
国指定文化財（建造物）

所有者 時代

(管理者） 年代

建 平23･6･20 旧村山家住宅 6棟
(公財)香雪美術
館

神戸市東灘区

　洋館　煉瓦造及び木造、建築面積226.11㎡、2階建、地下1階、 御影郡家2丁目 明　明治42

　　　　寄棟造、銅板葺 12番１号 〔資料〕

　書院棟　木造、建築面積344.38㎡、3階建、一部地下1階、 大　大正7

　　　　　入母屋造及び寄棟造、桟瓦葺及び銅板葺、 〔棟札〕

　　　　　南東面渡廊下附属、桟瓦葺

　玄関棟　木造、建築面積178.66㎡、一部地下1階、入母屋造、 大　大正7頃

　　　　　桟瓦葺、東面車寄唐破風造、檜皮葺、

　　　　　南面及び西面渡廊下附属、桟瓦葺

　茶室棟　玄庵（三畳台目茶室）、香雪（四畳半茶室）、 明　明治44

　　　　　玄関及び待合、腰掛、寄付、腰掛待合、砂雪隠、 〔棟札〕

　　　　　渡廊下よりなる、入母屋造及び切妻造、茅葺、 大　大正7

　　　　　桟瓦葺及び檜皮葺、南面渡廊下附属、

　　　　　桟瓦葺及び鉄板葺

　衣装蔵　鉄筋コンクリート造、建築面積28.14㎡、2階建 明　明治45頃

〔資料〕

　美術蔵　鉄筋コンクリート造、建築面積76.84㎡、3階建、 大　大正7頃

　　　　　切妻造、桟瓦葺

　　宅地及び山林　16,850.59㎡　312番1、同3、同4

　　　　　　　　　右地域内の門柱、編笠門、石塀、池を含む

建 昭41･6･11 旧ハンター住宅(旧所在　兵庫県神戸市生田区北野町） 神戸市 神戸市灘区 明　明治40

　 木造､建築面積269.8㎡､二階建､一部三階､スレート葺 青谷町1－1－4 〔棟札〕

建 昭28･8･29 福祥寺本堂内宮殿及び仏壇  1具 福祥寺 神戸市須磨区 室　応安元

　 宮殿　三間宮殿､正面軒唐破風(後補）付､板葺 須磨寺町4-6-8 〔宝暦2 改造〕

　 仏壇　三重仏壇 (当山歴代暦）

建※ 大3･4･17 八幡神社三重塔 1基 八幡神社 神戸市北区 室　文正元

　 三間三重塔婆､檜皮葺 山田町中字 〔棟札〕

　　　附　棟札 3枚 宮ノ片57

　　　　上棟文正元年 丙戌三月廿九日の記があるもの 1

　 昭36･12･27 　　　　上葺元和弐年卯月　日の記があるもの 1

(追加) 　　　　修補安永七 　戊 戌　暦文月吉祥日の記があるもの 1

建※ 大3･4･17 若王子神社本殿 1棟 若王子神社 神戸市北区 室　応永15

(昭36･12･27） 　 三間社流造 山田町福地字 〔棟札〕

   板葺 新池101

建 昭42･6･15 箱木家住宅(兵庫県神戸市北区山田町） 2棟 個人 神戸市北区

(昭58･6･2) 　 主屋　(1棟）桁行11.4m､梁間8.4m､入母屋造､茅葺 山田町衝原字 室　後期

　 座敷　(1棟）桁行9.0m､梁間5.8m､入母屋造､茅葺 道南1-4 江　中期

建※ 大4･3･26 石峯寺薬師堂 1棟 石峯寺 神戸市北区 室　明応頃

(昭36･12･27） 　 桁行5間､梁間5間､ 淡河町神影110-1 〔瓦銘〕

(昭48･11･29）    一重､入母屋造､本瓦葺

１ 有形文化財

(1) 建造物

神戸地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地

1棟
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国指定文化財（建造物）

建※ 大4･3･26 石峯寺三重塔 1基 石峯寺 神戸市北区 室　中期

 　三間三重塔婆､とち葺形銅板葺 淡河町神影110-1

　 昭36･12･27   　附　棟札 10枚

(追加)    　上葺天正十六年　戊 子 閏五月廿四日の記があるもの 1

   　再興万治弐天 己亥八月十九日の記があるもの 1

   　元禄拾一歳戊寅四月十一日の記があるもの 1

   　修補宝永六己 巳稔八月善根日の記があるもの 1

　 　修元文二歳丁巳五月吉日の記があるもの 1

　 　修覆宝暦八戊 寅年九月吉祥日の記があるもの 1

　 　修覆安永八己 亥載霜月十六日の記があるもの 1

　 　文化元歳甲子五月吉祥日の記があるもの 1

　 　修覆文化元甲 子載六月朔日の記があるもの 1

　 　修覆文政五壬 午年三月吉祥日の記があるもの 1

建 昭54･5･21 豊歳神社本殿 1棟 豊歳神社 神戸市北区 室　永正8

 　一間社隅木入春日造 大沢町市原字 〔棟札〕

　 こけら葺 月方631

建 昭46･6･22 徳光院多宝塔 1基 徳光院 神戸市中央区 室　文明10

　 三間多宝塔､本瓦葺 葺合町布引山2-3 〔柱墨書〕

　　　附　旧部材 3個 (昭和13移築）

　　　　 　旧拳鼻 2

　　　　 　文明五年九月の記があるもの 1

　　 　　　旧肘木の部分 1

　　　 　　文明五年九月の記がある

建 昭28･8･29 船屋形 1棟 神戸市 神戸市中央区 江 天和2～宝永元

　  桁行5間､梁間1間､一重二階､切妻造段違､檜皮葺 中山手通5-3-1 (姫路藩主御座船)

相楽園内

建 昭36･6･7 旧ハッサム住宅(旧所在　兵庫県神戸市生田区北野町） 1棟 神戸市 神戸市中央区 明　明治35

　 木造､建築面積173.6㎡､二階建､桟瓦葺 中山手通5-3-1 〔新築届〕

　　　附　附属屋 1棟 相楽園内 設計　ハンセル

　 　　　　　 木造､建築面積29.2㎡､二階建､桟瓦葺

　 　　　　倉庫　1棟

　　　 　 　　木造､建築面積9.6㎡､一階建､桟瓦葺

　　　 　　門　　1棟

建 昭45･6･17 旧小寺家厩舎(兵庫県神戸市生田区中山手通） 1棟 神戸市 神戸市中央区 明　明治40頃

　煉瓦造､建築面積188.1㎡､二階建､ 中山手通5-3-1 設計　河合浩蔵

  一部吹抜､塔屋付､スレート葺 相楽園内

　　附　作業場　            一所

昭56･6･5 　　　　モルタル舗装

(追加) 　　　　設計図            　66枚

昭56･6･5 　　　　袋入､袋に神戸小寺邸厩之図の記がある

(追加)         予算書及び工事仕様書 1冊

建 昭53･1･21 旧トーマス住宅(兵庫県神戸市生田区北野町） 1棟 神戸市 神戸市中央区
明　明治42

   石､煉瓦及び木造､建築面積217.8㎡ 北野町3-13-3 〔新築届〕

   二階建､ 地下一階､塔屋付､スレート葺 設計

   デ･ラランデ

建 昭55･12･18 小林家住宅(旧シャープ住宅） 1棟 個人 神戸市中央区 明　明治36

　　(兵庫県神戸市中央区北野町） 北野町3-77-2 〔新築届〕

 　木造､建築面積210.4㎡､二階建､一部三階､

　 桟瓦葺

　　　宅地　803.6㎡
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国指定文化財（建造物）

　　　　 77番地の2

建 平元･5･19 旧神戸居留地十五番館 1棟 (株)ノザワ 神戸市中央区 明　明治14頃

 　木骨煉瓦造､建築面積175.90㎡､二階建､ 桟瓦葺 浪花町15

　　　附　境界煉瓦塀及び石柱

　　　　 　煉瓦塀長さ36.4m

建 平18･7･5 布引水源地水道施設 6所 神戸市 神戸市中央区葺合町

   分水堰堤 明　明治39

     アーチ式コンクリート造堰堤、堤長14.0ｍ、堤高4.3ｍ、

　   取水井附属

　 分水堰堤附属橋 1基 明　明治39

　　 鉄筋コンクリート造単アーチ橋、橋長11.5ｍ、幅員1.2ｍ、

　   高欄付

   分水隧道　     石造及びコンクリート造隧道、延長24.9ｍ 明　明治39

　 締切堰堤　     アーチ式コンクリート造堰堤 明　明治39

　 放水路隧道　   石造及びコンクリート造隧道、延長264.3ｍ、 明　明治39

　　　　　　   　 坑門左右翼壁及び放水路開渠附属

　 五本松堰堤　   重力式コンクリート造堰堤、 明　明治33

　　　　　　　    堤長110.3ｍ、堤高33.3ｍ、高欄付

　　 附・管理橋　      1基

　　　 ・取水管      　2点

　　　 ・排泥管      　1点

　　　 ・排泥管バルブ　1点

　　　 ・矢板　        2枚

　  谷川橋　       鉄筋コンクリート造単アーチ橋、 1基 大　大正初期

                   橋長6.1ｍ、幅員2.0ｍ

　  雌滝取水堰堤   アーチ式コンクリート造堰堤、 明　明治33

　　　　　　　     堤長19.3ｍ、堤高7.7ｍ、

                   保護堰堤、取水井及び階段附属

　  布引水路橋(砂子橋）  煉瓦造三連アーチ橋、橋長19.2ｍ、 1基 明　明治33

                         幅員3.3ｍ、高欄付、袖壁附属

　　附・図面        　8枚

　  水道用地　520,010㎡

　　　字中城山1番、9番、字布引山1番3、同4、同7、同8、

      同21、同22、3番1、字奥ササ谷1番1、同2、4番、

　　　字ササ谷1番2、5番1、字奥サブ谷1番2、同3、

      字口サブ谷1番、字面谷1番2、同3、

　　  字口円光坊1番、2番、7番、字奥円光坊1番1、4番、7番、

　　　8番2、字山郡1番3、同4、同5、同6、同9、同111、

　　　字瀧谷1036番、1037番、1038番、1039番、

　　　1040番、1041番、1042番、1043番、1044番

　　　上の地域内の石造擁壁、旧門柱、旧門衛所を含む

建※ 大2･4･14 太山寺本堂 1棟 太山寺 神戸市西区 鎌　弘安8

国宝 昭30･6･22 　 桁行7間､梁間6間､ 伊川谷町前開224 〔勧化状〕

(昭42･6･15)    一重､入母屋造､銅板葺

建※ 大2･4･14 太山寺仁王門 1棟 太山寺 神戸市西区 室　中期

(昭36･12･27） 　 三間一戸八脚門､入母屋造､本瓦葺 伊川谷町前開224 (旧楼門）

建 昭27･7･19 如意寺阿弥陀堂 1棟 如意寺 神戸市西区 鎌　前期

(昭42･6･15）  　桁行3間､梁間3間､一重､入母屋造､とち葺形銅板葺 櫨谷町谷口259

建 昭27･7･19 如意寺三重塔 1基 如意寺 神戸市西区 室　至徳2

　 三間三重塔婆､本瓦葺 櫨谷町谷口259 〔竜車銘写〕
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国指定文化財（建造物）

建 昭27･7･19 如意寺文殊堂 1棟 如意寺 神戸市西区 室　享徳2

　 桁行5間､梁間4間､一重､高床､入母屋造､本瓦葺 櫨谷町谷口259 〔巻斗墨書〕

　　　附　　厨子　　　　1基

　　　　 　　一間厨子､入母屋造､板葺

建 平13･11･14 移情閣 1棟 兵庫県 神戸市垂水区 大　4年

　　　附　　幣串　　　　1本 東舞子町2051

所有者

(管理者）

建※ 大3･4･17 本興寺開山堂 1棟 本興寺 尼崎市開明町3-13 江　元和3移築

  桁行9間､梁間3間､一重､撞木造､正面唐破風付､本瓦葺 (永禄元前

昭36･12･27     附　棟札　　　2枚   身堂利用）

(追加)         永禄元年三月十八日の記があるもの 1 (明暦2･

   　　 再興明暦二 丙申年壬卯月廿四日の記があるもの 1     天和3増築）

　 〔棟札〕他

建※ 大3･4･17 本興寺三光堂 1棟 本興寺 尼崎市開明町3-13 室　後期

(昭36･12･27）   三間社流造､正面軒唐破風付､銅板葺 (元和3移築）

〔棟札〕

建 昭49･5･21 本興寺方丈 1棟 本興寺 尼崎市開明町3-13 江　元和3

  桁行19.8m､梁間14.0m､一重､入母屋造､本瓦葺 　 〔棟札〕

    附　玄関 1棟 (慶安元修理）

          桁行3間､梁間1間､一重､唐破風造､本瓦葺 〔棟札〕

        棟札 2枚

          天文拾七年九月十三日の記があるもの 1

          新所奉移方丈元和三暦巳十二月吉日の記があるもの 1

建 昭49･5･21 長遠寺 2棟 長遠寺 尼崎市寺町10 江　元和9

  本　堂　(1棟）桁行5間､梁間6間､一重､入母屋造､ 〔棟札〕

　　　　　　　  向拝一間､本瓦葺一間､本瓦葺

    附　棟札 2枚

        慶長三戊戌年二月大吉日の記があるもの 1

        元和九癸 亥暦五月大吉日良辰の記があるもの 1

　多宝塔　(1基）三間多宝塔､本瓦葺 桃　慶長12

  附　棟札 5枚 〔棟札〕

　    慶長十二の記があるもの 1 (元和移築）

　    宝永三丙 戌祀五月良□の記があるもの 1

　    修覆延享五年戊 辰天六月如意吉良日の記があるもの 1

　    修覆寛政元己 酉年六月吉祥日の記があるもの 1

 　   修覆弘化二乙 巳年七月吉祥日の記があるもの 1

建※ 大 15･4･19 西宮神社表大門 1棟 西宮神社 西宮市社家町1-17 桃

(昭36･12･27）   四脚門､切妻造､本瓦葺

建※ 昭13･7･4 西宮神社大練塀 3棟 西宮神社 西宮市社家町1-17 室　中期

(昭36･12･27）   表大門の北　 (1棟）折曲り延長68.5m､築地塀､

　　　　　　　    　 本瓦葺､北門を含む

  表大門南門間 (1棟）折曲り延長82.2m､築地塀､

　　　　　 　　      本瓦葺

  南門の西　   (1棟）折曲り延長96.3m､築地塀､

　　　　　　 　      本瓦葺

建 平26･9･18 神戸女学院 12棟 神戸女学院 西宮市岡田山13

　総務館、講堂及び礼拝堂 昭和8

阪神南地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　代
年　代
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国指定文化財（建造物）

　　鉄筋コンクリート造、建築面積1,159.05㎡、２階建、地下１階

　　塔屋付、桟瓦葺、文学館間渡廊下附属、木造、建築面積48.38

　　㎡、桟瓦葺、通用門付、理学館、体育館及び社交館間渡廊下附

　　属、木造及び鉄骨造、建築面積246.10㎡、桟瓦葺

　図書館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積465.95㎡、3階建一部4階建、

　　地下1階、桟瓦葺、文学館間渡廊下附属、木造、建築面積64.93

　　㎡、理学館間渡廊附属、木造、建築面積56.73㎡、桟瓦葺

　文学館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積1,230.26㎡、2階建、桟瓦葺

　理学館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積1,255.18㎡、2階建、桟瓦葺

　音楽館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積311.41㎡、4階建、塔屋付、

　　桟瓦葺

　体育館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積508.66㎡、2階建、地下１階、

　　桟瓦葺、2階入口橋附属、鉄筋コンクリー卜造、煙突附属、

　　鉄筋コンクリート造

　葆光館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積1,992.39㎡、2階建一部3階建、

　　地下１階、桟瓦葺、講堂間渡廊下附属、木造、

　　建築面積265.41㎡、桟瓦葺

　社交館 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積339.33㎡、3階建、桟瓦葺

　ケンウッド館 昭和8

　　木造、建築面積301.30㎡、2階建、一部地下1階、桟瓦葺

　エッジウッド館 昭和8

　　木造、建築面積94.94㎡、2階建、桟瓦葺

　汽罐室 昭和8

　　鉄筋コンクリート造、建築面積118.91㎡、平家建、地下１階、

　　桟瓦葺、煙突附属、鉄筋コンクリート造

　正門及び門衛舎 昭和8

　　鉄筋コンクリート造及び木造、建築面積103.38㎡、桟瓦葺

　附　パーゴラ　1所

　　鉄筋コンクリート造及び鉄骨造、桁行18.1ｍ、梁間6.8ｍ

建 昭49･5･21 旧山邑家住宅(淀川製鋼迎賓館） 1棟 (株)淀川製鋼所 芦屋市山手町173 大　大正13

　 鉄筋コンクリ-ト造、建築面積359.1㎡、 四階建、陸屋根 〔棟札〕

 設計　ライト、

 　　　南信、

 　　　遠藤新
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国指定文化財（建造物）

所有者

(管理者）

建 平4･1･21 旧岡田家住宅(兵庫県伊丹市宮の前） 2棟 伊丹市 伊丹市宮の前 江　中期

　店舗　(1棟）桁行15.4m､梁間15.9m､ 2-193

  　一部二階､切妻造､本瓦葺､南側面庇付､桟瓦葺

  　附 棟札     　　　1枚

　酒蔵　(1棟）桁行15.7m､梁間14.8m､

　　　　二階建､切妻造､妻入､西北各面庇付､本瓦葺及び桟瓦葺

  附 釜屋及び洗い場 1棟

　　　　桁行24.1m､梁間5,7m､切妻造､

　　　　本瓦葺及び桟瓦葺

建※ 大4･3･26 八幡神社本殿 1棟 八幡神社 宝塚市波豆字 室　応永10

(昭36･12･27） 　三間社流造､こけら葺 谷田東掛2 〔棟札〕

建 昭55･12･18 八幡神社本殿 1棟 八幡神社 宝塚市中筋2-6-3 室　後期

　一間社隅木入春日造､正面軒唐破風付､檜皮葺

　　附　棟札 2枚

　　　　康永四 乙酉歳二月十四日(天保十四 癸 卯 歳写）

　　　　の記があるもの 1

　　　　再興寛文五 　乙 巳　歳四月大吉日の記があるもの 1

建 昭28･8･29 満願寺九重塔 1基 満願寺 川西市満願寺町7-1 鎌　正応6

 石造九重塔(竜車及び宝珠を除く） 〔刻銘〕

  正応六 癸巳年三月日の刻銘がある

   附　法華塔移建碑 1基

    寛文八年戊申八月十七日の刻銘がある

建 昭41･6･11 多田神社 3棟 多田神社 川西市多田院

　本殿(1棟）桁行5間､梁間3間､一重､入母屋造､ 多田所町1 江　寛文7

　  　　　  向拝3間､檜皮葺 〔棟札〕

    附 御本社目録   1冊

       棟札         4枚

　　 　  寛文七年丁未五月十五日の記があるもの 1

　　 　  上棟寛文七歳丁未五月十六日の記があるもの 1

　　　　 再興寛文七年 丁未五月十七日の記があるもの 1

　　　 　上棟元禄九歳 　丙子四月十日の記があるもの 1

  拝殿(1棟）桁行7間､梁間3間､一重､入母屋造､ 江　寛文

　　　　　  正背面向拝3間､檜皮葺

　  附 御拝殿目録 1冊

         寛文五年 乙巳七月廿九日書写

 随神門(1棟）三間一戸八脚門､切妻造､本瓦葺 江　寛文

　　附 八足門目録 1冊

建※ 明 37･2･18 御霊神社本殿 1棟 御霊神社 三田市貴志字 室　文明2

　 桁行2間､梁間正面3間､背面2間､ 美内1100 〔棟札〕

　 一重､入母屋造､妻入､向拝1間､檜皮葺

昭36･12･27 　　　附　旧宮殿扉 2枚

(追加)             各文明弐　歳五月廿八日せんくうの記がある

昭36･12･27 　　　 　 棟札    2枚

(追加) 　　　　 　 上棟文明二稔 庚寅麦秋七日の記があるもの 1

　　　　 　 遷宮寛政二年庚戌五月廿九日の記があるもの 1

建※ 明 37･2･18 高売布神社本殿 1棟 高売布神社 三田市酒井字 室　永正 10

 　一間社流造､檜皮葺 宮ノ脇50 〔棟札〕

阪神北地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　代
年　代
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国指定文化財（建造物）

昭36･12･27 　　　附　　棟札　　　　1枚

(追加) 　　　　　　  再興永正拾年 酉十二月十四日の記がある

昭36･12･27 　　　　　　旧頭貫　　　1本

(追加) 　　　　　　  永正十年八月十九日より初の墨書がある

建※ 大2･4･14 住吉神社本殿 1棟 住吉神社 三田市大川瀬字 室　永享8

　三間社流造､檜皮葺 曽根山1644 〔扉板墨書〕

　　附　　棟札　　　　2枚

昭36･12･27 　　　再興元禄二 　己 巳　天小春吉旦の記があるもの 1

(追加) 　　　造立元文二 巳　稔九月大吉日の記があるもの 1

建 昭54･5･21 戸隠神社本殿 1棟 戸隠神社 川辺郡猪名川町 室　大永4

　 一間社春日造､板葺 肝川字西ノ前136 〔棟札〕

　　　附　蟇股の部分　　　1個

所有者

(管理者）

建 昭32･6･18 明石城 2棟 兵庫県 明石市明石公園1-27 江　前期

　巽櫓　(1棟）三重三階櫓､本瓦葺

　坤櫓　(1棟）三重三階櫓､本瓦葺

　　附　板札 1枚

　　　　元文二二年五月吉日の記がある

建※ 明 34･3･27 鶴林寺本堂 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町 室　応永4

国宝 昭27･11･22 　 桁行7間､梁間6間､一重､入母屋造､本瓦葺 北在家424 〔厨子棟札〕

　　 附　棟札 2枚

昭27･11･22 　　　宮殿上棟応永 二二年 丁丑卯月十五日の記があるもの 1

(追加) 　　　寛政九 　丁 巳　載十一月七日上棟の記があるもの 1

建※ 明 34･3･27 鶴林寺太子堂 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町 平　天永3

国宝 昭27･11･22  　桁行3間､梁間3間､正面一間通り庇付､ 北在家424 〔屋根板正中3

 　一重､宝形造､庇葺きおろし､檜皮葺 　       墨書〕

建※ 明 40･5･27 鶴林寺鐘楼 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町 室　応永 14

　 桁行3間､梁間2間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺 北在家424 〔束元禄11

昭42･12･11 　　　附　旧小屋材 1個 　　  墨書〕

(追加) 　　　　修理元禄十一 　戊 寅　年三月八日の記がある

建※ 明 40･5･27 鶴林寺護摩堂 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町 室　永禄6

 　桁行3間､梁間3間､一重､入母屋造､本瓦葺 北在家424 〔棟札〕

昭42･12･11 　  　附　棟札 1枚

(追加) 　　　　上棟永禄六年卯月中旬の記がある

建※ 明 40･5･27 鶴林寺常行堂 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町 平　後期

(昭42･12･11） 　 桁行4間､梁間3間､一重､寄棟造､妻入､本瓦葺 北在家424

建※ 昭5･5･23 鶴林寺行者堂 1棟 鶴林寺 加古川市加古川町 室　応永13

　 一間社隅木入春日造､背面入母屋造､本瓦葺 北在家424 〔棟札〕

昭42･12･11 　附　 棟札 2枚

(追加) 　　上棟応永十三年 戌丙卯月廿日の記があるもの 1

　　修理元禄九年三月吉日の記があるもの 1

東播磨地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　代
年　代
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国指定文化財（建造物）

所有者

(管理者）

建 昭50･6･23 伽耶院 3棟 伽耶院 三木市志染町大谷410

　 本　堂　(1棟）桁行5間､梁間5間､一重､ 江　正保3

　　　　　　　　 寄棟造､本瓦及び桟瓦葺 〔鴨居墨書〕他

　　　附　宮殿   1基

　　　　　三間宮殿､寄棟造､正面軒唐破風付､板葺

　 多宝塔　(1基）三間多宝塔､本瓦葺 江　正保5

〔須弥壇下框墨書〕

　 三坂明神社本殿　(1棟）三間社流造､こけら葺 江　正保頃

　　　附　石燈籠 2基

　　　　　各竿に建立正保三年七月吉日の刻銘がある

建 昭27･7･19 東光寺本堂 1棟 東光寺 三木市吉川町 室

 　桁行5間､梁間5間､一重､寄棟造､本瓦葺 福吉261  永正 14以前

　　  附　 厨子 1基 〔蟇股上巻

　　　  　　一間厨子､寄棟造､板葺     斗墨書〕

　　　　  　棟札 2枚

　　  　　　天和二稔　八月吉日再興の記があるもの 1

　　　　  　宝永七年七月吉日宮殿再興の記があるもの 1

建※ 大 15･4･19 天津神社本殿 1棟 天津神社 三木市吉川町 室　延徳4

　 桁行2間､梁間1間､一重､入母屋造､妻入､向拝1間､檜皮葺 前田字下馬場998 〔天津社

昭36･12･27 　　  附　 銘札 1枚  　御縁起〕

(追加) 　　　　　 棟札 1枚

　　　　 　屋祢替文久弐天 　壬 戌　八月摩訶辰の記がある

           造宮寛文四年 甲辰卯月廿日の記がある

建 昭42･6･15 歓喜院聖天堂 1棟 歓喜院 三木市吉川町 室　応永18

(昭48･11･29） 　 三間社流造､檜皮葺 毘沙門547 〔頭貫墨書〕

(昭和10移築)

建 昭54･5･21 稲荷神社本殿 1棟 稲荷神社 三木市吉川町富岡 室　天文15

  一間社隅木入春日造､板葺 ヒモノカチ1077-1 〔棟札〕

  　附　棟札 2枚

      棟上天文拾五年

        丙午二月吉日(延宝七年写）の記があるもの 1

        再興建立延宝七 己未卯月吉日の記があるもの 1

建※ 明 34･3･27 浄土寺薬師堂 1棟 浄土寺 小野市浄谷町1951 室　永正14

　 桁行5間､梁間5間､一重､宝形造､本瓦葺 〔棟札〕

昭42･12･11 　  　附　棟札 1枚

(追加) 　　　　　永正十二二年 歳次丁丑八月廿七日の記がある

建※ 明 34･3･27 浄土寺浄土堂(阿弥陀堂） 1棟 浄土寺 小野市浄谷町1951 鎌建久3

国宝 昭27･3･29 　 桁行3間､梁間3間､一重､宝形造､本瓦葺 〔浄土寺文書〕

建※ 明 34･3･27 八幡神社拝殿 1棟 八幡神社 小野市浄谷町2095 室　前期

(昭42･12･11） 　 桁行7間､梁間3間､一重､寄棟造､本瓦葺

建※ 大2･4･14 八幡神社本殿 1棟 八幡神社 小野市浄谷町2095 室　中期

(昭42･12･11）  　三間社流造､檜皮葺

建※ 明 34･3･27 一乗寺三重塔 1基 一乗寺 加西市坂本町821-17 平　承安元

国宝 昭27･3･29 　 三間三重塔婆､本瓦葺 〔伏鉢銘〕

北播磨地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　代
年　代
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国指定文化財（建造物）

建※ 大2･4･14 一乗寺妙見堂 1棟 一乗寺 加西市坂本町821-17 室　後期

　 三間社流造､檜皮葺 (江戸改造）

昭41･6･11 　　附　棟札 1枚

(追加) 　　　 　修造正徳六丙申年十二月吉祥日の記がある

建※ 大2･4･14 一乗寺弁天堂 1棟 一乗寺 加西市坂本町821-17 室　中期

　 一間社隅木入春日造､檜皮葺

昭41･6･11 　 　附　棟札 1枚

(追加) 　　　　修造正徳六丙申年極月吉祥日の記がある

建※ 大2･4･14 一乗寺護法堂 1棟 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌　後期

　 一間社隅木入春日造､檜皮葺

昭41･6･11 　  　附　棟札 1枚

(追加)
　　　　修造正徳六丙申年十二月吉祥日の記がある

建 昭28･8･29 一乗寺五輪塔 1基 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌　元亨元

　 石造五輪塔 〔台石刻銘〕

　　　元亨元十月十七日刻銘がある

建 昭58･12･26 一乗寺本堂 1棟 一乗寺 加西市坂本町821-17 江　寛永5

　 縣造､桁行9間､梁間8間､一重､ 〔縁起〕

　 入母屋造､本瓦葺､背面閼伽棚附属

建 昭50･6･23 酒見寺多宝塔 1基 酒見寺 加西市北条町 江　寛文2

(昭58･6･2） 　 三間多宝塔､一重本瓦葺､二重檜皮葺 北条1319 〔露盤銘〕

建※ 大 12･3･28 朝光寺本堂 1棟 朝光寺 加東市畑609 室

国宝 昭29･3･20 　 桁行7間､梁間7間､一重､寄棟造､向拝3間､本瓦葺  応永20～正長元

〔附嵌板墨書〕

昭29･3･20 　  　附　厨子 1基

(追加) 　　　　　四間厨子(元三間厨子）､寄棟造､本瓦形板葺

昭29･3･20 　　　　　厨子裏旧嵌板 2枚

(追加) 　　　　　本堂之本尊御移徙応永廿年 1

            癸巳八月十五日の記があるもの

　　　　　仏壇之建立応永廿年 癸巳八月十五日及び 1

　　　　　上葺正長元年十月□日の記があるもの

建 昭29･9･17 朝光寺鐘楼 1棟 朝光寺 加東市畑609 鎌　後期

(昭58･6･2）  　桁行1間､梁間1間､袴腰付､寄棟造､とち葺形銅板葺

建 昭35･6･9 住吉神社本殿 1棟 住吉神社 加東市上鴨川571 室　明応2

 　三間社流造､檜皮葺 　〔棟木墨書〕

　　　附　棟札 1枚 　(貞享3修理）

　　　　 建立貞亨三年 　丙 　寅三月十五日の記がある 〔棟札〕

建 昭37･6･21 若宮八幡宮本殿 1棟 若宮八幡宮 加東市黒谷275 室　永禄7

(昭48･11･29）  　三間社流造､正面軒唐破風付､こけら葺 〔壁板墨書〕

 (昭和初年移築）

所有者

(管理者）

建※ 昭6･1･19 姫路城大天守 1棟 国(文部科学省) 姫路市本町68 桃　慶長

国宝 昭26･6･9 　 五重六階､ (管理団体) 〔唐破風添

   地下一階付､本瓦葺 〔姫路市〕   棟木墨書〕

中播磨地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　代
年　代
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国指定文化財（建造物）

建※ 昭6･1･19 姫路城西小天守 1棟 国(文部科学省) 姫路市本町68 桃　慶長14

国宝 昭26･6･9  　三重三階､ (管理団体) 〔内法長押墨書〕

   地下二階付､本瓦葺 〔姫路市〕

建※ 昭6･1･19 姫路城乾小天守 1棟 国(文部科学省) 姫路市本町68 桃　慶長14

国宝 昭26･6･9  　三重四階､ (管理団体) 〔内法長押墨書〕

   地下一階付､本瓦葺 〔姫路市〕

建※ 昭6･1･19 姫路城東小天守 1棟 国(文部科学省) 姫路市本町68 桃　慶長14頃

国宝 昭26･6･9    三重三階､地下一階付､本瓦葺 (管理団体)

 〔姫路市〕

建※ 昭6･1･19 姫路城イ､ロ､ハ､ニの渡櫓 4棟 国(文部科学省) 姫路市本町68 桃　慶長14頃

国宝 昭26･6･9     　イ､ロ､ハの渡櫓 (管理団体)

　     各二重二階､地下一階付､本瓦葺

　　　附　台所 1棟 〔姫路市〕

 　ニの渡櫓　二重櫓門､本瓦葺

建※ 昭6･12･14 姫路城 74棟 国(文部科学省) 姫路市本町68 桃　慶長6～14

(昭36･3･23） 　 イの渡櫓　         (1棟）一重渡櫓､本瓦葺 (管理団体) 〔播磨鑑他〕

 　ロの渡櫓　         (1棟）一重渡櫓､本瓦葺 〔姫路市〕

　 ハの渡櫓         　(1棟）一重渡櫓､本瓦葺

 　ニの渡櫓　         (1棟）一重渡櫓､本瓦葺

　 ホの櫓　 　        (1棟）二重二階櫓､本瓦葺

　 ヘの渡櫓　         (1棟）折曲り一重渡櫓､本瓦葺

 　トの櫓　         　(1棟）一重櫓､本瓦葺 　

 　チの櫓　         　(1棟）二重二階隅櫓､本瓦葺 　

 　リの一渡櫓         (1棟）二重二階渡櫓､本瓦葺 　

 　リの二渡櫓         (1棟）二重二階渡櫓､西北端折曲､本瓦葺

 　折廻り櫓         　(1棟）二重二階櫓､本瓦葺

 　井郭櫓　         　(1棟）一重櫓､本瓦葺

　　　附　　　旧番所　　　1棟

　　　　　　　桁行2間､梁間1間､一重､入母屋造､本瓦葺

 　帯の櫓　        　(1棟）折曲り一重櫓､本瓦葺

　 帯郭櫓　        　(1棟）二重二階櫓､本瓦葺

 　太鼓櫓　        　(1棟）折曲り一重櫓､本瓦葺

 　ニの櫓　        　(1棟）折曲り一重櫓､本瓦葺

　 ロの櫓　　        (1棟）折曲り一重櫓､本瓦葺

　 化粧櫓　　        (1棟）一部一重櫓､一部二重二階櫓､本瓦葺

 　カの渡櫓　        (1棟）一重渡櫓､本瓦葺

 　ヌの櫓　          (1棟）二重二階櫓､本瓦葺

　　　　　　               共に一重渡櫓､本瓦葺

　 ルの櫓　        　(1棟）二重二階櫓､本瓦葺

　 タの渡櫓        　(1棟）一重渡櫓､本瓦葺

　 ヲの櫓　          (1棟）二重二階櫓､本瓦葺

　 レの渡櫓　        (1棟）一重渡櫓､

                           西北端一部二重二階､本瓦葺

　 ワの櫓　        　(1棟）二重二階隅櫓､本瓦葺

　 カの櫓　        　(1棟）二重二階隅櫓､本瓦葺

　 菱の門　　        (1棟）櫓門､入母屋造､本瓦葺

　 いの門　　        (1棟）脇戸附高麗門､本瓦葺

　 ろの門　        　(1棟）脇戸附高麗門､本瓦葺

　 はの門　        　(1棟）櫓門､切妻造､本瓦葺

　 ヨの渡櫓　        (1棟）南北二棟より成り一間廊下を以て連接す､
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　 にの門　　        (1棟）隅櫓式櫓門､本瓦葺

　 への門　　        (1棟）高麗門､本瓦葺

　 との一門　        (1棟）櫓門､切妻造､本瓦葺

　 との二門　        (1棟）脇戸附高麗門､本瓦葺

　 との四門        　(1棟）脇戸附高麗門､本瓦葺

　 ちの門　        　(1棟）二間棟門､本瓦葺

　 りの門　　        (1棟）脇戸附高麗門､本瓦葺

　 ぬの門　　        (1棟）櫓門､上部二重二階､

                           切妻造､本瓦葺

　 水の一門　        (1棟）一間棟門､本瓦葺

　 水の二門　        (1棟）一間棟門､本瓦葺

 　備前門　　        (1棟）櫓門､南端切妻造､

　　　　　　               北側折廻り櫓に接続､本瓦葺

　 との四門東方土塀　(1棟）延長13.6m､銃眼2所､本瓦葺

　 との四門西方土塀　(1棟）長さ7.6m､銃眼5所､本瓦葺

 　との二門東方土塀　(1棟）延長6.5m､銃眼2所､本瓦葺

　 との一門東方土塀　(1棟）延長20.1m､銃眼9所､本瓦葺

 　への門東方土塀　　(1棟）延長18.2m､銃眼7所､本瓦葺

　 への門西方土塀　　(1棟）延長4.0m､銃眼1所､本瓦葺

　 水の一門北方築地塀 (1棟）延長5.2m､本瓦葺

　 水の一門西方土塀　 (1棟）延長11.5m､銃眼4所､本瓦葺

 　ニの櫓南方土塀  　(1棟）延長29.3m､銃眼4所､本瓦葺､

　　　　　　　　　　      水の三門附属

 　水の五門南方土塀  (1棟）延長36.0m､銃眼13所､本瓦葺､

　　　　　　　　　        水の四門附属

　 イの渡櫓南方土塀  (1棟）延長12.3m､銃眼9所､

　　　　　　　　　      　本瓦葺､ほの門附属

 　にの門東方上土塀  (1棟）延長25.7m､銃眼10所､本瓦葺

　 にの門東方下土塀  (1棟）延長26.1m､銃眼6所､本瓦葺

 　ロの櫓東方土塀　  (1棟）延長7.6m､銃眼2所､本瓦葺

 　ロの櫓西方土塀　  (1棟）延長11.3m､銃眼5所､本瓦葺

　 はの門東方土塀　  (1棟）延長24.2m､銃眼4所､本瓦葺

　 はの門西方土塀　  (1棟）延長8.4m､銃眼3所､本瓦葺

　 はの門南方土塀　  (1棟）延長34.7m､銃眼12所､本瓦葺

　 ろの門東方土塀　  (1棟）延長14.2m､銃眼8所､本瓦葺

　 ろの門西南方土塀  (1棟）延長140.0m､銃眼28所､

　　　　　　　　　　　　　 本瓦葺

　 化粧櫓南方土塀　  (1棟）延長14.2m､銃眼3所､本瓦葺

　 ワの櫓東方土塀　  (1棟）延長54.5m､銃眼27所､本瓦葺

　 カの櫓北方土塀　  (1棟）延長70.9m､銃眼32所､本瓦葺

　 菱の門西方土塀　  (1棟）延長9.8m､銃眼4所､本瓦葺

　 菱の門南方土塀　  (1棟）延長26.2m､銃眼10所､本瓦葺

　 菱の門東方土塀　  (1棟）延長88.7m､銃眼47所､本瓦葺

　 いの門東方土塀 　 (1棟）延長106.2m､控壁5所

　　　　　　　　　　　　 銃眼33所､本瓦葺､るの門附属

　 太鼓櫓南方土塀　  (1棟）延長92.3m､銃眼13所､本瓦葺

　 太鼓櫓北方土塀    (1棟）延長35.0m､銃眼16所､本瓦葺

　 帯郭櫓北方土塀    (1棟）長さ16.6m､控壁2所､

　　　　　　　　　　　　銃眼5所､本瓦葺

　 井郭櫓南方土塀    (1棟）延長18.4m､銃眼6所､本瓦葺
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 　トの櫓南方土塀    (1棟）長さ8.6m､銃眼3所､本瓦葺

建 昭28･8･29 広峯神社宝篋印塔 1基 広峯神社 姫路市広嶺山52 室　前期

 　石造宝篋印塔

建 昭35･6･9 広峯神社本殿 1棟 広峯神社 姫路市広嶺山52 室　文安元

　 桁行11間､梁間3間､ 一重､入母屋造､正面一間通り庇付､ 〔棟札〕

　 檜皮葺

 　 　附　宮殿 3基

　　 　　　各一間社流見世棚造､板葺

建 昭35･6･9 広峯神社拝殿 1棟 広峯神社 姫路市広嶺山52 江　寛永3

　 桁行10間､梁間4間､一重､入母屋造､本瓦葺 〔実肘木墨書〕

建※ 大2･4･14 円教寺大講堂 1棟 円教寺 姫路市書写2968 下層 室　永享12

(昭30･6･22）  　桁行7間､梁間6間､ 〔肘木墨書〕

   二重一階､入母屋造 上層　　室　寛正3

   本瓦葺 〔妻叉首束墨書〕

建※ 大2･4･14 円教寺鐘楼 1棟 円教寺 姫路市書写2968 室　後期

(昭30･6･22） 　 桁行3間､梁間2間､袴腰付､入母屋造､本瓦葺

建※ 大2･4･14 円教寺金剛堂 1棟 円教寺 姫路市書写2968 室　天文

　 桁行3間､梁間3間､一重､入母屋造､本瓦葺 〔妻板墨書〕

昭30･6･22 　　附　厨子 1基

(追加) 　　　　一間厨子､寄棟造､板葺

建 昭30･6･22 円教寺食堂 1棟 円教寺 姫路市書写2968 室　寛正頃

(昭42･6･15）  　桁行15間､梁間4間､一重二階､入母屋造､本瓦葺

建 昭30･6･22 円教寺常行堂 1棟 円教寺 姫路市書写2968 室　享徳2

 常行堂､中門　楽屋及び舞台より成る 　〔棟束墨書〕

 　常  行  堂    桁行5間､梁間5間､一重､入母屋造､向拝1間､

　　　　　　　   本瓦葺

　 中門及び楽屋　桁行南面10間､北面9間､梁間2間､一重､ 室　寛正4

　　　　　       中門切妻造､楽屋常行堂より葺きおろし､本瓦葺 〔舞台棟木墨書〕

　 舞        台　桁行1間､梁間1間､一重､ 室　寛正4

　　　　         北面唐破風造､南面中門及び楽屋に接続､本瓦葺 〔棟木墨書〕

　 　 附 棟札 1枚

　　　　 修覆元禄五 　壬 申　歳霜月六日の記がある

建 昭30･6･22 円教寺奥之院 4棟 円教寺 姫路市書写2968

平26･1･27 　開山堂 江　寛文13

（追加・名称変
更）

    桁行5間､梁間6間､一重、宝形造、本瓦葺

　　　附　宮殿　1基

　　　　　　一間宮殿、入母屋造、側面千鳥破風、正側面軒唐破風付、

　　　　　　こけら葺

　　　　　棟札　3枚

　　　　　　寛文一三年 3

　　　　　柱敷板　1枚

　　　　　　寛文一二年八月六日
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　護法堂 室　永禄2

　　乙天社及び若天社の2棟よりなる 〔棟札〕

　　各一間社隅木入春日造､檜皮葺

　　　附　厨子　2基

　　　　　　各筥厨子

　　　　  棟札　5枚

　　　 　　 永禄二年八月三日 2

　　　　 　 寛永八年三月二一日

　　　　　　承応二年六月

　　　　  　元禄十四年十月

　　　　　鳥居　2基

　　　　　　各石造明神鳥居

　護法堂拝殿 桃　天正17

    桁行7間､梁間2間､一重、切妻造、本瓦葺 〔棟札〕

　　　附　棟札　2枚

　　　　　　天正一七年三月七日

　　　　　　天保二年

建 昭31･6･28 寿量院 2棟 寿量院 姫路市書写2968 江　貞享5

(昭48･11･29） 　客殿及び庫裏 〔障壁骨木墨書〕

　　桁行29.7m､梁間17.0m､一重､入母屋造段違､中門及び玄関附属、 　

　　中門切妻造､玄関唐破風造､本瓦及び銅板葺

平26･1･27 　棟門 江　中期

（追加） 　　一間棟門、前後支柱付、切妻造、本瓦葺

　　　附　土塀　1基

　　　　　　棟門東西に接続、東方延長75.9m、西方延長20.1m、

　　　　　　潜門付、本瓦葺

建 平26･1･27 十妙院 2棟 十妙院 姫路市書写2968

　客殿及び庫裏 江　元禄4

　　桁行27.4m、梁間14.9m、一重、入母屋造段違、南面軒唐破風付、

　　南面玄関附属、唐破風造、西面便所附属、本瓦葺

　唐門 江　享保9

　　一間平唐門、檜皮葺

　　　附　表門　1棟

　　　　　　一間棟門、北方袖塀附属、潜門付、本瓦葺

　　　　　土塀　1基

　　　　　　延長42.3m、本瓦葺

建 平21･6･30 随願寺 5棟 随願寺 姫路市白国

  本堂 江　元禄5

    桁行7間､梁間6間､向拝3間、背面張出附属、一重、入母屋造、本瓦葺 〔瓦銘〕

      附　厨子　1基

　　　　　　一間厨子、入母屋造、板葺

　　　　　鬼瓦　1個

　　　　　　元禄五年三月十日

  開山堂 江　承応3

    桁行3間､梁間3間､背面張出附属、一重、寄棟造、本瓦葺 〔墨書〕

      附　厨子　1基

　　　　　　一間厨子、寄棟造、板葺
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  経堂 江　宝暦13

    桁行6間､梁間3間､向拝1間、一重、撞木造、本瓦葺 〔瓦銘〕

　　　附　石碑　1基

　　     　宝暦十三年八月

　鐘楼 江　享保3

    桁行3間､梁間2間､袴腰付、入母屋造、本瓦葺 〔瓦銘〕

　唐門 江戸中期頃

    桁行1間､梁間1間､向唐門、本瓦葺

建※ 大 12･3･28 弥勒寺本堂 1棟 弥勒寺 姫路市夢前町寺1051 室　康暦2

(昭41･6･11）  　桁行3間､梁間5間､両側面後部三間及び背面庇付､一重､ 〔法薫記〕

 　入母屋造､向拝1間､本瓦葺 (弘治3修理）

建 昭42･6･15 古井家住宅 1棟 姫路市 姫路市安富町 室　後期

(昭58･6･2） 　 桁行13.9m､梁間8.1m､入母屋造､茅葺 皆河233-1

所有者

(管理者）

建 昭38･7･1 天満神社本殿 1棟 天満神社 たつの市新宮町宮内字 室　天文13

　 一間社流造､板葺 風呂屋垣内342 〔肘木墨書〕他

　 　 附　厨子 1基 室　永禄8

　　　　一間春日厨子 〔壁板墨書〕

建 昭42･6･15 永富家住宅(兵庫県揖保郡揖保川町） 8棟 東亜産業(株) たつの市揖保川町 江　文政3

　 主　屋　(1棟）桁行26.1m､梁間18.1m､ 新在家字横田337 (西北二階文化）

　　　　　　一部二階､入母屋造､本瓦葺､ 　

　　　　　　西北突出部　二階建､入母屋造､本瓦葺 〔鬼瓦銘〕他

 　長屋門　(1棟）桁行13.3m､梁間4.0m､ 江　文化14

　　　　　　東端入母屋造､西端籾納屋に接続､本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

建 昭46･3･11 　　　附　普請文書　　　1冊

(追加) 　　　　　門普請入用(文化五年） 1

　 籾納屋　(1棟）桁行13.8m､梁間5.9m､ 江　後期

　　　　　　東端切妻造､西端入母屋造､本瓦葺

　 大　蔵　(1棟）土蔵造､桁行9.6m､梁間5.8m､ 江　文久元

　　　　　　二階建､切妻造､妻入､本瓦葺 〔附普請文書〕

建 昭46･3･11 　　　附　普請文書　　　1冊

(追加) 　　　 　 西蔵造作 并　数寄屋入用(文久元年） 1

　 乾　蔵　(1棟）土蔵造､桁行7.0m､梁間4.1m､ 江　後期

　　　　　　二階建､切妻造､本瓦葺 　

　 内　蔵　(1棟）土蔵造､桁行6.0m､梁間4.0m 江　後期

　　　　　　二階建､切妻造､本瓦葺

　 味噌蔵　(1棟）土蔵造､桁行5.0m､梁間4.1m 江　後期

　　　　　　二階建､切妻造､本瓦葺

　 東　蔵　(1棟）土蔵造､桁行5.0m､梁間4.0m､ 江　後期

　　　　　　二階建､切妻造､本瓦葺

　　  附　 板絵図　　　　1枚

　　　　 　普請文書　　　11冊

　　　　 　普請入用扣(文政二年） 1

　　　 　　材木買入帳(文政二年） 1

　　　　　 普請合力人書留帳(文政二年） 1

　　　 　　普請覚帳(文政三年） 1

　　　 　　普請帳 1

西播磨地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　代
年　代
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　　　 　　普請覚帳(文政四年） 1

　　　 　　御立具類直段付(文政四年） 1

　　　 　　家普請諸入用覚帳(文政四年） 1

　　　 　　諸建道具通(文政四年） 1

　　　　 　大工日雇手間帳 1

　　　　 　普請万覚帳(文政五年） 1

建 昭49･5･21 賀茂神社 8棟 賀茂神社 たつの市御津町室津74

  本殿(1棟）三間社流造､檜皮葺 江　元禄12

　  附　棟札 5枚 〔棟札〕

　　  上棟元禄十二 　己 卯　歳秋九月初七日の記があるもの 1 〔天井板墨書〕

　 　 造営元禄十二 　己 卯　暦閏九月十三日の記があるもの 1

　    檜皮師 　己元禄十二年卯　ﾉ十二月吉日の記があるもの 1

 　　 修覆延享二 　乙 丑　歳夏四月五日の記があるもの 1

　 　 修覆享和元　 辛 酉　歳秋九月吉辰の記があるもの 1

  摂社片岡社太田社本殿　(1棟）二間社流造､檜皮葺

　  附  棟札 7枚 江　元禄12

　　  造替慶長弐年 丁酉六月吉日の記があるもの 2 〔棟札〕

　 　 修造慶長十二 丁未九月吉日の記があるもの 1

　　  造替元禄十二　 己 卯　年閏九月廿九日の記があるもの 1

　　  修覆延享二　 乙 酉　歳夏四月五日の記があるもの 1

      修覆享和元　 辛 酉　歳八月吉日の記があるもの 1

　    修覆文久二　 壬 戌　年秋七月吉日の記があるもの 1

  摂社貴布祢社若宮社本殿　(1棟）二間社流造､檜皮葺

　  附 　棟札 6枚 江　元禄12

   　 造替慶長弐年 丁酉六月吉日の記があるもの 2 〔棟札〕

　    造慶長十二 　丁 未　九月吉日の記があるもの 1

 　　 造替元禄十二　 己 卯　年十月二十六日の記があるもの 1

　　  修覆延享二 乙丑歳夏四月五日の記があるもの 1

　　  修覆享和元　 辛 酉　歳八月吉日の記があるもの 1

  摂社榲尾社本殿　(1棟）一間社流造､檜皮葺 江　元禄12頃

　  附 　棟札　1枚

      新建立寛永弐 　乙 丑　暦八月吉日の記がある

  権殿　 　       (1棟）一間社流造､檜皮葺 江　元禄10

                      檜皮葺 〔棟札〕(旧仮殿）

  唐門　   　　　 (1棟）桁行1間､梁間1間､向唐門 江　元禄12頃

　  附  棟札　2枚

　　　　再興寛永弐 　乙 丑　暦八月吉日の記があるもの 1

　　　  文化拾四　 丁 丑　年の記があるもの 1

  東回廊　       (1棟）桁行7間､梁間1間､ 江　元禄

                      一重､唐破風造､檜皮葺

  西回廊　　　　　(1棟）桁行7間､梁間1間､ 江　元禄

 　　　　　　　　　　　一重､唐破風造､檜皮葺

建 平25･8･7 堀家住宅 23棟 個人 たつの市龍野町日飼字

　 主　屋　(1棟）居室部、オクニワ部、北座敷部、北西座敷部 前垣内291、293及び294 江　明和4

                 よりなる、

　　　　　　　　 居室部 桁行21.8m、梁間13.0m、入母屋造、

                 南面玄関、西面化粧部屋、北面スイジバ及び

                 エンノマ附属

                 オクニワ部 桁行8.3m、梁間11.0m、切妻造、

                 東面馬屋附属、桁行3.8m、梁間4.9m、
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                 東面入母屋造

                 北座敷部 桁行7.8m、梁間6.5m、切妻造、

                 東面浴室及び北面井戸屋形附属

                 北西座敷部 桁行10.8m、梁間5.9m、二階建、

                 入母屋造、西面便所附属

                 総本瓦葺一部桟瓦葺

　　 附　 玄関東塀　(1棟）延長11.9m、板塀、潜門付、厠附属、
〔乍恐奉差上候口上
書〕〔瓦銘〕

                 桟瓦葺

　　　　　露地塀　(1棟）延長8.9m、土塀、潜門付、本瓦葺

　 浜座敷　(1棟）桁行7.6ｍ、梁間6.7ｍ、南面入母屋造、 江　嘉永3

　　北面切妻造、北面庇付、本瓦葺一部鉄板葺 〔鬼瓦銘〕

　　 附　浜座敷南塀(1棟）延長6.4ｍ、板塀、潜門付、桟瓦葺

　 裏座敷　(1棟）桁行12.8m、梁間5.9m、二階建、東面寄棟造、 江　安政4

　　西面切妻造、東面土塀附属、桟瓦葺 〔鬼瓦銘〕

　　 附　 裏座敷便所(1棟）桁行2.0m、梁間2.0m、切妻造、桟瓦葺

　　　　　裏座敷南塀(1棟）延長6.7m、土塀、桟瓦葺

　 内　蔵　(1棟）土蔵造、桁行8.0m、梁間6.0m、二階建、 江　文化6頃

                 切妻造、本瓦葺

　 乾　蔵　(1棟）土蔵造、桁行4.8m、梁間3.9m、二階建、 江　文化6頃

                 切妻造、本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

　 二番蔵　(1棟）土蔵造、桁行8.9m、梁間4.1m、二階建、 江　文化6頃

                 切妻造、東面土塀附属、本瓦葺

 　浜　蔵　(1棟）土蔵造、桁行6.9m、梁間3.9m、二階建、 江　文政5

                 切妻造、本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

 　三番蔵　(1棟）土蔵造、桁行9.9m、梁間6.0m、切妻造、 江　文政9

                 南面土塀附属、本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

 　四番蔵　(1棟）土蔵造、桁行10.0m、梁間5.9m、切妻造、本瓦葺 江　文政9

〔鬼瓦銘〕

　 五番蔵　(1棟）土蔵造、桁行南面12.5m、北面11.8m、 江　文政9

                 梁間3.9m、二階建、東面切妻造、 〔鬼瓦銘〕

                 西面入母屋造、南面土塀附属、本瓦葺

　 大乾蔵　(1棟）土蔵造、桁行南面12.8m、北面9.9m、梁間7.9m、 江　安政5

                 二階建、東面切妻造、西面入母屋造、 〔鬼瓦銘〕

                 南面土塀附属、本瓦葺

　 八番蔵及び九番蔵　(1棟）土蔵造、桁行11.7m、梁間3.9m、 江　嘉永7

                 二階建、切妻造、南面庇付、 〔鬼瓦銘〕

                 東面西面土塀附属、本瓦葺

　 六番蔵及び七番蔵　(1棟）土蔵造、桁行11.4m、梁間4.0m、 江　文政10

                 二階建、切妻造、本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

　 東　蔵　(1棟）土蔵造、桁行5.9m、梁間3.9m、二階建、 江　嘉永3

                 切妻造、南面庇付、西面土塀附属、本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

　 十番蔵　(1棟）土蔵造、桁行13.8m、梁間5.0m、切妻造、 江　天保9頃

                 西面庇付、本瓦葺

　 　附　 東門　(1棟）桁行5.5m、梁間3.1m、切妻造、本瓦葺
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　 味噌部屋　(1棟）桁行4.0m、梁間3.0m、切妻造、本瓦葺、 江　後期

                 北面土塀附属、桟瓦葺

　　 附　 オウラ東塀　(1棟）延長16.6m、板塀、潜門付、桟瓦葺

　 柴小屋及び漬物部屋　(1棟）土蔵造、桁行南面8.9m、 江　嘉永7

                 北面9.9m、梁間4.0m、切妻造、西面土塀附属、 〔鬼瓦銘〕

　　　　　　　　 本瓦葺

　 コナシ部屋　(1棟）桁行11.6m、梁間7.9m、二階建、切妻造、 江　天保9

                 下屋寄棟造、西面土塀及び門附属、本瓦葺 〔鬼瓦銘〕

 　養蚕部屋　(1棟）桁行南面5.4m、北面4.0m、梁間2.9m、 江　天保9頃

                 切妻造、本瓦葺

　 　附　 ヒガシカド北門　(1棟）薬医門、切妻造、本瓦葺

　 牛小屋　(1棟）桁行折曲り延長南面20.7m、北面19.0m、 江　嘉永3

                 梁間4.0m、東面入母屋造、西面切妻造、 〔鬼瓦銘〕

                 東面土塀附属、本瓦葺

江　文化13

　 　附　 方除御守　１枚　文化一三年二月二八日 〔方除御守銘〕

　 西 門　 (1棟）桁行3.0m、梁間2.5m、切妻造、本瓦葺 江　文政9頃

　 オウラ北門　(1棟）棟門、間口3.5m、東面部屋附属、切妻造、 江　文政9頃

                 本瓦葺

 　　附　 南塀　(1棟）延長33.1m、築地塀、本瓦葺

　 　　　 北塀　(1棟）延長50.3m、築地塀、桟瓦葺

   宅地及び山林　6483.91㎡、字前垣内二九一番、二九三番一、

　　　　　　　　三、二九四番一

　　　　　　　　上地域内の四番蔵前石敷を含む

建※ 昭3･4･4 斑鳩寺三重塔 1基 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 室　永禄8

(昭41･6･11） 　 三間三重塔婆､本瓦葺 〔瓦銘〕

建 昭42･6･15 御形神社本殿 1棟 御形神社 宍粟市一宮町森添280 室　大永7

  三間社流造､檜皮葺 〔支輪墨書〕

    附　 棟札 4枚

      葺替享和三年　 癸 亥　天五月吉祥日の記があるもの 1

      本殿内作事文政　 第四載　 辛巳天秋七月ﾖﾘ九月四日

　　　　　　                    までの記があるもの 1

      葺替文政十一　 子 　歳六月廿八日の記があるもの 1

      葺替嘉永　 癸丑年四月吉祥日の記があるもの 1

所有者

(管理者）

建※ 明 45･2･8 中島神社本殿 1棟 中島神社 豊岡市三宅1 室　正長元

　 二間社流造､檜皮葺 (元禄12　修理）

昭42･12･11 　　  附　 棟札　1枚 〔棟札　写〕

(追加) 　　　　  　元禄拾弐庚辰祀二月如意珠日の記がある

建 昭33･5･14 酒垂神社本殿 1棟 酒垂神社 豊岡市法花寺字 室　文安元

　 一間社流造､檜皮葺 長楽寺725 〔棟札〕

　　　附　 棟札　2枚

　　　　　  遷宮文安元年 甲子十月一日の記があるもの 1

　　　　　　再営宝永八卯二月廿六日遷座供養の記があるもの 1

但馬地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　　　代
年　　　代

 　長屋門　(1棟）桁行30.0m、梁間4.0m、二階建、入母屋造、本瓦葺
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建 昭33･5･14 久久比神社 1棟 久久比神社 豊岡市下宮字 室　永正4

(昭58･6･2） 　 三間社流造､こけら葺 谷口318 〔実肘木墨書〕

　　　附　 棟札　1枚 (庇元禄15）

　　　　　　再営正徳元 　辛 卯　年九月廿日の記がある

建※ 明 37･2･18 温泉寺本堂 1棟 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985 室　至徳4

(昭48･11･29）  　桁行5間､梁間5間､一重､入母屋造､銅板葺 〔懸仏墨書〕

建 昭36･3･23 温泉寺宝篋印塔 1基 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985 室　前期

　 石造宝篋印塔

建 昭45･6･17 日出神社本殿 1棟 日出神社 豊岡市但東町畑山329 室　後期

　 三間社流造､こけら葺

　　　附　棟札　2枚

　　　 　　宝永元年申ノ四月十一日の記があるもの 1

　　　　　 享保十一 　丙 午　天八月廿一日の記があるもの 1

建※ 明 37･2･18 名草神社三重塔 1基 名草神社 養父市八鹿町 室　大永7

(昭42･12･11） 　 三間三重塔婆、こけら葺 石原1755-6 〔懐橘談〕

(旧出雲大社

　 　   塔寛文5)

建 平22･6･29 名草神社 2棟 名草神社 養父市八鹿町石原 江　宝暦4

　本殿 〔棟札〕

　　桁行17.6ｍ､梁間9.0ｍ､一重､入母屋造､千鳥破風付、向拝三間、

　　軒唐破風付､こけら葺

　　　附　棟札　3枚

　　　 　　宝暦四年五月（二枚）、明和元年一〇月

　拝殿 江　元禄2

　　懸造、桁行五間､梁間二間､一重、入母屋造､こけら葺 〔棟札〕

　　　附　棟札　1枚

　　　 　　元禄二年六月

建 昭45･6･17 赤淵神社本殿 1棟 赤淵神社 朝来市和田山町 室　永徳～応永頃

 　三間社流造､こけら葺 枚田上山 〔永代要記〕

　　　附　棟札　7枚 　

　　　 修造于時元和八年卯月吉日の記があるもの 1

　　　 正保五年卯月吉 卯 日の記があるもの 1

　　　 寛文 乙巳五年三月十六日の記があるもの 1

　　 　奉修覆時元禄七 甲戌暦九月吉祥日の記があるもの 1

　　 　奉修覆元文五庚申天四月十六日の記があるもの 1

　　　 奉修覆時宝暦十庚辰天五月吉日の記があるもの 1

　　　 奉修覆天明五乙巳六月十五日の記があるもの 1

建 昭52･6･27 神子畑鋳鉄橋 1基
エコマネジメン
ト（株）

朝来市佐嚢字水田 明　明治16～18

　 鉄製､単径間アーチ橋､手摺付 1637-7及び 〔山内家記録〕

(朝来市） 1645-3間

所有者

(管理者）

建※ 大2･4･14 八幡神社本殿及び拝殿 1棟 八幡神社 丹波市柏原町 桃　天正13

　 本殿　三間社流造､檜皮葺 柏原字八幡山4001-1 〔附造営記録〕

　 拝殿　桁行4間､梁間3間､一重､入母屋造､妻入､背面本殿 (元禄頃改造）

　　　　　に接続､向拝1間､軒唐破風付､檜皮葺

丹波地区

種別 指定年月日 名                                    称 所在地
時　　　代
年　　　代
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昭42･12･11 　　　附　造営記録　1帖

(追加) 　　　　 　文禄四年七月の奥書がある

建 昭49･2･5 旧友井家住宅 1棟 丹波市
丹波市山南町野坂字西山
田203

江　元禄頃

(昭55･1･26） 　 桁行12.4m､梁間8.6m､入母屋造､妻入､ 〔伝承〕

　 茅葺､北面張出附属

建 平30･8･17 高座神社本殿 1棟 高座神社 丹波市山南町谷川3558 江　宝永3

　五間社流造、向拝一間、軒唐破風付、檜皮葺 〔棟札〕

　　附　棟札　　9枚

建 昭54･5･21 長谷寺妙見堂 1棟 長谷寺 丹波篠山市藤坂803 室　中期

　 一間社流造､板葺

建 昭36･12･27 大国寺本堂 1棟 大国寺 丹波篠山市味間奥162 室　中期

　 桁行5間､梁間4間､一重､入母屋造､茅葺形銅板葺

建 平15･5･30 春日神社能舞台 1棟 春日神社 丹波篠山市黒岡 江

　舞台､橋掛､鏡の間及び楽屋よりなる

　　舞台　桁行5.9m､梁間5･9m､一重､入母屋造､妻入､

　　　　　背面後座及び控の間付属､桟瓦葺

　　橋掛　桁行9･8m､梁間2･7m､一重､両下造､桟瓦葺､

　　　　　東面廊下付

　　鏡の間及び楽屋　桁行8･9m､梁間7.6m､一部二階､切妻造､

　　                東面下屋､西面庇付､桟瓦葺
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時代

年代

絵 昭28･11･14 紙本墨画淡彩瀟湘八景図  祥啓筆 1幅 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 室

絵 昭61･6･6 紙本著色高野大師行状図 10巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 鎌

　　 　 絵　巨勢有康筆　  詞　源国資等十筆 　

　巻第四に元応元年八月朝助､

  巻第五に元応元年閏七月道我､

　巻第六に元応元年閏七月俊燿の奥書がある

絵 平3･6･21 紙本金地著色四季花鳥図 1双 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 室

　狩野元信筆

　七十四歳の款記がある　六曲屏風

工 昭27･7･19 宋白地黒掻落竜文瓶 1口 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 北宋

工 昭30･6･22 金襴手獅子牡丹唐草文八角大壺 1口 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 明

　 昭36･12･27

昭43･2･2(名変)

工 昭40･5･29 蓮華唐草蒔絵螺鈿蝶形卓 1基 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 平

　 附　半月形曲物箱　　　　　1合

　 金銅小幡 1節 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 飛

　 金銅垂飾金具 4箇

　　　　　　　　　(法隆寺伝来)

書 昭30･2･2 賢愚経残巻(大聖武) 2巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 奈

国宝 昭39･5･26 　 甲巻　四百六十一行

　 乙巻　五百三行

書 昭30･2･2 画図讃文巻第廿七 1巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 奈

書 昭30･6･22 註楞伽経巻第二･三 2巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 平

書 昭30･6･22 根本百一羯磨巻第五 1巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 奈

書 昭30･6･22 法華経巻第八　(色紙) 1巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 平

書 昭39･5･26 大般涅槃経集解 71巻 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 奈～江

国宝 昭40･5･29 　 附　大般涅槃経後分　　　　2巻

考 昭30･6･22 硬玉勾玉付金鎖頸飾 1連 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 古

　　 伝福岡糸島郡周船寺村古墳出土

考 昭44･6･20 饕餮文方卣　図形文字一 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 殷

　　 伝河南省安陽出土

考 昭44･6･20 象頭兕觥 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 殷

　　 伝河南省安陽出土

考 昭45･5･25 犠首饕餮虁鳳文尊 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 殷

考 昭45･5･25 犠首饕餮虺竜文方罍　図形文字一 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 殷

考 昭45･5･25 饕餮虁鳳文方尊　文字六 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 西周

考 昭45･5･25 鎏金銀渦雲文壺 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 前漢

考 昭45･5･25 鎏金竜池文銀洗 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 唐

昭46･6･22 虁鳳象文尊(臣辰尊) 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 西周

虁鳳象文卣(臣辰鳳) 1箇

考 昭46･6･22 饕餮虁鳳文　図形文字一 1箇 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 殷

考 昭46･6･22 鎏金花鳥文銀杯 6口 (財)白鶴美術館 神戸市東灘区住吉山手6-1-1 唐

所在地

工 昭45･5･25

考

種別 指定年月日 名                                    称 所有者 (管理者)

神戸地区

(2) 美術工芸品
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絵※ 昭6･12･14 絹本著色稚児大師像 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭6･12･14 紙本墨画布袋図　梁楷筆　大川普済賛 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 南宋

 郡家字石野285-2

絵※ 昭8･1･23 絹本著色聖徳太子像 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭8･1･23 絹本著色二河白道図 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭10･4･30 紙本著色稚児観音縁起 1巻 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭13･7･4 紙本著色病草紙 残闕　(持病) 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭13･7･4 紙本著色法華経絵巻 1巻 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭13･7･4 紙本淡彩湛碧斎図  愚極ノ賛アリ 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 室

 郡家字石野285-2

絵※ 昭13･7･4 紙本淡彩瀟湘八景図 1双 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 室

　　　　六曲屏風  郡家字石野285-2

絵 昭28･3･31 紙本墨画維摩図　因陀羅筆 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 元

　　　　普門の賛がある  郡家字石野285-2

絵 昭28･11･14 紙本墨画淡彩山水図　雪舟筆 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 室

　 　　　　李蓀､朴衡文の賛がある  郡家字石野285-2

絵 昭38･2･14 絹本著色毘沙門天像 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵 昭49･6･8 紙本著色レパント戦闘図･世界地図 　六曲屏風 1双 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 桃

 郡家字石野285-2

彫※ 昭8･1･23 木造薬師如来立像 1躯 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 平

 郡家字石野285-2

工 昭17･6･26 太刀　銘正恒 1口 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 平

 郡家字石野285-2

工※ 昭17･6･26 太刀 銘吉家作 1口 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 平

 郡家字石野285-2

工 平10･6･30 志野山水文矢筈口水指 1口 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町

 郡家字石野285-2

書 昭54･6･6 大慧宗杲墨蹟 尺牘　十二月十日才長老宛 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 南宋

 郡家字石野285-2

文 平28･8･17 藤原俊成自筆書状〈三月六日／左少弁殿宛〉 1幅 (公財)香雪美術館 神戸市東灘区御影町 鎌

 郡家字石野285-2

絵※ 昭9･1･30 絹本著色大日如来像 1幅 個人 神戸市東灘区住吉山手 鎌

1-7-9-12

絵※ 昭9･1･30 絹本著色五秘密像 1幅 個人 神戸市東灘区森北町5-4-1 平

絵※ 昭9･1･30 紙本著色歓喜天霊験記(伝天神縁起) 2巻 個人 神戸市東灘区住吉山手 鎌

1-7-10-10

絵※ 昭9･1･30 著色絵料紙墨書観普賢経　残闕(扇面写経) 1枚 個人 神戸市東灘区住吉山手 平

1-7-9-12

絵※ 昭9･1･30 白描絵料紙墨書金光明経　巻第二(目無経) 1巻 個人 神戸市東灘区住吉山手 鎌

　 1-7-9-12
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絵※ 昭9･1･30 紙本墨画胎蔵旧図様(智証大師本) 1巻 個人 神戸市東灘区住吉山手 鎌　建久4

　建久四年禅覚書写ノ奥書アリ 1-7-10-10

絵※ 昭9･1･30 紙本墨画五部心観(智証大師本) 1巻 個人 神戸市東灘区森北町5-4-2 鎌　建久5

　建久五年禅覚書写ノ奥書アリ

絵※ 昭9･1･30 紙本墨画護摩壇様並三十七尊三昧耶形 1巻 個人 神戸市東灘区住吉山手 鎌

　　(伝智証大師本) 1-7-9-12

絵※ 昭13･7･4 絹本著色鑑真和尚像 1幅 個人 神戸市東灘区森北町5-4-1 鎌

工 昭27･3･29 桜山鵲蒔絵硯箱 1合 個人 神戸市東灘区森北町5-4-2 室

書※ 昭9･1･30 紙本墨書法華経(久能寺経) 4巻 個人 神戸市東灘区森北町5-4-1 平

国宝 平29･9･15 　薬草喩品ニ右衛門尉資経､

　湧出品ニ女御殿女房伯耆殿､随喜功

  徳品ニ故入道右府之尼姫君､

　勧発品ニ大皇太后宮等トアリ

書※ 昭9･1･30 紙本墨書大疇毘盧遮那成仏経　巻第六 1巻 個人 神戸市東灘区住吉山手 平

1-7-10-10

文※ 昭11･5･6 紙本墨書異国降伏御祈供養注進案 1巻 個人 神戸市東灘区森北町5-4-1 鎌

 (正応二年七月廿二日)

書※ 昭13･7･4 紙本墨書大般若経　巻第五十六 1巻 個人 神戸市東灘区住吉山手 奈 天平19

 (天平十九年十一月八日唐僧善意願経) 1-7-10-10  

絵 昭50･6･12 紙本墨画淡彩夜色楼台図　与謝蕪村筆 1幅 個人 神戸市東灘区森北町5-4-1 江

国宝 平21･7･10

絵 昭51･6･5 絹本墨画枯木図　子庭祖柏筆 2幅 個人 神戸市東灘区森北町5-4-1 元

 清遠懐渭､用章廷俊､

 行中至仁及び仲銘克新の賛がある

書 昭30･2･2 癡絶道沖墨蹟　無準忌上堂語 1幅 個人 神戸市東灘区御影町

　　　　　　　淳祐康戌二月二十五日  西平野字西松本5-1

書 昭38･7･1 禅院額字　香積 1幅 個人 神戸市東灘区御影町

 西平野字西松本5-1

絵※ 昭10･4･30 紙本著色弘法大師絵伝 1巻 個人 神戸市東灘区住吉町

 古寺5-11-6

書 昭28･3･31 一山一寧墨蹟　六祖偈 1幅 個人 神戸市東灘区住吉山手5-1 鎌　正安5

彫 昭63.6.6 銅造薬師如来坐像 1躯 (有)神田紫雲洞 神戸市東灘区森北町4-4-16-101

工 昭29･3･20 刀　無銘伝左 1口 個人 神戸市灘区天城通1-3-7

　附　打刀拵　　1口

絵※ 明34･8･2 絹本著色施餓鬼図 1幅 薬仙寺 神戸市兵庫区今出在家町 李朝

 4-1-14

彫※ 昭15･10･14 木造薬師如来坐像 1躯 薬仙寺 神戸市兵庫区今出在家町 平

 4-1-14

彫※ 昭2･4･25 木造十一面観音立像 1躯 能福寺 神戸市兵庫区北逆瀬川町1-39 平

工 昭44･6･20 黒漆金銅装神輿 1基 長田神社 神戸市長田区長田町3-1

　康正三年六月十三日大工藤原定清の修理銘がある

絵※ 明34.8.2 紙本著色遊行縁起 1躯 真光寺 神戸市兵庫区松原通 鎌　元享3

　詞行顕筆 　1丁目1-62

彫 平9.6.30 木造大日如来坐像 宝満寺 神戸市長田区東尻池町2-11-1 鎌

　像内に永仁四年九月､

　　大仏師法眼定運の朱書銘がある
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　附　一､木造大日如来坐像　　　　1躯

　　　一､舎利　　　　　　　　　　1包

　　　一､舎利注文　　　　　　　　1通

　　　一､般若理趣経･金剛界礼懺　 1帖

　　　　 弘安3年6月､吽日の書写奥書がある

工 昭34･12･18 金銅密教法具 勝福寺 神戸市須磨区大手町9-1-1 鎌

 　火舎　　1口

　 花瓶　　2口

　 六器　　5口

絵※ 明34･8･2 絹本著色普賢十羅刹女像 1幅 福祥寺 神戸市須磨区須磨寺町4-6-8 鎌

彫※ 明34･8･2 木造十一面観音立像 1躯 福祥寺 神戸市須磨区須磨寺町4-6-8

彫※ 昭15･10･14 木造毘沙門天立像(本堂安置) 1躯 妙法寺 神戸市須磨区妙法寺 平

 字毘沙門山1286

彫※ 明34･8･2 木造阿弥陀如来坐像 1躯 多聞寺 神戸市垂水区多聞台2-2-75 平

昭45･5･25

(名変)

彫※ 明34･8･2 木造日光月光菩薩立像 2躯 多聞寺 神戸市垂水区多聞台2-2-75 平

彫※ 明34･8･2 木造阿弥陀如来坐像 1躯 転法輪寺 神戸市垂水区名谷町中山2103 平

彫※ 大3･4･17 木造波夷羅大将立像 1躯 温泉寺 神戸市北区有馬町1643 江

工※ 明35･4･17 黒漆厨子(伝信実筆)諸仏集会ノ絵アリ 1基 温泉寺 神戸市北区有馬町1643 平

彫※ 大3･4･17 木造聖徳太子立像　法印湛幸ノ胎内銘アリ 1躯 善福寺 神戸市北区有馬町1645 鎌

　　(南無仏太子像)

絵※ 明37･2･18 絹本著色熊野曼荼羅図 1幅 湯泉神社 神戸市北区有馬町愛宕山1　　 鎌

彫※ 大3･4･17 木造毘沙門天立像 1躯 多聞寺 神戸市北区長尾町宅原417 平

彫※ 大3･4･17 木造吉祥天立像 1躯 多聞寺 神戸市北区長尾町宅原417 平

彫※ 大3･4･17 木造地蔵菩薩立像 1躯 多聞寺 神戸市北区長尾町宅原417 鎌

彫※ 大3･8･25 　　　　　大日如来坐像　　1 無動寺 神戸市北区山田町 平

木造　　　釈迦如来坐像　　1 3躯 福地字新池100 平

　　　　　阿弥陀如来坐像　1 室

彫※ 大3･8･25 木造不動明王坐像 1躯 無動寺 神戸市北区山田町 平

 福地字新池100

彫※ 大3･8･25 木造十一面観音立像 1躯 無動寺 神戸市北区山田町 平

 福地字新池100

絵 昭28･3･31 紙本金地著色泰西王侯騎馬図　四曲屏風 1隻 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 桃

 (神戸市立博物館)

絵 昭32･2･19 絹本著色織田信長像 1幅 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 桃　天正

 　天正十一年古渓宗陳の賛がある  (神戸市立博物館)

絵 昭43･4･25 紙本著色四都図･世界図　八曲屏風 1双 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 桃

　  　袈裟襷文銅鐸 2口 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 弥

　　    両面在画像  (神戸市立博物館)

考 昭44･6･20 　　  袈裟襷文銅鐸 8口 弥

国宝 昭45･5･25 　　  銅鐸 1口 弥

　　  流水文銅鐸 3口 弥

　　  銅戈 7口 弥

　　　  兵庫県神戸市灘区桜ケ丘町出土

絵 平7･6･15 紙本金地著色南蛮人渡来図　　狩野内膳筆　六曲屏風 1双 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 桃

 (神戸市立博物館)
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絵 平9･6･30 紙本著色相州鎌倉七里浜図　　司馬江漢筆 1隻 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 江

　　寛政八年六月の年記がある　二曲屏風
 (神戸市立博物館)

絵 平12･6･27 紙本著色フランシスコ･ザビエル像 1面 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 桃江

 (神戸市立博物館)

考 平17.6.9 兵庫県西求女塚古墳出土品 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 古

　銅鏡 12面 （神戸市埋蔵文化センタ－）

　鉄製品 230点

　碧玉紡錘車形石製品 1点

　土師器 14点

　　附　織物残欠 2点

　　　　土師器残欠 179点

　　　　堅六式石室石材 54点

考 平24･9･6 兵庫県五色塚古墳出土品 48点 神戸市 神戸市中央区加納町6-5 古

（神戸市埋蔵文化センタ－）

彫 昭4･4･6 木造菩薩立像 　(伝如意輪観音像) 1躯 大竜寺 神戸市中央区神戸港地方 奈

 口一里山再度山1-3

工※ 明34･8･2 段威腹巻 1領 湊川神社 神戸市中央区多聞通3-1-1 室

書※ 大6･4･5 紙本墨書法華経奥書 1幅 湊川神社 神戸市中央区多聞通3-1-1 建武2

　 建武二年八月廿五日橘朝臣正成敬白トアリ

工※ 大3･8･25 銅鐘 　 長寛二年七月改鋳ノ銘アリ 1口 徳照寺 神戸市中央区中山手通8-5-23 平　長寛2

彫 大3･8･25 木造十一面観音立像 1躯 歓喜寺 神戸市中央区中島通5-1-40 平

絵※ 明34･8･2 絹本著色不動四童子像 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224

絵※ 明34･8･2 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224

絵※ 明34･8･2 絹本著色釈迦三尊像 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵※ 明34･8･2 絹本著色金剛経十六善神像 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224

絵※ 明34･8･2 絹本著色不動二童子像 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵※ 明34･8･2 絹本著色法華曼荼羅図 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵※ 明34･8･2 絹本著色愛染曼荼羅図 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵※ 明34･8･2 絹本著色白衣観音像 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 高麗

絵※ 明34･8･2 絹本著色十六羅漢像 16幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵※ 明41･4･23 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵※ 明41･4･23 絹本著色十一面観音像 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

絵 平26･8･21 紙本墨画淡彩四季山水図　六曲屏風 1双 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 室

彫※ 明34･8･2 木造阿弥陀如来坐像 1躯 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 平

工※ 明34･8･2 　  　 色々威腹巻　　兜･大袖･喉輪･臑当付 1領 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224

昭45･5･25(名変) 　　   紺糸素懸威腹巻 1領

　　   紫糸威膝鎧 1双

　　   藍韋威肩赤膝鎧 1双

　　   赤糸威膝鎧 1双 鎌～室

　　   金銅前立 1面

　　   白糸威肩赤壺袖 1双

　　   紫糸威喉輪 1懸

工 平10･6･30 刺繍種子両界曼荼羅図 1幅 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 鎌

書※ 明34･8･2 紙本墨書妙法蓮華経　(伝平氏各筆) 32巻 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 平

文※ 明34･8･2 紙本墨書大塔宮令旨及注進状 4通 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224

書 昭41･6･11 曾我物語　(仮名本) 10冊 太山寺 神戸市西区伊川谷町前開224 室

 天文八年十一月二日明石長行寄進奥書

彫 昭25･8･29 銅造菩薩半跏像 1駆 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

36



国指定文化財（美術工芸品）

絵 昭55･6･6 紙本著色浄土五祖絵（曇鸞巻、善導巻） 2巻 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

工 昭28･3･31 花鳥文馨 1面 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

工 昭58･6･6 銹絵滝山山水図茶碗　尾形乾山作 1口 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

絵 昭34･6･27 絵本白猫建保六年中殿御会図 1巻 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

絵 昭32･2･19 紙本淡彩駿牛図断簡 1幅 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

絵 昭38･2･14 絹本著色一字金輪曼荼羅図 1幅 個人 神戸市東灘区本山北町6-16-30

時代

年代

絵 昭28･11･14 紙本著色竹林茅屋柳蔭騎路図　与謝蕪村筆　六曲屏風 1双 個人 尼崎市武庫之荘2-6-12 江

絵 昭49･6･8 絹本墨画柘榴栗鼠図　松田筆 1幅 個人 尼崎市武庫之荘2-6-12 元

絵 昭49･6･8 絹本著色白衣観音図 1幅 個人 尼崎市武庫之荘2-6-12 南宋

絵 昭53･6･15 絹本墨画淡彩寒江独釣図　「柯九思」の印がある 1幅 個人 尼崎市武庫之荘2-6-12 元

個人 尼崎市武庫之荘2-6-12

　　　建武元年六月弘真ノ押紙アリ

彫 明37･2･18 木造日隆上人坐像(伝浄伝作) 1躯 本興寺 尼崎市開明町3-13 室

　(開山堂安置)

工※ 大11･4･13 太刀　銘恒次（名物珠数丸） 1口 本興寺 尼崎市開明町3-13 鎌

工※ 大15･4･19 太刀　銘守家 1口 尼信文化基金 尼崎市東桜木町3 鎌

　附　蒔絵太刀拵

工 昭50･6･12 古越前広口壺 1口 個人 西宮市鷲林寺町12-24 鎌

　　嘉元四年八月十七日の刻銘がある

絵 昭13･7･4 紙本著色山王霊験記 1巻 兵庫県 西宮市上甲東園1-10-40 室

絵 昭34･6･27 紙本墨画三保松原図 6幅 兵庫県 西宮市上甲東園1-10-40 室

絵 昭48･6･6 絹本著色阿弥陀曼荼羅図 1幅 兵庫県 西宮市上甲東園1-10-40 鎌

工 昭46･6･22 赤楽茶碗(無一物)　 長次郎作 1口 兵庫県 西宮市上甲東園1-10-40 桃

考 昭12･5･25 銅鏡 1面 個人 西宮市苦楽園1-7-8 古

　　　　山城国物集女恵美須山古墳出土

工 昭28･11･14 太刀　銘兼氏 1口 個人 西宮市甲陽園西山町5-16

絵 昭10･4･30 紙本著色三十六歌仙切(家持) 1幅 個人 西宮市名次町8-2 鎌

  佐竹家伝来
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

絵 昭12･5･25 絹本著色在原業平像 1幅 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

絵 昭39･5･26 紙本著色鶴岡放生会職人歌合 1巻 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

室

絵 昭46･6･22 絖本淡彩春光晴雨図　与謝蕪村筆 1幅 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

江

工 昭35･6･9 古伊賀水指(破袋) 1口 個人 西宮市名次町8-2 桃

昭43･2･2(名変)
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

書 昭12･5･25 紙本墨書横川如珙墨蹟 1幅 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

南宋

書 昭29･3･20 藤原秀能筆二首懐紙　　  六月祓､山家風涼 1幅 個人 西宮市名次町8-2 鎌　建仁元

　　　　　　　　　　　  外題建仁元年六月晦日
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

書 昭34･12･18 藤原長房筆懐紙(きゝまても) 1幅 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

鎌

書 昭35･6･9 深養父集断簡　(名家々集切) 1幅 個人 西宮市名次町8-2 平

　　　　　　　(秋部巻頭)
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

所在地

阪神南地区

種別 指定年月日 名                                    称

絵 昭4･4･6
　　　　　　　　　　　　 八大童子
絹本著色八字文殊菩薩及　　　　　　    像
　　　　　　　　　　　 　善財童子

1幅

所有者 (管理者)
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書 昭39･1･28 霊石如芝墨蹟　 鉄牛偈 1幅 個人 西宮市名次町8-2 元　致和元

　　　　　　　　　  　致和戊辰春仲望
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

書 昭49･6･8 笑翁妙堪墨蹟　 轅洲翁古稀賀偈 1幅 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

南宋

書 昭25･8･29 紙本墨書源氏物語系図 1幅 個人
西宮市名次町8-2
(松下真々庵
京都市左京区南禅寺草川町9-5)

鎌

絵 昭11･5･6 紙本淡彩船窓小戯帖　田能村竹田筆 1帖 個人 西宮市甲子園浜田町3 江　天保元

　　天保元年ノ自序並ニ同四年ノ自跋アリ

絵 昭10･4･30 紙本著色三十六歌仙切(伊勢) 1幅 個人 西宮市甲子園四番町1-35 鎌

　　　　　　　　　　　　　　　佐竹家伝来

絵 昭11･5･6 紙本著色三十六歌仙切(重之) 1幅 個人 西宮市三保町6-15-304 鎌

　　　　　　　　　　　　　　　佐竹家伝来

書 昭39･1･28 霊石如芝墨蹟　正堂偈 1幅 個人 西宮市三保町6-15-304 元

 天暦庚午孟春

絵 昭44･6･20 絹本著色安倍仲麻呂明州望月･円通大師呉門隠棲図 1双 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 大　大正3

　富岡鉄斎筆　大正三年五月の年記がある 　　　　　　

　　　　　　　　　　  六曲屏風

考 昭28･3･31 流水文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

　福井県坂井郡春江町(旧大石村)井向出土

考 昭28･3･31 注口土器 1箇 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 縄

昭49･6･8(名変) 　茨城県稲敷郡江戸崎町(旧高田村)椎塚貝塚出土

考 昭35･6･9 流水文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭35･6･9 横帯文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

　伝伯耆国出土

考 昭35･6･9 変形方格渦文鏡 1面 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 古

考 昭36･2･17 土偶 1箇 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 縄

　　千葉県銚子市(旧海上郡海上村)余山貝塚出土

考 昭37･2･2 袈裟襷文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

　　大阪府南河内郡太子町大字山田出土

考 昭38･2･14 人面装飾付注口土器 1箇 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 縄

昭49･6･8(名変) 　　茨城県稲敷郡東村大字福田出土

考 昭38･2･14 袈裟襷文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭39･1･28 長門国鋳銭遺物 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 奈

 　一､和同開珎銭笵残欠 12箇

   一､坩堝残欠 2箇

　 一､鞴口残欠 2箇

　　　　 山口県下関市長府町豊浦村出土

考 昭59･6･6 袈裟襷文有鐶銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭59･6･6 突線袈裟襷文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

　愛知県名古屋市瑞穂区軍水町出土

考 昭59･6･6 袈裟襷文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭59･6･6 袈裟襷文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

　 岡山県井原市木之子町猿森出土 　　　　　　　　　　　　

考 昭59･6･6 袈裟襷文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭60･6･6 流水文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

  伝奈良県出土 弥

考 昭60･6･6 流水文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭60･6･6 流水文銅鐸 1口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

考 昭61･6･6 突線袈裟襷文銅鐸 2口 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 弥

　 滋賀県野洲郡野洲町小篠原大岩山出土 弥
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考 平元･6･12 注口土器 1箇 (公財)辰馬考古資料館 西宮市松下町6-18 縄

   青森県西津軽郡木造町亀ケ岡遺跡出土

絵 昭45･5･25 絹本墨画淡彩寒林重汀図 1幅 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 北宋

　　　董其昌の標題がある

工※ 昭13･7･4 短刀　朱銘貞宗 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

国宝 昭29･3･20 　本阿花押(名物伏見貞宗)

工※ 昭15･5･3 太刀　菊御作 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

工※ 昭16･7･3 太刀　銘備前国長船住景光 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

　裏□月日

工 昭27･7･19 太刀　銘大和則長作 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

工 昭27･7･19 刀　無銘伝行光 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

工 昭27･7･19 刀　無銘伝行光 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

工 昭27･7･19 太刀　銘国光 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

工 昭28･3･31 刀　無銘長谷部 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 南北朝

工 昭30･6･22 太刀　銘一 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

書※ 昭16･7･3 紫紙金字金光明最勝王経巻第三 1巻 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 奈

文※ 昭19･9･5 伏見天皇宸翰御願文(正和五年十一月廿五日) 1巻 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌　正和5

　料紙ニ金銀泥藤花文様アリ

考 昭39･1･28 碧玉製模造品弓矢等 8箇 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 古

　伝奈良県天理市布留出土

考 昭43･4･25 羽黒山御手洗池出土銅鏡  140面 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 平

工 昭53･6･15 太刀　銘包次 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

工 昭10･4･30 短刀　銘来国俊 1口 (公財)黒川古文化研究所 西宮市苦楽園3-14-50 鎌

国宝 昭28･11･14

彫 明37･2･18 木造阿弥陀如来立像 1躯 明徳寺 西宮市山口町上山口709 鎌

彫 明37･2･18 木造如意輪観音坐像 1躯 神咒寺 西宮市甲山町25-1 平

彫 明37･2･18 木造不動明王坐像(不動堂安置) 1躯 神咒寺 西宮市甲山町25-1 平

彫 明37･2･18 木造弘法大師坐像(大師堂安置) 1躯 神咒寺 西宮市甲山町25-1 鎌

彫 明37･2･18 木造聖観音立像(所在本堂) 1躯 神咒寺 西宮市甲山町25-1 平

彫 明37･2･18 木造阿弥陀如来及両脇侍像 3躯 浄橋寺 西宮市塩瀬町生瀬523 平

工※ 明37･2･18 銅鐘　寛元二年ノ銘文アリ 1口 浄橋寺 西宮市塩瀬町生瀬523 鎌　寛元2

彫 明37･2･18 木造阿弥陀如来立像 1躯 昌林寺 西宮市津門西口町14-12 鎌

彫 大9･4･15 木造善導大師坐像 1躯 昌林寺 西宮市津門西口町14-12 鎌

平9･6･30(名変)  裳裏に元徳二年十二月

  高辻法印流大仏師武蔵国良意等の銘がある

工 昭12･5･25 太刀　銘国宗 1口 個人 西宮市南郷町12-8 鎌

工 昭36･2･17 黒漆合口腰刀拵 1口 個人 西宮市上ケ原４-29 鎌

工 昭28･11･14 短刀　銘景光 1口 個人 西宮市 鎌

工 昭33･2･8 短刀　銘国光 1口 個人 西宮市 鎌

　　元応二年三月廿日

工 昭45･5･25 三鈷柄剣　銘重吉入道作 1口 個人 西宮市 鎌

　　元亨二二正月七阿闍梨頼宣

工 昭45･5･25 扇画鳥兜螺鈿蒔絵料紙箱 1合 (財)滴翠美術館 芦屋市山芦屋町13-31 桃

考 昭12･5･25 銅経筒 1口 個人 芦屋市山手町2-41 平　永保3

　永保三年九月

　　津波戸山供養ノ銘並ニ仏菩薩等ノ線刻アリ

考 昭34･12･18 埴輪男子跪坐像 1躯 個人 芦屋市山手町6-5 古

　　　茨城県西茨城郡岩瀬町出土

39



国指定文化財（美術工芸品）

時代

年代

絵 昭25･8･29 紙本淡彩山水図　狩野正信筆 1幅 個人 伊丹市伊丹2-2-5 室

書 昭27･3･29 世説新書巻第六残巻 1巻 個人 伊丹市伊丹2-2-5 唐

国宝 昭27･3･29 　　紙背金剛頂蓮花部心念誦儀軌

書 昭32･2･19 虚堂智愚墨蹟　法語(絹本) 1幅 個人 伊丹市伊丹2-2-5 弘長3

　 附　添状　4巻

書 昭32･2･19 滅翁文礼墨蹟　偈頌 1幅 個人 伊丹市伊丹2-2-5 嘉熙4

　　　　　　　　    嘉熙四年正月廿六日

書 昭35･6･9 北畠顕家自筆申状　　　　三月一日 1幅 個人 伊丹市伊丹2-2-5 建武2

　　　　　　　　   　　 蔵人中将宛

彫 平2･6･29 木造釈迦如来坐像 1躯 慈眼寺 伊丹市鴻池6-19-59 鎌　建久6

絵※ 明37･2･18 絹本著色千手観音像 1幅 清澄寺 宝塚市米谷字清シ1 鎌

彫 明37･2･18 木造大日如来坐像 1躯 清澄寺 宝塚市米谷字清シ1

絵 昭50･6･12 絹本著色釈迦三尊図　良全筆 3幅 清澄寺 宝塚市米谷字清シ1

彫 明37･2･18 木造十一面観音立像 1躯 中山寺 宝塚市中山寺2-11-1 平

彫 明37･2･18 木造薬師如来坐像(薬師堂安置) 1躯 中山寺 宝塚市中山寺2-11-1 平

彫 明37･2･18 木造聖徳太子坐像(太子堂安置) 1躯 中山寺 宝塚市中山寺2-11-1 室

　  附　　経机､経巻､台座､礼盤

彫 明37･2･18 木造大日如来坐像(所在地蔵堂) 1躯 中山寺 宝塚市中山寺2-11-1 平

工 昭36･2･17 刀　無銘一文字 1口 個人 宝塚市仁川高丸3-15-18

書 昭13･7･4 紙本墨書仲文章残巻　正安二年六月八日書写ノ奥書アリ 1巻 個人 宝塚市中州2-4-17 鎌

（徳島県小松島市松島町10-1保管）

絵 明37･2･18 絹本著色阿弥陀二十五菩薩来迎図 1幅 小童寺 川西市西畦野1-7-1 鎌

絵 昭9･1･30 紙本墨画善教房絵詞 1巻 個人 川西市寺畑2-14-6 室

 (サントリ-美術館保管

  東京都千代田区丸の内1-10)

工 昭28･3･31 小倉山蒔絵硯箱 1合 個人 川西市寺畑2-14-6

 (サントリ-美術館保管

  東京都千代田区丸の内1-10)

工 昭36･2･17 桐竹鳳凰蒔絵文台及硯箱 1具 個人 川西市寺畑2-14-6

 (サントリ-美術館保管

  東京都千代田区丸の内1-10)

工 昭37･6･21 菊蒔絵文台 1基 個人 川西市寺畑2-14-6

 (サントリ-美術館保管

  東京都千代田区丸の内1-10)

絵 昭34･6･27 紙本金地著色泰西王侯騎馬図　四曲屏風 1双 個人 川西市寺畑2-14-6 桃

 (サントリ-美術館保管

  東京都千代田区丸の内1-10)

絵 昭59･6･6 紙本著色四季花鳥図　六曲屏風 1双 個人 川西市寺畑2-14-6

 (サントリ-美術館保管

  東京都千代田区丸の内1-10)

文 昭63･6･6 多田神社文書(四百九十二通) 43巻 多田神社 川西市多田院多田所町1 鎌～室

　 附　寛文三年､貞亨五年多田院文書修理目録　3巻

種別 指定年月日 名                                    称 所有者 (管理者) 所在地

阪神北地区
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国指定文化財（美術工芸品）

絵※ 明37･2･18 絹本著色十一面観音像 1幅 金心寺 三田市天神3-28-45 鎌

彫 明34･3･27 木造弥勒菩薩坐像 1躯 金心寺 三田市天神3-28-45 平

彫 明37･2･18 木造不動明王立像 1躯 金心寺 三田市天神3-28-45

彫 大3･4･17 木造如意輪観音坐像 1躯 青竜寺 三田市福島769

彫※ 明37･2･18 木造狛犬 1対 高売布神社 三田市酒井字宮ノ脇50 鎌　永仁5

彫※ 大11･4･13 2躯 護国院 三田市下相野779 平

絵 平元･6･12 絹本著色釈迦十六善神像 1幅 聖徳寺 三田市小野839 平

工 平15･8･29 藍韋威腹巻　大袖付 1領 個人 三田市武庫が丘6-14-8

(京都国立博物館）

時代

年代

書※ 明34･8･2 後桜町天皇宸翰短籍 45葉 柿本神社 明石市人丸町3412 江　明和4

書※ 明34･8･2 仁孝天皇宸翰及一座短籍 49葉 柿本神社 明石市人丸町3412 江

書※ 明34･8･2 桜町天皇宸翰及一座短籍(50葉) 1帖 月照寺 明石市人丸町1-29 江　延亨元

絵※ 明34･8･2 絹本著色聖徳太子絵伝 8幅 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 南北

絵※ 明34･8･2 絹本著色聖徳太子像 1幅 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌

絵※ 明34･8･2 絹本著色弥陀三尊像 1幅 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 高麗

絵※ 明34･8･2 絹本著色慈恵大師像 1幅 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌

絵 昭52･6･11 板絵著色聖徳太子像(太子堂壁画) 1面 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 平　天永3

　 附　 板絵著色仏涅槃図　　　　1面

　　　　板絵著色九品来迎図　　　1面

彫 明34･8･2 木造釈迦三尊像 3躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌(中尊)

平(両脇侍)

彫 明34･8･2 銅造聖観音立像 1躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 飛

彫 大3･8･25 木造十一面観音立像 1躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 平

彫 大3･8･25 木造天蓋 1箇 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌

彫 平10･6･30 　木造薬師如来及両脇侍像 3躯 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 平

　木造二天王立像(本堂安置) 2躯 平

工※ 明34･8･2 木造鶴林寺扁額(伝鳥羽天皇宸翰) 1面 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 室

工※ 明34･8･2 銅鐘 1口 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 高麗

工※ 大3･8･25　 木造髹漆厨子 1基 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 鎌

工 明47･5･30　 鼉太鼓縁 2基 鶴林寺 加古川市加古川町北在家424 室

　 附　鼓胴･革残闕　一括

彫※ 大7･4･8 木造地蔵菩薩半跏像 1躯 長楽寺 加古川市志方町永室853-1 南北

工※ 明34･8･2 銅鐘 1口 尾上神社 加古川市尾上町長田518 高麗

絵※ 明34･8･2 絹本著色五仏尊像 1幅 十輪寺 高砂市高砂町横町1074 元

(大阪市立美術館)

考 令元・7・23 兵庫県池田古墳出土品 兵庫県 加古郡播磨町大中1-1-1 古

　水鳥形埴輪 14点 (県立考古博物館)

　壺形・朝顔形・円頭埴輪 12点

　笠形木製品 1点

　　附　埴輪残欠 46点

　　　　土製模造品 31点

　　　　木製品残欠 6点

東播磨地区

 　　　持国天立像 1
木造
　　　 多聞天立像 1

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

時代

年代

彫 大3･8･25 木造毘沙門天立像 1躯 伽耶院 三木市志染町大谷410 平

絵※ 明34･8･2 絹本著色真言八祖像 8幅 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌

絵※ 大6･4･5 絹本著色仏涅槃図 1幅 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌

彫※ 明34･8･2 木造阿弥陀如来及両脇侍立像(浄土堂安置) 3躯 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌

国宝 昭39･5･26

彫 大9･4･15 木造阿弥陀如来立像 1躯 浄土寺 (奈良国立博物館) 鎌

彫 明34･8･2 木造重源坐像 1躯 浄土寺 (奈良国立博物館) 鎌　文暦1

彫 昭46･6･22 木造菩薩面 25面 浄土寺 (奈良国立博物館) 鎌

工※ 大11･4･13 銅製五輪塔 1基 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌

工※ 昭15･10･14 鉦鼓 1口 浄土寺 小野市浄谷町2094 鎌　建久元

　東大寺末寺播磨浄土堂建久元年十月十二日ノ銘アリ

工 平6･6･28 　  黒漆蝶形三足卓(浄土堂本尊用) 1基 浄土寺 小野市浄谷町2094

　  黒漆蝶形三足卓(来迎会本尊用) 1基

工 平4･6･22 黄地牡丹蓮唐草文緞子胴服 1領 小野市 小野市西本町477 桃

絵※ 明34･8･2 絹本著色聖徳太子及天台高僧像 10幅 一乗寺 加西市坂本町821-17 平

　国宝 昭28･3･31

絵※ 明41･4･23 絹本著色阿弥陀如来像 1幅 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌

絵※ 明41･4･23 絹本著色五明王像 1幅 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌

昭37･2･2(名変) 　(無能勝明王､大輪明王､歩擲明王､

　　　　鳥枢沙摩明王､金剛童子)

彫 明34･8･2 銅造聖観音立像 2躯 一乗寺 加西市坂本町821-17 飛

彫 昭15･10･14 木造法道仙人立像(開山堂安置) 1躯 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌　弘安9

彫 昭15･10･14 木造僧形坐像 1躯 一乗寺 加西市坂本町821-17 鎌　建久3

　 像内ニ建久三年三月日自高野新別所奉迎之

　 同四年五月日加綵色ノ銘アリ

彫 昭60･6･6 銅造観音菩薩立像 1躯 一乗寺 加西市坂本町821-17 飛

彫 昭36･6･30 石造浮彫如来及両脇侍像 1基 七町共有 加西市西長町字古法華 奈

　 附　石造厨子屋蓋　1箇 西長､東長､西剣坂､

東剣坂､両月､戸田井､

王子

(加西市)

工 昭25･8･29 太刀　銘国安 1口 個人 加西市別所町363-3 鎌

工 昭56･6･9 太刀 3口 清水寺 加東市平木1194 平

　 附　拵金具10箇

書 平7･6･15 大字法華経巻第五 1帖 清水寺 加東市平木1194 奈

彫 昭56･6･9 銅造如来坐像 1躯 遍照院 加東市光明寺433 平

彫 令元・7・23 木造千住観音立像（本堂安置） 1躯 朝光寺 加東市畑609 鎌

絵 昭61･6･6 絹本著色六道絵 3幅 極楽寺 多可郡多可町八千代区中野間210 鎌

(東京国立博物館）

時代

年代

絵※ 大6･4･5 絹本著色釈迦三尊像 3幅 大覚寺 姫路市網干区興浜151 鎌

絵※ 大6･4･5 絹本著色十六羅漢像 16幅 大覚寺 姫路市網干区興浜151

所在地種別 指定年月日

北播磨地区

名                                    称 所有者 (管理者)

所在地

中播磨地区

種別 指定年月日 名                                    称 所有者 (管理者)
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国指定文化財（美術工芸品）

工 昭39･1･28 梵鐘 1口 英賀神社 姫路市飾磨区英賀宮町2-70 鎌　正中2

「元亨元年 酉辛初春之比別当法印大和尚位定有於

　熊野山新宮権輿大雄禅寺」

「大工河内□光吉､正中二年 丑乙十月下旬､住持比

　丘慈照記之」の鋳出銘がある

絵 昭34･12･18 紙本著色北野天神縁起 3巻 津田天満神社 姫路市飾磨区構912 鎌　永仁6

　永仁六年藤原親泰施入の奥書がある

文 昭12･5･25 紙本墨書後深草天皇宸翰御消息(十一月一日　御花押) 1巻 個人 姫路市飾磨区妻鹿1392 鎌

彫 大12･3･28 木造釈迦如来及両脇侍像(観音堂安置) 3躯 円教寺 姫路市書写2968 平

彫 大12･3･28 木造四天王立像(所在観音堂) 4躯 円教寺 姫路市書写2968 平

彫 平7･6･15 木造阿弥陀如来坐像 1躯 円教寺 姫路市書写2968 平

　　像内に僧慶雲､僧聖静､清原是信等の銘がある

彫 平21･7･10 木造性空坐像(開山堂安置) 1躯 円教寺 姫路市書写2968 鎌

彫 明34･8･2 木造毘沙門天立像 1躯 随願寺 姫路市白国5 平

彫 大12･3･28 木造毘沙門天立像(毘沙門堂安置) 1躯 岩屋寺 姫路市豊富町神谷2031 平

工※ 大5･5･24 太刀　銘定(以下中心磨上) 1口 射楯兵主神社 姫路市総社本町190 鎌

　附　韋巻柄及中心断片(利ノ字存ス)

工※ 大5･5･24 太刀　銘包永 1口 姫路神社 姫路市本町83 鎌

歴 昭60･6･6 枡　天正十八年正月日 1口 個人 姫路市野里寺町24 桃

　　　　増田長盛､浅野長政加判

　附　木製手提箱(寛政七年四月斉藤清次右衛門墨書)

考 平10･6･30 兵庫県宮山古墳出土品 一括 姫路市 姫路市四郷町坂元414番地1 古

平28･8･17(員変)  (姫路市埋蔵文化センタ－)

彫 平10･6･30 木造弥勒仏及両脇侍像(本堂安置) 3躯 弥勒寺 姫路市夢前町寺1051 平

考※ 昭17･12･22 播磨極楽寺経塚出土品 常福寺 姫路市香寺町須加院420 平　天養1

昭43･2･2(名変) 　一､土製阿弥陀如来坐像 1躯

　一､土製地蔵菩薩坐像 1躯

　一､土製五輪塔 1基

　一､土製六器 6口

　一､瓦経残片 6箇

絵※ 大6･4･5 絹本著色　　　迦伐蹉尊者像　　　　1 2幅 光久寺 姫路市安富町安志481 平

　　　　　　　注茶半託迦尊者像　　1

彫※ 大5･5･24 木造不動明王立像 1躯 光久寺 姫路市安富町安志481

絵 平9.6.30 絹本著色仏涅槃図 1幅 兵庫県 兵庫県立歴史博物館

彫※ 明34･8･2 木造薬師如来坐像 1躯 神積寺 神崎郡福崎町東田原1891 鎌

時代

年代

絵※ 明34･8･2 神馬図額　元信筆 2面 賀茂神社 たつの市御津町室津74 室

彫※ 明34･8･2 木造毘沙門天立像 1躯 見性寺 たつの市御津町室津311 平

彫 昭15･10･14 木造千手観音坐像(本堂安置) 1躯 普門寺 赤穂市尾崎852-2 平

書書 平成24･9･6 鵤庄引付 1冊 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤1310-1 室

太子町立歴史資料館

典典 平成24･9･6 峯相記　永正八年二月七日慶紹書写奥書 1冊 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤1310-1 室

太子町立歴史資料館

彫※ 明34･8･2 木造釈迦如来坐像 1躯 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 室

種別 指定年月日 名                                    称 所有者 (管理者) 所在地

西播磨地区
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国指定文化財（美術工芸品）

彫※ 明34･8･2 木造薬師如来坐像 1躯 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 室

彫※ 明34･8･2 木造如意輪観音坐像 1躯 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 室

彫※ 明34･8･2 木造日光月光菩薩立像 2躯 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 鎌

彫※ 明34･8･2 木造十二神将立像 8躯 斑鳩寺 揖保郡太子町鵤709 鎌

絵※ 明34･8･2 紺紙金泥釈迦三尊十六羅漢像 5幅 斑鳩寺 (太子町立歴史資料館) 平

絵※ 明41･4･23 絹本著色聖徳太子勝鬘経講讃図 1幅 斑鳩寺 (太子町立歴史資料館) 鎌

絵※ 大5･5･24 絹本著色不動明王二童子像 1幅 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 平

彫※ 昭63･6･6 木造不動明王坐像 1躯 瑠璃寺 佐用郡佐用町船越877 平

彫※ 明34･8･2 木造北条時頼坐像 1躯 最明寺 佐用郡佐用町春哉481 鎌

(管理団体　佐用町)

時代

年代

彫 大元･9･3 木造聖観音立像 1躯 文常寺 豊岡市鎌田12 平

彫 大元･9･3 木造四天王立像 4躯 東楽寺 豊岡市清冷寺1667 平

絵※ 大元･9･3 絹本著色十六善神像 1幅 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985-2 鎌

彫※ 明37･2･18 木造十一面観音立像 1躯 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985-2 平

彫※ 大元･9･3 木造千手観音立像 1躯 温泉寺 豊岡市城崎町湯島985-2 平

工※ 大4･3･26 脇指　銘但州住国光(外ニ梵字アリ) 1口 出石神社 豊岡市出石町宮内芝99

絵 昭44･6･20 大乗寺障壁画 75面 大乗寺 美方郡香美町香住区森860 江

明34･8･2 　紙本金地墨画山水図　円山応挙筆

　統合     天明七年十二月の年記がある 14面

昭28･3･31     床貼付2､違棚貼付2､壁貼付3､

　　襖貼付7

　紙本金地著色郭子儀図　円山応挙筆 8面

　　襖貼付

　　円山応挙筆

　紙本金地墨画松孔雀図 16面

　　寛政七年四月の年記がある

　　襖貼付

　紙本淡彩四季耕作図　呉春筆 12面

　　襖貼付

明34･8･2 　紙本淡彩群山露頂図　呉春筆 14面

　統合 　　襖貼付

昭28･3･31 　　　　紙本淡彩梅花狗子図　山本守礼筆 11面

　　　　　襖貼付

　　　　紙本著色少年行図　　山本守礼筆 8面

　　　　　襖貼付

　　　　紙本著色採蓮図　亀岡規礼筆 4面

　　　　　襖貼付

　　　　紙本淡彩群仙図　　　秀雪亭筆 8面

附　　　　天明七年九月の年記がある

　　　　　襖貼付

　　　　紙本淡彩蓮池図  円山応瑞筆 8面

　　　　  襖貼付4､　障子腰貼付4

　　　　紙本淡彩遊鯉図  円山応瑞筆 8面

　　　　　襖貼付

　　　　紙本著色藤花禽鳥図　奥文鳴筆 3面

名                                    称 所有者 (管理者) 所在地種別 指定年月日

但馬地区
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国指定文化財（美術工芸品）

　　　　　襖貼付

　　　　紙本金地著色果子図　天袋貼付 4面

　　　　紙本淡彩遊亀図  木下応受筆 8面

　　　　　小壁貼付

　　　　紙本淡彩飛燕図  山跡鶴嶺筆 2面

　　　  　小壁貼付

　　　　紙本金地著色鶏図  円山応瑞筆 1面

　　　  　衝立

　　　　紙本墨書応挙書簡等(7通) 1巻

　　　　　　　　　　　　　(客殿)

　      紙本淡彩群猿図　長沢芦雪筆 11面

　　　　　襖貼付8､壁貼付3

　　　  紙本淡彩梅花遊禽図　駒井琦筆 5面

　　　　　壁貼付1､襖貼付4

　 　　 紙本淡彩山雀図  森徹山筆 9面

 附　　   小壁貼付

　　　　  山口素絢筆

     　 紙本淡彩蛾蝶図 10面

　        乙卯(寛政七年)二月の年

　　     　小壁貼付  (庫裡)

彫※ 大元･9･3 木造聖観音立像 1躯 大乗寺 美方郡香美町香住区森860 平

彫※ 大元･9･3 木造十一面観音立像 1躯 大乗寺 美方郡香美町香住区森860 平

彫※ 大元･9･3 木造観音立像 1躯 大乗寺 美方郡香美町香住区森860 平

彫※ 明34･8･2 木造聖観音立像 1躯 帝釈寺 美方郡香美町香住区下浜599 平

絵※ 大6･4･5 絹本著色釈迦十六善神像 1幅 黒野神社 美方郡香美町村岡区

 村岡宮ノ上723-2

彫※ 明34･8･2 木造十一面観音立像 1躯 相応峰寺 美方郡新温泉町清富589 平

考 昭55･6･6 但馬城ノ山古墳出土品 朝来市 朝来市和田山町寺内125 古

　 一､銅鏡

　　　　 　三角縁神獣鏡 3面

　　　 　　四獣鏡 1面

　　　 　　重圏文鏡 1面

　　 　　　方格規矩鏡 1面

　一､玉類

　　　　　琥珀勾玉 3箇

　　　　　硬玉勾玉　　残欠共 6箇

　　　　　ガラス勾玉 一括

　　　　　碧玉管玉 90箇

　一､琴柱形石製品 1箇

　一､碧玉合子(蓋欠) 1箇

　一､碧玉釧 4箇

　一､刀剣類

　　　　　刀身 2口

　　　　　剣身 1口

　一､工具類

　　　　　鉄斧　残欠共 1箇

　　　　　鉄釶　残欠共 10本

　　　　　刀子 10口
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国指定文化財（美術工芸品）

考 平25･6･19 兵庫県茶すり山古墳出土品
　金属製品
　玉
　漆製品残欠
　（以上第一主体部出土）
　金属製品
　玉
　堅櫛
　（以上第二主体部出土）
　埴輪
　（以上墳丘出土）

500
点

41点
17点

72点
20点
2点

12点

朝来市 朝来市和田山町東谷213-1
（朝来市埋蔵文化財センター）

古

時代

年代

書※ 明44･4･17 紫紙金泥法華経 8巻 乗宝寺 丹波市柏原町柏原3627 平

　　建長五年六月施入ノ奥書アリ （奈良国立博物館）

書※ 明44･4･17 紺紙金泥大威徳陀羅尼経　巻第16 1巻 乗宝寺 丹波市柏原町柏原3627 平　仁平4

　　仁平四年五月ノ奥書アリ （奈良国立博物館）

彫※ 明44･4･17 木造阿弥陀如来坐像 1躯 逹身寺 丹波市氷上町清住259 平

彫※ 明44･4･17 木造十一面観音坐像 1躯 逹身寺 丹波市氷上町清住259 平

彫※ 明44･4･17 木造薬師如来坐像 1躯 逹身寺 丹波市氷上町清住259 鎌　建久3

昭38･7･1(名変) 　像内に建久三年十月一日の銘がある

　　　 薬師如来坐像     1 逹身寺 丹波市氷上町清住259

　　 　阿弥陀如来坐像   1

　　 　聖観音立像       1

彫※ 明44･4･17 木造　 吉祥天立像       1 9躯 平

　　　 十一面観音立像   3

　　　 地蔵菩薩坐像     1

　　　 兜跋毘沙門天立像 1

絵※ 明44･4･17 絹本著色普応国師像 1幅 高源寺 丹波市青垣町檜倉514 元

　　　　　　　　自賛アリ

工 昭28･3･31 太刀　銘了戒 1口 勧学院 丹波市青垣町大名草

 字綿の谷6-3

彫※ 昭31･6･28 木造金剛力士立像　定慶作 2躯 石龕寺 丹波市山南町岩屋2 鎌　仁治3

 　各の像内に大仏師肥後法橋定慶､

　　仁治三年四月木造畢の銘がある

彫※ 大7･4･8 木造薬師如来坐像 1躯 薬師堂 丹波市山南町岡本 平

彫※ 明44･4･17 銅造十一面千手観音立像 1躯 常勝寺 丹波市山南町谷川2630 鎌

彫※ 明44･4･17 木造薬師如来坐像　(中堂安置) 1躯 常勝寺 丹波市山南町谷川2630 鎌

彫※ 明44･4･17 木造薬師如来坐像 1躯 西光寺　(丹波篠山市) 丹波篠山市畑市343 平

       　　持国天立像　　　 1 3躯 西光寺　(丹波篠山市) 丹波篠山市畑市343

彫※ 明44･4･17 木造　 　　増長天立像　　　 1 平

　　　 　　多聞天立像　　　 1

彫※ 明44･4･17 2躯 八幡神社 丹波篠山市日置167 平

彫※ 明44･4･17 2躯 櫛石窓神社 丹波篠山市福井1170 平

彫※ 明44･4･17 木造大宮比売命坐像 1躯 櫛石窓神社 丹波篠山市福井1170 平

彫※ 大11･4･13 3躯 大国寺 丹波篠山市味間奥162 平

丹波地区

       　　持国天立像　　　 1
木造
　　　　　 多聞天立像　　 　1

           櫛岩窓命坐像     1
木造
           豊岩窓命坐像     1

           大日如来坐像     2
木造
           阿弥陀如来坐像　 1

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

彫※ 大11･4･13 2躯 大国寺 丹波篠山市味間奥162 平

彫※ 明44･8･9 木造伊邪那岐命坐像 1躯 二村神社 丹波篠山市見内1-3 平

工 昭25･8･29 太刀　　銘信房作 1口 個人 丹波篠山市宇土355-1

時代

年代

工※ 明34･8･2 腹巻 1領 八幡神社 洲本市炬口2-13-17

  附　　兜一､大袖一､小手一､曲輪一

工※ 昭39･1･28 梵鐘 1口 千光寺 洲本市上内膳2132 鎌　弘安6

 「弘安六年二月十八日奉鋳之､大工平貞弘」

                         の刻銘がある

工 昭32･2･19 沃懸地螺鈿金銅装神輿 1基 鳥飼八幡宮 洲本市五色町鳥飼中字コウタ314 鎌

彫※ 昭15･10･14 木造薬師如来立像 1躯 東山寺 淡路市生穂長沢1389 平

彫※ 昭15･10･14 木造十二神将立像 12躯 東山寺 淡路市生穂長沢1389 平

考 昭35･6･9 袈裟襷文銅鐸 1口 慶野組 南あわじ市松帆慶野 弥

  兵庫県三原郡西淡町慶野出土 (洲本市立淡路文化史料館)

考 昭30･6･22 横帯文銅鐸 1口 隆泉寺 南あわじ市津井1062 弥

昭49･6･8(名変)   兵庫県津名郡中川原村出土

考 昭28･11･14 袈裟襷文銅鐸 1口 日光寺 南あわじ市松帆櫟田196 弥

  兵庫県三原郡松帆村大字笥飯野出土

　附　 銅鐸舌 1箇

　  兵庫県三原郡松帆村大字笥飯野出土

彫※ 明34･8･2 木造薬師如来立像 1躯 成相寺 南あわじ市八木天野馬廻394 平

彫※ 明34･8･2 木造釈迦如来坐像 1躯 国分寺 南あわじ市笑原八木国分331 室　暦応3

彫※ 明34･8･2 木造大日如来坐像 1躯 護国寺 南あわじ市八幡組732 平

所在地

淡路地区

種別 指定年月日 名                                    称 所有者 (管理者)

　　       持国天立像       1
木造
　　 　    増長天立像       1
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国指定文化財（無形・民俗）

種別 指定(選択)年月日 氏 名 （ 芸 名 ） 所 在 地

工技 平14･7･8 名塩雁皮紙 谷野武信 西宮市名塩2-2-23

平14･7･8（認定） （谷野剛惟）

芸 昭52･4･25 人形浄瑠璃文楽　人形 平尾勝義 芦屋市山手町28-31-409

平6･6･27(認定） （吉田簔助）

芸 昭52･4･25 人形浄瑠璃文楽　人形 荻野恒利 芦屋市

平29･10･2 (認定） （吉田和生）

種別 指定(選択)年月日 氏 名 （ 芸 名 ） 所 在 地

工技 昭32･3･30(選択） 丹波布 丹波布技術保存会 丹波市青垣町佐治538

工技 昭32･3･30(選択） 丹波立杭窯 丹波立杭窯保存会 篠山市今田町

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

有民 昭46･12･15 灘の酒造用具  303点 菊正宗酒造㈱ 神戸市東灘区魚崎西町1-9-1

平12･12･27(追加)  263点 菊正宗酒造記念館

 　計566点 

有民 昭43･5･31 下谷上の舞台 1件 (一財)下谷上農村歌舞伎舞台保存会 神戸市北区山田町下谷上字砂川39

無民 昭51.12.25(選択) 車大歳神社の翁舞 車大歳神社翁舞保存会 神戸市須磨区車字松ケ原551

平12･12･27

無民 昭43･3･1(選択） 兵庫県の酒造習俗（昭和43結）

無民 平31･3･28(選択) 灘の酒樽製作技術 灘の酒樽製作技術保存会 神戸市

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

無民 平18.3.15 東光寺の鬼会 東光寺追儺式及び田遊び保存会 加西市

無民 昭45.6.8(選択) 上鴨川住吉神社神事舞 住吉神社神事舞踊保存会 加東市上鴨川571

昭52.5.17

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

有民 昭35･6･9 播磨総社「三ツ山」ひな型 3基 射楯兵主神社 姫路市本町69

無民 昭34･3･5(選択) 播磨総社一ツ山･三ツ山神事　　（昭和34結） 射楯兵主神社 姫路市本町69

名 称

丹波地区

２ 無形文化財

名 称

阪神南地区

名 称

北播磨地区

中播磨地区

名 称

３ 民俗文化財

神戸地区

名 称
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国指定文化財（無形・民俗）

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

有民 昭44･4･12 赤穂の製塩用具 237点 赤穂市
赤穂市上仮屋916-1
(赤穂市歴史博物館)

有民 昭50･9･3 上三河の舞台 1件
上三河区
(佐用町)

佐用郡佐用町上三河

無民 平4･2.25(選択) 坂越の船祭 坂越の船渡御祭保存会 赤穂市坂越

平24.3.8

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

有民 昭43･5･31 葛畑の舞台（芝居堂） 1件
葛畑区部落ほか
(養父市)

養父市葛畑

無民 平元･3･20 但馬久谷の菖蒲綱引き 久谷菖蒲綱保存会 美方郡新温泉町久谷

無民 昭48･11･5(選択) 大杉のざんざこ踊 大杉のざんざこ踊保存会 養父市大屋町大杉

無民 平15･2･20(選択) 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

無民
平21･3･11(選択)
令2･3･16

因幡・但馬の麒麟獅子舞 但馬地域麒麟獅子舞保存会 兵庫県

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

有民 昭61･3･31 金屋の十三塚 13基 丹波市 丹波市山南町金屋字與市坂1022-2

　兵庫県氷上郡山南町金屋字與市坂1022番の2の

　うち実測1,208.8㎡の地域を含む

無民 昭49･12･4(選択) 青垣の翁三番叟 八幡神社祭礼保存会 丹波市青垣町沢野13-1

無民 平17･2･21(選択) 波々伯部神社のおやま行事 波々伯部神社氏子 篠山市宮ノ前3-2

種別 指定(選択)年月日 所 有 者 ・ 保 護 団 体 所 在 地

無民 昭46.4.21(選択) 淡路人形浄瑠璃 (公財)淡路人形協会 南あわじ市福良甲1528-1地先

昭51･5･4

無民 昭47.8.5(選択) 阿万の風流大踊小踊 阿万風流踊保存会 南あわじ市阿万上町

平23･3･9

名 称

名 称

西播磨地区

但馬地区

名 称

名 称

丹波地区

淡路地区
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国指定文化財（記念物）

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史※ 大11･3･8 処女塚古墳 1,531.20㎡ 神戸市 神戸市東灘区御影塚町2-10-13

史※ 大10･3･3 和田岬砲台 342.77㎡ 三菱重工業(株) 神戸市兵庫区和田崎町1-1-1

天※ 昭12･12･21 神戸丸山衝上断層 256.9㎡ 神戸市ほか 神戸市長田区明泉寺町

史※ 大10･3･3 五色塚(千壺)古墳･小壺古墳 36,894.00㎡ 神戸市ほか（神戸市） 神戸市垂水区五色山4-1

昭49･5･22(追加)

昭54･7･2(追加)

平18･7･28(追加)

史 昭26･6･9 楠木正成墓碑 2,568.56㎡ 湊川神社 神戸市中央区多聞通3-1

名 昭55･2･19 安養院庭園 225.17㎡ 安養院 神戸市西区伊川谷町前開258

史 平17･3･2 西求女塚古墳 5,780㎡ 神戸市 神戸市灘区都通3-61

史 平19･2･6 明石藩舞子台場跡 4,353.96㎡ 神戸市ほか 神戸市垂水区東舞子2040-4他

名 平19･2･6 神戸市 神戸市北区山田町下谷上字中一里山4-1

 436,217.55㎡

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史 昭41･9･2 近松門左衛門墓 4,115.1㎡ 広済寺 尼崎市久々知1-3-27

(追加)

史 昭44･6･30 田能遺跡 5,216.62㎡ 尼崎市 尼崎市田能6-5-1

伊丹市 伊丹市岩屋鶴田364-3

史※ 大11･3･8 西宮砲台 5,507.91㎡
西宮市ほか
（西宮市）

西宮市西波止町西波止5374-1他

史 昭47･3･16 大坂城石垣石丁場跡 64,110.79㎡ 西宮市 西宮市甲山町41番の一部

平30･2･13(追加)  東六甲石丁場跡

史 平23･2･7 会下山遺跡 74,977.97㎡ 国土交通省 芦屋市三条町258番1外

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史 昭41･3･22 伊丹廃寺跡 20,004.78㎡ 伊丹市 伊丹市緑ケ丘4丁目､5丁目､7丁目

史 昭54･12･28 有岡城跡 16,694.64㎡ 伊丹市 伊丹市宮ノ前3丁目､伊丹1丁目･2丁目

昭63･5･19(追加)

史 平11･1･28 中山荘園古墳 419.60㎡ 宝塚市 宝塚市中山荘園12-6他

史 昭26･6･9 多田院 50,467.03㎡ 多田神社 川西市多田院多田所町1

史 平12･7･31 加茂遺跡 28,484.45㎡ 川西市ほか 川西市加茂1,南花屋敷2

平23･2･7（追加）

史 平27･10･7 多田銀銅山遺跡 191,422.62㎡
猪名川町ほか(猪名川
町）

川辺郡猪名川町銀山字長家前13ほか

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史 平16･9･30 明石城跡 273,771.50㎡ 兵庫県 明石市明石公園389-1

史 昭48･6･18 西条古墳群  　　　 22,189㎡　3基 財務省（加古川市） 加古川市山手2-958他

史 平18･1･26 播州葡萄園跡 51,778.43㎡ 稲美町ほか 加古郡稲美町印南646-33ほか

平19･7･26(追加)

４ 記念物

名 称

名 称

再度公園・再度山永久植生保存地・神戸外国人墓地

阪神南地区

神戸地区

東播磨地区

名 称

名 称

阪神北地区
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国指定文化財（記念物）

史 昭42･6･22 大中遺跡 44,117.51㎡ 兵庫県 加古郡播磨町大中大増396-2他

播磨町

史 平26･10･6 石の宝殿及び竜山石採石遺跡 110,399㎡
生石神社ほか（高砂
市）

高砂市阿弥陀町生石字宝殿山170-1ほか

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史 平25･3･27 三木城跡及び付城跡・土塁 398,957.47㎡ 三木市ほか（三木市） 三木市上の丸町775番他

史 昭55･12･5 広渡廃寺跡 19,820.93㎡ 小野市 小野市広渡町字竹ノ本他

史※ 昭18･9･8 玉丘古墳群 21,528.00㎡　　10基 加西市 加西市玉丘町字水塚91他

昭53･9･18 加西市玉丘町字逆8ー1他

(追加 ･名称変更)

昭63･1･20

(追加 ･一部解除)

平9･3･10(追加)

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

(史※) 昭3･9･20 姫路城跡 1,078,138.47㎡ 財務省ほか 姫路市本町68

昭16･7･26 （姫路市）

(地域一部追加)

昭27･3･29

(地域一部追加)

特史 昭31･11･26

昭54･6･11

(追加･一部解除)

平13･1･29(追加)

平24･1･24(追加)

史※ 大10･3･3 播磨国分寺跡 45,539.82㎡ 姫路市（姫路市） 姫路市御国野町国分寺谷121他

昭46･8･5

(地域一部解除)

昭60･12･12

(地域一部解除)

史※ 大10･3･3 壇場山古墳 18,008.00㎡ 姫路市（姫路市） 姫路市御国野町国分寺林堂

　第一､二､三古墳

史※ 昭9･3･13 円教寺境内 310,695.00㎡ 円教寺 姫路市書写

史 昭53･3･24 瓢塚古墳 2,968.76㎡ 姫路市 姫路市勝原区丁字家久田109ー1他

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

天※ 昭6･10･21 觜崎ノ屏風岩 30,069㎡
農林水産省（たつの
市）

たつの市神岡大住寺字大源寺249ー6

觜崎区 たつの市新宮町觜崎

史 昭53･5･22 吉島古墳 491.35㎡ たつの市 たつの市新宮町吉島854-19

史 昭57･6･3 新宮宮内遺跡 41,531.71㎡ たつの市 たつの市新宮町新宮字山根297-1他

天 昭33･5･15 龍野のカタシボ竹林 梅玉旅館 たつの市龍野町本町1丁目

名 昭62･5･25 田淵氏庭園 4,384.28㎡ 個人 赤穂市御崎字西町

平18･7･28(追加)

史※ 大12･3･7 大石良雄宅跡 3,796.12㎡ 赤穂大石神社 赤穂市上仮屋東組131

（赤穂市）

名 称

名 称

西播磨地区

名 称

中播磨地区

北播磨地区

51



国指定文化財（記念物）

史 昭46･3･31 赤穂城跡 190,405.17㎡ 赤穂市ほか（赤穂市） 赤穂市上仮屋1424他

平15･8･27(追加)

名 平14･9･20 旧赤穂城庭園 赤穂市 赤穂市上仮屋

 本丸庭園 9,998.68㎡

 二之丸庭園 14,923.90㎡

天※ 大13･12･9 生島樹林 80,974㎡ 大避神社 赤穂市坂越字生島335-1

史 平8･3･28 赤松氏城跡

平10･1･30  白旗城跡 1,582,457.00㎡ 上郡町ほか 赤穂郡上郡町大富字市河原西2332-1他

平10･1･30  感状山城跡 314,143.00㎡ 相生市ほか 相生市矢野町瓜生字鍛冶屋谷東山2-396他　

(追加･名称変更)  置塩城跡 304.071.00㎡ 姫路市ほか 姫路市夢前町糸田字大ヘラ204-1他

史 平18･7･28 山陽道野磨駅家跡 47,624.74㎡ 国土交通省 赤穂郡上郡町落地飯坂25他

上郡町ほか

史 平29･10･13 利神城跡 864,134.35㎡ 佐用町ほか（佐用町） 兵庫県佐用郡佐用町平福２９８番地1他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

天※ 昭6･2･20 玄武洞 5,669㎡ 豊岡市ほか（豊岡市） 豊岡市赤石竹栗1339他

天 昭26･6･9 畑上の大トチノキ 1株　　　1,277.1㎡ 畑上区 豊岡市畑上字畑上1259

史 平2･12･26 但馬国分寺跡 26,705.10㎡ 豊岡市ほか 豊岡市日高町国分寺617-1他

平12･11･15(追加)

平16･2･27(追加)

平23･9･21(追加)

平25･10･17(追加)

平27･10･7(追加)

平29･10･13(追加)

名 平元･9･22 旧大岡寺庭園 358㎡ 大岡寺 豊岡市日高町大岡寺東西17

史 平8･11･13 山名氏城跡 豊岡市ほか

  此隅山城跡 255,359.00㎡ 豊岡市出石町袴狭字城浦26-1他

  有子山城跡 1,249,330.00㎡ 豊岡市出石町内町字蔵前1-1他

名 昭13･5･30 香住海岸 香美町（香美町） 美方郡香美町香住区境字今子谷632-1他

天 昭13･5･30 鎧袖 香美町（香美町） 美方郡香美町香住区下浜フナ谷1535-2

名天※ 昭9･1･22 但馬御火浦 約74ha 新温泉町（新温泉町） 美方郡新温泉町浜坂小浜谷782他

　 香美町 美方郡香美町香住区余部明神ノ谷3163

史 平4･12･18 箕谷古墳群 7,000.47㎡ 養父市 養父市八鹿町小山字箕谷

史 平9･3･6 八木城跡 313,215㎡ 養父市ほか 養父市八鹿町大字八木字皿ノ谷213-1他

天 昭26･6･9 建屋のヒダリマキガヤ 個人 養父市能座548

天 昭26･6･9 口大屋の大アベマキ 中区 養父市大屋町中法仙地471

天 昭26･6･9 樽見の大ザクラ 養父市 養父市大屋町樽見ケジメ85

史※ 昭18･9･8 竹田城跡 144,130.67㎡ 朝来市ほか 朝来市和田山町竹田古城山169他

平21･7･23(追加) （朝来市）

天 昭26･6･9 糸井の大カツラ 糸井財産区 朝来市和田山町竹ノ内床尾

史 平16･2･27 茶すり山古墳 9,011.35㎡ 朝来市 朝来市和田山町筒江

国土交通省

天※ 昭3･3･24 八代の大ケヤキ 足鹿神社 朝来市八代字越山209

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史 昭46･1･6 柏原藩陣屋跡 4,248.61㎡ 丹波市 丹波市柏原町柏原683､688

但馬地区
名 称

名 称

丹波地区
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国指定文化財（記念物・文化的景観）

史 平元･8･11 黒井城跡 1,201,220㎡ 上坂区（丹波市） 丹波市春日町多田字的場1-1他

史 昭51･12･25 三ツ塚廃寺跡 41,976㎡ 丹波市 丹波市市島町上田字三ツ塚他

天 平6･3･23 追手神社のモミ 追手神社 丹波篠山市大山字久保谷壺302

史 昭31･12･28 篠山城跡 192,845.74㎡
丹波篠山市（丹波篠山
市）

丹波篠山市北新町1-1他

兵庫県

天※ 大14･10･8 日置のハダカガヤ 1株 八幡神社 丹波篠山市日置167

昭32･7･31(名称変更)

史 平17･3･2 八上城跡 1,776,472.27㎡ 林野庁ほか 丹波篠山市八上上字高城山他

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

史 平11･1･14 洲本城跡 267,852.90㎡ 洲本市ほか 洲本市大字小路谷小字古城他

名 平31･2・26 旧益習館庭園 5,396.08㎡ 洲本市 洲本市山手三丁目17番１他

天 平10･7･31 野島断層 3,478.73㎡ 淡路市 淡路市新小倉

史 平18･7･28 徳島藩松帆台場跡 52,913.95㎡ 淡路市ほか（淡路市） 淡路市岩屋字大谷川北他

平23･9･21(追加)

史 平24･9･19 五斗長垣内遺跡 18,900.03㎡ 淡路市ほか（淡路市） 淡路市黒谷字経田他

史
令2・11・20
（答申）

舟木遺跡 34,219.00㎡ 淡路市ほか（淡路市） 淡路市舟木字棚原他

史 昭26･6･9 淡路国分寺塔跡 188.93㎡ 国分寺（南あわじ市） 南あわじ市八木国分331

名 昭3･10･13 慶野松原 160,330.00㎡ 文化庁 南あわじ市松帆

昭36･12･28

(地域一部解除)

種別 指定年月日 所 有 者 ( 管 理 者 ) 所 在 地

天 昭26･6･9 オオサンショウウオ

特天 昭27･3･29

天 昭28･3･31 コウノトリ 兵庫県

特天 昭31･7･19 (昭37･7･14)

天 昭40･5･12 イヌワシ

天 昭45･1･22 オジロワシ

天 昭45･1･23 オオワシ

天 昭46･5･19 コクガン

天 昭46･6･28 マガン

天 昭46･6･28 ヒシクイ

天 昭50･6･26 ヤマネ

所　在　地 区域・面積

朝来市 朝来市

　　朝来市生野町新町、生野町奥銀谷、

　　生野町小野の全域及び、生野町口銀谷、

　　生野町真弓、生野町円山、生野町猪野々、

　　生野町竹原野、生野町白口の各一部

名 称

地域を定めず

淡路地区
名 称

平26･3･18 生野鉱山及び鉱山町の文化的景観　　　　963.4ha

５ 文化的景観

但馬地区
選定年月日 名　称
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国指定文化財（伝建・保存技術）

選定年月日 名　称 所　在　地 区域・面積

昭55･4･10 神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区 神戸市 神戸市

　　中央区北野町1丁目､同2丁目､同3丁目､

　　同4丁目､山本通2丁目及び同3丁目の各一部

　　約9･3ha

選定年月日 名　称 所　在　地 区域・面積

令元･12･23 たつの市龍野伝統的建造物群保存地区 たつの市 たつの市龍野町

　　大字大手の全域並びに大字門の外、大字上川原、

　　大字旭町、大字水神町、大字下川原、大字立町、

　　大字本町、大字川原町及び大字上霞城の各一部

　　約15･9ha

選定年月日 名　称 所　在　地 区域・面積

平16･12･10 丹波篠山市篠山伝統的建造物群保存地区 丹波篠山市 丹波篠山市

　　東新町､西新町､南新町､

    北新町､河原町､小川町及び立町の各一部

　　約40.2ha

平24･12･28 丹波篠山市福住伝統的建造物群保存地区 丹波篠山市 丹波篠山市

　　福住、川原、

　　安口及び西野々の各一部

　　約25.2ha

選定年月日 名　称 所　在　地 区域・面積

平19･12･4 豊岡市出石伝統的建造物群保存地区 豊岡市 豊岡市出石町

　　材木、八木及び本町の全域並びに魚屋、内町、宵田、

    田結庄、東條、小人、柳、入佐及び伊木の各一部

　　約23.1ha

平29･7･31 養父市大屋町大杉伝統的建造物群保存地区 養父市 養父市

　　大屋町大杉字大杉の全域並びに字奥山、

    字大町及び字ムショウ谷の各一部

　　約5.8ha

選定年月日 名　称 保存団体 所在地

平21･9･2 文化財石垣保存技術
文化財石垣保存技
術協議会

姫路市本町68-258　日本城郭研究センター内

選定年月日 名　称 保　持　者 所在地

平13･7･12 檜皮葺・柿葺 大西安夫 西脇市黒田庄町黒田1000

選定年月日 名　称 保　持　者 所在地

平26･10･23 檜皮採取 大野浩二 丹波市山南町上滝855

但馬地区

７ 文化財の保存技術

中播磨地区

北播磨地区

丹波地区

６ 伝統的建造物群保存地区

神戸地区

西播磨地区

丹波地区
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