･1･26 大石家住宅籾蔵 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 明治19年／昭和前期改修

建 平23･1･26 大石家住宅飯米蔵及び水車小屋 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 明治17年／昭和前期改修

建 平23･1･26 大石家住宅集水槽 1基 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期

建 平23･1･26 大石家住宅中門 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期

建 平23･1･26 大石家住宅籾蔵東門 1棟 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期

建 平23･1･26 大石家住宅東塀 1基 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期

建 平23･1･26 大石家住宅南築地塀 1基 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期／昭和60年改修

建 平23･1･26 大石家住宅東北築地塀 1基 個人 豊岡市但東町矢根字金屋1076ほか 昭和前期／昭和60年改修

建 平26･10･7 三木屋東館 1棟 ㈱三木屋 豊岡市城崎町湯島字御所487
昭和2年／昭和中期・昭和
47年改修

建 平26･10･7 三木屋西館 1棟 ㈱三木屋 豊岡市城崎町湯島字御所487
昭和2年／昭和中期・平成
25年改修

建 平27･8･4 ゆとうや旅館詠帰亭及び扶老亭 1棟 (株)油筒屋 豊岡市城崎町湯島字愛宕373番地 昭和3年／昭和8年改修

建 平27･8･4 ゆとうや旅館渡り廊下 1棟 (株)油筒屋 豊岡市城崎町湯島字愛宕373番地 昭和中期

建 平27･8･4 ゆとうや旅館雲生亭 1棟 (株)油筒屋 豊岡市城崎町湯島字愛宕373番地 昭和前期／昭和中期改修

建 平27･8･4 ゆとうや旅館滴水楼 1棟 (株)油筒屋 豊岡市城崎町湯島字愛宕373番地 昭和前期／昭和中期改修

建 平27･8･4 ゆとうや旅館土蔵 1棟 (株)油筒屋 豊岡市城崎町湯島字愛宕373番地 昭和7年

建 平27･8･4 ゆとうや旅館表門及び塀 1棟 (株)油筒屋 豊岡市城崎町湯島字愛宕373番地 大正15年

建 平27･11･17 王橋 1棟 兵庫県 豊岡市城崎町湯島 昭和2年／昭和39年改修

建 平27･11･17 愛宕橋 1棟 豊岡市 豊岡市城崎町湯島 昭和元年

建 平27･11･17 柳湯橋 1棟 豊岡市 豊岡市城崎町湯島 昭和元年

建 平27･11･17 桃島橋 1棟 豊岡市 豊岡市城崎町湯島 昭和元年

建 平27･11･17 辨天橋 1棟 豊岡市 豊岡市城崎町湯島 昭和元年

建 平27･11･17 旧城崎郵便局 1棟 個人 豊岡市城崎町湯島字弁天225-2
昭和2年／昭和後期・平成
14年改修

建 平27･11･17 小林屋旅館 1棟 個人 豊岡市城崎町湯島字愛宕369 昭和前期／昭和中期改修

建 平27･11･17 西村屋本館大広間棟 1棟 (株)ライフ西村屋 豊岡市城崎町湯島字御所469
昭和前期／昭和中期・平成
3年改修

建 平27･11･17 西村屋本館平田館 1棟 (株)ライフ西村屋 豊岡市城崎町湯島字御所469 昭和35年／昭和後期改修
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国登録文化財（建造物）

建 平27･11･17 西村屋本館門及び塀 1棟 (株)ライフ西村屋 豊岡市城崎町湯島字御所469 昭和前期

建 平27･11･17 新かめや本館 1棟 個人 豊岡市城崎町湯島字愛宕279 昭和34年

建 平27･11･17 温泉寺薬師堂 1棟 温泉寺 豊岡市城崎町湯島字薬師畷985-2 江戸後期

建 平27･11･17 極楽寺本堂 1棟 極楽寺 豊岡市城崎町湯島字寺ノ谷800-3 大正10年

建 平29･10･07 旧大和屋旅館 1棟 有限会社大和屋 豊岡市城崎町湯島字中409番地 昭和2年／昭和40年頃改修

建 平29･10･07 蓮成寺本堂 1棟 蓮成寺 豊岡市城崎町字御所452番地
昭和11年／昭和57年頃改
修、平成19年増築

建 平29･10･07 本住寺本堂 1棟 本住寺 豊岡市城崎町字長崎493番地３ 昭和6年／平成11年増築

建 平29･10･07 城崎温泉ロープウェイ山麓駅 1棟 城崎観光株式会社 豊岡市城崎町湯島字寺ノ谷806番地１ 昭和37年

建 平29･10･07 城崎温泉ロープウェイ温泉寺駅 1棟 城崎観光株式会社 豊岡市城崎町湯島字寺ノ谷806番地１ 昭和37年

建 平29･10･07 城崎温泉ロープウェイ山頂駅 1棟 城崎観光株式会社 豊岡市城崎町湯島字寺ノ谷806番地１ 昭和37年

建 平27･3･26 旧中和家住宅主屋 1棟 豊岡市 豊岡市出石町三木字廣畑133-2
江戸中期／昭和6年、平成
25年改修

建 平18･3･27 森田家住宅主屋 1棟 個人 美方郡香美町香住区隼人272 明治3年

建 平18･3･27 森田家住宅土蔵 1棟 個人 美方郡香美町香住区隼人272 明治初期

建 平18･3･27 森田家住宅付属屋 1棟 個人 美方郡香美町香住区隼人272 明治初期

建 平18･3･27 森田家住宅中門及び塀 1所 個人 美方郡香美町香住区隼人272 明治初期

建 平17･11･10 旧森家住宅（浜坂先人記念館以命亭）主屋 1棟 新温泉町 美方郡新温泉町浜坂字本町1208 明治21年/明治40年増築

建 平17･11･10 旧森家住宅（浜坂先人記念館以命亭）乾蔵 1棟 新温泉町 美方郡新温泉町浜坂字本町1208 明治初期

建 平17･11･10
旧森家住宅（浜坂先人記念館以命亭）北ノ
蔵

1棟 新温泉町 美方郡新温泉町浜坂字本町1208 明治初期

建 平17･11･10 旧森家住宅（浜坂先人記念館以命亭）酒蔵 1棟 新温泉町 美方郡新温泉町浜坂字本町1208 大正8年

建 平17･11･10 旧森家住宅（浜坂先人記念館以命亭）石垣 1棟 新温泉町 美方郡新温泉町浜坂字本町1208
江戸中期／江戸後期・大正
元年増築

建 平14･8･21 旧海崎医院 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷2-455 明治20年頃

建 平16･6･9 松本家住宅主屋 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷477 明治初期／大正期増築

建 平16･6･9 佐藤家住宅別邸 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷746 江戸後期

建 平16･6･9 桑田家住宅主屋 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷800 江戸後期

建 平16･6･9 桑田家住宅土蔵 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷800 江戸後期

建 平16･6･9 桑田家住宅門及び塀 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷800 江戸後期

建 平16･6･9 日下旅館 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷1958 明治43年／大正10年増築

建 平17･11･10 今井家住宅主屋 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷534－1 江戸時代末期

建 平17･11･10 今井家住宅西塀 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷534－1 江戸時代末期

建 平17･11･10
旧吉川家住宅
（生野まちづくり工房井筒屋）主屋

1棟 朝来市 朝来市生野町口銀谷640 天保3年(1832）

建 平17･11･10
旧吉川家住宅
（生野まちづくり工房井筒屋）離れ

1棟 朝来市 朝来市生野町口銀谷640 明治29年以前

建 平17･11･10
旧吉川家住宅
（生野まちづくり工房井筒屋）土蔵

1棟 朝来市 朝来市生野町口銀谷640 明治29年以前

建 平17･11･10
旧吉川家住宅
（生野まちづくり工房井筒屋）内蔵

1棟 朝来市 朝来市生野町口銀谷640 天保14年(1843）

建 平17･11･10
旧吉川家住宅
（生野まちづくり工房井筒屋）米蔵

1棟 朝来市 朝来市生野町口銀谷640 明治5年

建 平17･11･10
旧吉川家住宅
（生野まちづくり工房井筒屋）西塀

1棟 朝来市 朝来市生野町口銀谷640 天保13年(1842）以前

建 平17･11･10 綾部家住宅主屋 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷2120番地 江戸時代末期～明治

建 平17･11･10 綾部家住宅蔵 1棟 個人 朝来市生野町口銀谷2120番地 江戸時代末期～明治

建 平23･1･26 日下家住宅主屋 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか
寛政11年(1799）／明治中
期・大正後期・昭和10年頃
改修

建 平23･1･26 日下家住宅炊事場 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 江戸後期／大正後期改修

建 平23･1･26 日下家住宅新居 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 昭和14年

建 平23･1･26 日下家住宅内蔵 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか
弘化3年(1846)／大正後期
改修

建 平23･1･26 日下家住宅座敷 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか
弘化3年(1846)／明治23年
頃改修

建 平23･1･26 日下家住宅金毘羅社 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか
天保14年(1843)／江戸末期
移築

建 平23･1･26 日下家住宅客用風呂 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 大正後期

建 平23･1･26 日下家住宅旧帳場 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか
江戸末期／明治中期・昭和
前期改修

建 平23･1･26 日下家住宅旧日下林業事務所 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 昭和14年

建 平23･1･26 日下家住宅大正蔵 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 大正後期／昭和14年改修

建 平23･1･26 日下家住宅寶蔵 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 明治後期

建 平23･1･26 日下家住宅厩 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 明治中期

建 平23･1･26 日下家住宅炭小屋 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 明治中期
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建 平23･1･26 日下家住宅物置 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 江戸末期

建 平23･1･26 日下家住宅井戸 1基 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 昭和前期

建 平23･1･26 日下家住宅表門 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 江戸末期

建 平23･1･26 日下家住宅中門 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 大正後期

建 平23･1･26 日下家住宅裏門 1棟 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 天保10年(1839)

建 平23･1･26 日下家住宅木塀 1基 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 昭和前期

建 平23･1･26 日下家住宅土塀 1基 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか 江戸末期

建 平23･1･26 日下家住宅石垣 1基 個人 朝来市山東町粟鹿字西谷2097ほか
江戸後期／昭和前期・昭和
中期改修

建 平27･11･17 旧木村酒造場店舗兼主屋 １基 朝来市 朝来市和田山町竹田字上町西側363 明治後期／平成25年改修

建 平27･11･17 旧木村酒造場米蔵 １基 朝来市 朝来市和田山町竹田字上町西側363 明治後期／平成25年改修

建 平27･11･17 旧木村酒造場舟蔵 １基 朝来市 朝来市和田山町竹田字上町西側363 明治後期／平成25年改修

建 平27･11･17 旧木村酒造場貯蔵所 １基 朝来市 朝来市和田山町竹田字上町西側363 明治後期／平成25年改修

建 平27･11･17 旧木村酒造場裏門 １基 朝来市 朝来市和田山町竹田字上町西側363 明治後期／平成25年改修

建 平27･11･17 旧木村酒造場門及び塀 １基 朝来市 朝来市和田山町竹田字上町西側363 明治後期

丹波地区
時代

年代

建 平19･5･15 西山酒造場店舗兼主屋 1棟 個人 丹波市市島町中竹田1171他 明治24年頃

建 平19･5･15 西山酒造場離れ 1棟 個人 丹波市市島町中竹田1171他 昭和16年

建 平19･5･15 西山酒造場離れ 1棟 個人 丹波市市島町中竹田1171他 昭和初期

建 平18･3･2 蘆田家住宅主屋 1棟 個人 丹波市青垣町東芦田981 江戸後期

建 平18･3･2 蘆田家住宅物置 1棟 個人 丹波市青垣町東芦田981 江戸後期

建 平18･3･2 蘆田家住宅便所 1棟 個人 丹波市青垣町東芦田981 昭和初期

建 平18･3･2 蘆田家住宅味噌蔵 1棟 個人 丹波市青垣町東芦田981 江戸後期

建 平18･3･2 蘆田家住宅石垣及び塀 1所 個人 丹波市青垣町東芦田981 江戸後期

建 平20･4･18 旧上久下村営上滝発電所 1棟 丹波市 丹波市山南町上滝字八ヶ坪1312－2他 大正11年

建 平26･12･19 慧日寺方丈 1棟 慧日寺 丹波市山南町太田127番地の1 江戸後期

建 平26･12･19 慧日寺庫裏 1棟 慧日寺 丹波市山南町太田127番地の1 江戸後期／大正13年改修

建 平26･12･19 慧日寺経蔵 1棟 慧日寺 丹波市山南町太田127番地の1 江戸後期

建 平26･12･19 慧日寺鐘楼 1棟 慧日寺 丹波市山南町太田127番地の1 慶応3年

建 平26･12･19 慧日寺裏門 1棟 慧日寺 丹波市山南町太田127番地の1 江戸中期

建 平28･2･25 柏陵記念館 1棟 兵庫県 丹波市柏原町東奥字中道50
明治30年／昭和16年
・同35年改修

建 平30･3･27 旧西垣家住宅主屋 1棟 個人 丹波市柏原町柏原字竪町588番地 明治後期／昭和40年代増築

建 平30･3･27 旧西垣家住宅アトリエ（旧納屋） 1棟 個人 丹波市柏原町柏原字竪町588番地 明治後期

建 平30･3･27 旧西垣家住宅塀 1棟 個人 丹波市柏原町柏原字竪町588番地 明治後期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　主屋 1棟 個人 丹波篠山市呉服町46 文化元年

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　事務室1 1棟 個人 丹波篠山市呉服町48 明治初期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　土蔵1 1棟 個人 丹波篠山市呉服町48 江戸末期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　離れ 1棟 個人 丹波篠山市呉服町48 明治中期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　土蔵2 1棟 個人 丹波篠山市呉服町46 江戸末期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　釜場・洗米場 1棟 個人 丹波篠山市呉服町46 江戸末期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　仕込蔵 1棟 個人 丹波篠山市呉服町73番2 江戸末期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　槽場・麹室 1棟 個人 丹波篠山市呉服町73番3 江戸末期

建 平15･9･19 鳳鳴酒造　事務室2 1棟 鳳鳴酒造(株) 丹波篠山市呉服町73番7 明治末期

建 平16･2･17 上田家住宅主屋 1棟 個人 丹波篠山市犬飼152-1 江戸後期

建 平16･7･23 西尾家住宅主屋 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 享保18年

建 平16･7･23 西尾家住宅茶室 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 文政3年

建 平16･7･23 西尾家住宅部屋蔵・中蔵 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 江戸後期

建 平16･7･23 西尾家住宅新蔵一 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 明治初期

建 平16･7･23 西尾家住宅新蔵二 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 明治後期

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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建 平16･7･23 西尾家住宅土蔵ギャラリー 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 明治後期

建 平16･7･23 西尾家住宅酒蔵 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 江戸後期

建 平16･7･23 西尾家住宅離れ 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 江戸後期

建 平16･7･23 西尾家住宅前庭門及び塀 1棟 個人 丹波篠山市大山上699 江戸後期

建 平16･7･23 西尾家住宅水車・牛・鶏小屋 1棟 個人 丹波篠山市大山上694 明治初期

建 平16･7･23 西尾家住宅水車・牛・鶏小屋門及び塀 1棟 個人 丹波篠山市大山上694 明治初期

建 平19･10･2 小田垣商店店舗 1棟 個人 丹波篠山市立町19-5 江戸後期

建 平19･10･2 小田垣商店作業場 1棟 個人 丹波篠山市立町19-5他 明治初頭

建 平19･10･2 小田垣商店旧酒蔵 1棟 個人 丹波篠山市立町19-5 江戸末期

建 平19･10･2 小田垣家住宅味噌蔵 1棟 個人 丹波篠山市立町19他 江戸末頃

建 平19･10･2 小田垣家住宅蔵 1棟 個人 丹波篠山市立町19 明治中期

建 平19･10･2 小田垣家住宅座敷 1棟 個人 丹波篠山市立町19他 明治末期

建 平19･10･2 小田垣家住宅茶室 1棟 個人 丹波篠山市立町19 明治末期

建 平19･10･2 小田垣家住宅便所及び風呂棟 1棟 個人 丹波篠山市立町15他 大正初期

建 平19･10･2 小田垣家住宅離れ座敷 1棟 個人 丹波篠山市立町15他 大正3年頃

建 平19･10･2 小田垣家住宅塀 1棟 個人 丹波篠山市立町15他 明治末頃／昭和39年曳家

建 令3･2･4 今村家住宅陶々庵 1棟 個人 丹波篠山市西町字柚ノ木64-4他
明治38年／明治41年・昭和
14年移築

建 令3･2･4 今村家住宅貸店舗 1棟 個人 丹波篠山市西町字柚ノ木64-4他 昭和８年／平成21年改修

建 令3･2･4 今村家住宅土蔵 1棟 個人 丹波篠山市西町字柚ノ木64-4他
明治38年／明治41年・昭和
14年移築

建 平27･11･17 春日神社本殿 1棟 春日神社 丹波篠山市本郷字口ノ坪１４１－１ 弘化3年（1864）

淡路地区
時代

年代

建 平15･7･1 榎本家(旧小川家)住宅主屋 1棟 個人 洲本市五色町鮎原上944 江戸末期

建 平15･7･1 榎本家(旧小川家)住宅離れ 1棟 個人 洲本市五色町鮎原上944 江戸末期

建 平15･7･1 榎本家(旧小川家)住宅長屋門 1棟 個人 洲本市五色町鮎原上944 大正9年

建 平16･3･2 米田家住宅主屋 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅寝殿 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅客殿 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅湯殿 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅洋館 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅土蔵 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅下納屋 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平16･3･2 米田家住宅祠 1棟 個人 洲本市宇山2-5-4 昭和16年

建 平14･8･21 塩屋橋 1基 兵庫県 淡路市岩屋 大正7年／昭和61年移築

建 平19･12･5 田中家住宅主屋 1棟 個人
南あわじ市賀集立川瀬字居屋敷
28-1

明治14年／
大正11年・昭和初期増築

建 平20･10･23 国生みの館（旧三原郡役所） 1棟 兵庫県 南あわじ市八木入田カツラ尾663 明治17年／平成19年移築

建 平23･1･26 永田家住宅主屋 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治中期

建 平23･1･26 永田家住宅離れ座敷 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治21年

建 平23･1･26 永田家住宅池石積 1基 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治中期

建 平23･1･26 永田家住宅家具蔵 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治中期

建 平23･1･26 永田家住宅土蔵 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 大正後期／昭和50年改修

建 平23･1･26 永田家住宅長屋門 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治37年

建 平23･1･26 永田家住宅通用門 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治中期

建 平23･1･26 永田家住宅高塀 1基 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治中期

建 平23･1･26 永田家住宅棟門及び塀 1棟 個人 南あわじ市倭文長田字吉野坊1493 明治中期／平成12年改修

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地
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国登録文化財（記念物・民俗）

神戸地区
時代

年代

名 平18･1･26 神戸市 神戸市中央区中山手通5 明治時代中期～末期／作庭

名 平23･9･21 神戸市 神戸市中央区加納町6丁目312 明治8年

東播磨地区
時代

年代

名 平19･7･26 みとろ苑庭園 個人 加古川市上荘町見土呂字尾375番地1
明治時代後期～大正時代初
期／作庭

北播磨地区
時代

年代

名 平19･2･6 三木市 三木市本町3丁目1368番1 明治時代末／作庭

中播磨地区

時代

年代

名 平20･3･28 個人
姫路市大塩町字宮之本457-1,
457-2,458,459,461-1,2218、
同字宮前2082-1,2085-2

明治時代後期／作庭
大正時代中期／改作

阪神南地区
時代

年代

有民 令2･3･16 武庫川学院 西宮市池開町137 明治時代～昭和

北播磨地区
時代

年代

有民 平25･3･12 三木市 三木市上の丸町10-30 江戸時代～昭和

武庫川女子大学近代衣生活資料　　　9,092点

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者) 所在地

梶原氏（西梶原）庭園

所在地

小河氏庭園

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者)

所在地

所在地

東遊園地　　　　　　　　

２ 記念物

種別 登録年月日 所有者(管理者) 所在地

登録年月日

所有者(管理者)

名称

種別 登録年月日 名称 所有者(管理者)

相楽園　　　　　　　

種別

所在地

名称 所有者(管理者)

播州三木の鍛冶用具と製品　　　624点

３　民俗文化財

種別 登録年月日 名称
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